
種目名 ブロック No. 氏名 ｶﾅ 都道府県名 (子供)氏名 (子供)ｶﾅ

エキスパートの部　男子 A 101 長谷川　武敏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ 長野県

エキスパートの部　男子 A 102 西村　育人 ﾆｼﾑﾗ ｲｸﾄ 神奈川県

エキスパートの部　男子 A 103 高橋　優一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 神奈川県

エキスパートの部　男子 A 104 福島　秀彰 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都

エキスパートの部　男子 A 105 田村　篤志 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 群馬県

エキスパートの部　男子 A 106 小林　成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京都

エキスパートの部　男子 A 107 金子　宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 埼玉県

エキスパートの部　男子 A 108 狩野　敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 群馬県

エキスパートの部　男子 A 109 山口　篤 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 群馬県

エキスパートの部　男子 A 110 牛尼　真冬 ｳｼｱﾏ ﾏﾌﾕ 長野県

エキスパートの部　男子 A 111 手塚　博文 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛﾌﾐ 静岡県

エキスパートの部　男子 A 112 川島　昭次 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾂｸﾞ 埼玉県

エキスパートの部　男子 A 113 竹内　遼 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 埼玉県

エキスパートの部　男子 A 114 多田　啓太 ﾀﾀﾞ ｹｲﾀ 千葉県

エキスパートの部　男子 A 115 笠原　一真 ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 埼玉県

エキスパートの部　男子 A 116 佐藤　善大 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

エキスパートの部　男子 A 117 田口　紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県

エキスパートの部　男子 A 118 水村　健大 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾝﾀ 東京都

エキスパートの部　男子 A 119 桂　正吾 ｶﾂﾗ ｼｮｳｺﾞ 東京都

エキスパートの部　男子 A 120 高村　和貴 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 神奈川県

エキスパートの部　男子 A 121 玉村　喬 ﾀﾏﾑﾗ ｷｮｳ 埼玉県

エキスパートの部　男子 A 122 石田　航太 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 群馬県

エキスパートの部　男子 A 123 相場　俊輔 ｱｲﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 東京都

エキスパートの部　男子 A 124 税所　勇記 ｻｲｼｮ ﾕｳｷ 千葉県

エキスパートの部　男子 A 125 柚木　伸元 ﾕﾉｷ ｼﾝｹﾞﾝ 三重県

エキスパートの部　男子 A 126 相場　俊輔 ｱｲﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 東京都

エキスパートの部　女子 A 201 宮下　朋子 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｺ 愛知県

エキスパートの部　女子 A 202 大野　敦子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 京都府

エキスパートの部　女子 A 203 林　絹華 ﾊﾔｼ ｷﾇｶ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 601 篠崎　勇杜 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 B 602 長谷川　誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 B 603 土屋　直樹 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 B 604 堀口　大樹 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲｼﾞｭ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 B 605 古市　明弘 ﾌﾙｲﾁ ｱｷﾋﾛ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 606 高木　聡一郎 ﾀｶｷﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 607 大島　義昭 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 608 土方　宏一郎 ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 B 609 石井　憲輔 ｲｼｲ ｹﾝｽｹ 東京都

一般の部　男子29歳以下 B 610 瀬古　尚彦 ｾｺ ﾅｵﾋｺ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 B 611 築城　賢司 ﾂｲｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 B 612 山川　宗一郎 ﾔﾏｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 静岡県

一般の部　男子30～34歳 B 613 及川　茂樹 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞｷ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 B 614 幕田　亮 ﾏｸﾀ ﾘｮｳ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 615 黒澤　章 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 616 飯嶋　豊和 ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾖｶｽﾞ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 B 617 Breen Simon ﾌﾞﾘｰﾝ ｻｲﾓﾝ 東京都

一般の部　男子30～34歳 B 618 谷口　弘晃 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 619 山本　隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 長野県

一般の部　男子35～39歳 B 620 藤崎　辰也 ﾌｼﾞｻｷ ﾀﾂﾔ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 621 木曽　高雄 ｷｿ ﾀｶｵ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 B 622 今井　裕人 ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 B 623 菊地　宏樹 ｷｸﾁ ﾋﾛｷ 千葉県

一般の部　男子30～34歳 B 624 生水　康仁 ｼｮｳｽﾞ ｺｳｼﾞ 群馬県



一般の部　男子45～49歳 B 625 宮本　延明 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県

一般の部　男子40～44歳 B 626 藤倉　茂雄 ﾌｼﾞｸﾗ ｼｹﾞｵ 栃木県

一般の部　男子40～44歳 B 627 今関　大輔 ｲﾏｾﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 B 628 小林　徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 B 629 神宮　正美 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾏｻﾐ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 B 630 神宮　雅 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾐﾔﾋﾞ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 631 長島　諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 B 632 村田　陽亮 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 静岡県

一般の部　男子45～49歳 B 633 田村　元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ 東京都

一般の部　男子29歳以下 B 634 権田　卓也 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 B 635 鈴木　康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 東京都

一般の部　女子36歳以上 B 636 栗原　春湖 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙｺ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 B 637 坂井　陽文 ｻｶｲ ｷﾖﾌﾐ 長野県

一般の部　男子45～49歳 B 638 田口　淳 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 B 639 井浦　優太朗 ｲｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 B 640 大野　尚紀 ｵｵﾉ ﾅｵｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 B 641 山本　誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 642 山岸　正範 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾉﾘ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 B 643 新井　隆司 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 長野県

一般の部　男子30～34歳 B 644 大久保　和俊 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾄｼ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 645 田邉　健 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 栃木県

一般の部　男子55～59歳 B 646 中島　宏治 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 B 647 前川　善昭 ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ 栃木県

一般の部　男子35～39歳 B 648 江畠　康信 ｴﾊﾞﾀ ﾔｽﾉﾌﾞ 新潟県

一般の部　男子35～39歳 B 649 杉田　光 ｽｷﾞﾀ ﾋｶﾙ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 B 650 佐藤　暢星 ｻﾄｳ ﾖｳｾｲ 福岡県

一般の部　男子30～34歳 B 651 平岩　大輔 ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 B 652 須田　晃仁 ｽﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 東京都

一般の部　男子29歳以下 B 653 三田　千里 ﾐﾀ ｾﾝﾘ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 B 654 大澤　康生 ｵｵｻﾜ ﾔｽｵ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 B 655 長澤　宏樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 656 光平　規之 ﾐﾂﾋﾗ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 B 657 丸井　直人 ﾏﾙｲ ﾅｵﾄ 東京都

一般の部　男子30～34歳 B 658 山本　雄基 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 659 佐藤　智弥 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東京都

一般の部　男子40～44歳 B 660 関口　敦 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 661 福野　純一 ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県

一般の部　男子50～54歳 B 662 小井土　千尋 ｺｲﾄﾞ ﾁﾋﾛ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 B 663 山田　聖彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 東京都

一般の部　男子29歳以下 B 664 綾部　兼大 ｱﾔﾍﾞ ｹﾝﾀ 長野県

一般の部　男子45～49歳 B 665 横田　弘樹 ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 666 藤川　裕哉 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾔ 栃木県

一般の部　男子35～39歳 B 667 唐沢　剛史 ｶﾗｻﾜ ﾀｹﾌﾐ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 668 金子　誠 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 669 苅田　まさとし ｶﾘﾀ ﾏｻﾄｼ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 B 670 見目　邦博 ｹﾝﾓｸ ｸﾆﾋﾛ 栃木県

一般の部　男子40～44歳 B 671 田沢　恭彦 ﾀｻﾞﾜ ﾔｽﾋｺ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 672 吉村　武司 ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｼ 神奈川県

一般の部　男子50～54歳 B 673 加藤　義明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 群馬県

一般の部　女子35歳以下 B 674 高橋　綾 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 675 笠置　昭宏 ｶｻｷﾞ ｱｷﾋﾛ 栃木県

一般の部　男子35～39歳 B 676 森　拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 B 677 三木　敦史 ﾐｷ ｱﾂｼ 東京都

一般の部　男子40～44歳 B 678 香立　武士 ｺｳﾀﾃ ﾀｹｼ 埼玉県



一般の部　女子36歳以上 B 679 石井　裕美 ｲｼｲ ﾋﾛﾐ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 B 680 森　幸嗣 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 B 681 伊藤　敬紘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県

一般の部　男子55～59歳 B 682 原　康記 ﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 福岡県

一般の部　男子55～59歳 B 683 福元　幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県

一般の部　男子55～59歳 B 684 福澤　俊幸 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 B 685 森口　愛 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 B 686 肥田　恭知 ﾋﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 687 宇津木　敏人 ｳﾂｷﾞ ﾄｼﾋﾄ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 688 中澤　壮理 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 千葉県

一般の部　男子35～39歳 B 689 小池　剛 ｺｲｹ ﾂﾖｼ 神奈川県

一般の部　男子40～44歳 B 690 大倉　純 ｵｵｸﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 B 691 大谷　聡和 ｵｵﾀﾆ ﾄｼｶｽﾞ 静岡県

一般の部　男子30～34歳 B 692 坂田　繁也 ｻｶﾀ ｼｹﾞﾔ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 B 693 高山　信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 B 694 丸山　和徳 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県

一般の部　男子55～59歳 B 695 直井　重晴 ﾅｵｲ ｼｹﾞﾊﾙ 香川県

一般の部　男子29歳以下 B 696 小比田　快斗 ｺﾋﾀﾞ ｶｲﾄ 東京都

一般の部　男子29歳以下 B 697 高山　一騎 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 698 勝又　直 ｶﾂﾏﾀ ｽﾅｵ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 B 699 青木　景志 ｱｵｷ ｹｲｼ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 700 横田　弘樹 ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 701 北永　航佑 ｷﾀﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 B 702 関口　貴久 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾋｻ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 B 703 涌井　純一 ﾜｸｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県

一般の部　男子45～49歳 B 704 川﨑　友和 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｶﾂ 茨城県

一般の部　男子45～49歳 B 705 岩崎　毅 ｲﾜｻﾞｷ ﾀｹｼ 静岡県

一般の部　男子60歳以上 B 706 町村　文彦 ﾏﾁﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 707 池田　俊一 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 708 杉村　裕太 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳﾀ 東京都

一般の部　男子30～34歳 B 709 塚田　哲也 ﾂｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 710 原田　正志 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡県

一般の部　男子45～49歳 B 711 塚本　淳 ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｼ 長野県

一般の部　男子29歳以下 B 712 黒岩　翔 ｸﾛｲﾜ ｶｹﾙ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 713 石井　信明 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 B 714 森田　亮 ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 715 相場　康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都

一般の部　男子55～59歳 B 716 岡部　秀克 ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 B 717 杉崎　隆志 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾀｶｼ 東京都

一般の部　男子55～59歳 B 718 海老沼　雄二 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 B 719 松島　伸夫 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 東京都

一般の部　男子50～54歳 B 720 工藤　竜也 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 721 古谷　博行 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 722 金児　敏之 ｶﾈｺ ﾄｼﾕｷ 長野県

一般の部　男子55～59歳 B 723 安田　克己 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 三重県

一般の部　男子30～34歳 B 724 仲　大介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 B 725 姉崎　裕行 ｱﾈｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都

一般の部　男子60歳以上 B 726 渡辺　聖一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ 山梨県

一般の部　男子40～44歳 B 727 井上　幹巳 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 B 728 桑野　誉之 ｸﾜﾉ ﾔｽﾕｷ 長野県

一般の部　男子60歳以上 B 729 伊藤　誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 B 730 小林　輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙ 神奈川県

一般の部　男子50～54歳 B 731 武川　昌司 ﾀｹｶﾜ ﾏｻｼﾞ 東京都

一般の部　男子55～59歳 B 732 齋藤　芳徳 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 東京都



一般の部　男子50～54歳 B 733 西田　朋之 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県

一般の部　女子36歳以上 B 734 苅田　磨己 ｶﾘﾀ ﾏﾐ 神奈川県

一般の部　男子50～54歳 B 735 阿部　竜一 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 736 宇野　和孝 ｳﾉ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 B 737 下井　貴裕 ｼﾓｲ ﾀｶﾋﾛ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 738 宮寺　健 ﾐﾔﾃﾞﾗ ｹﾝ 長野県

一般の部　男子45～49歳 B 739 森田　秀人 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 B 740 若松　桜男 ﾜｶﾏﾂ ｻｸﾗｵ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 741 青木　和巳 ｱｵｷ ｶｽﾞﾐ 栃木県

一般の部　男子40～44歳 B 742 関水　史郎 ｾｷﾐｽﾞ ｼﾛｳ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 B 743 田嶋　良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 長野県

一般の部　男子35～39歳 B 744 志田　渉 ｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 745 石濱　泰樹 ｲｼﾊﾏ ﾋﾛｷ 茨城県

一般の部　男子50～54歳 B 746 安喰　友治 ｱｸﾞｲ ﾄﾓｼﾞ 茨城県

一般の部　男子50～54歳 B 747 鈴木　和幸 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県

一般の部　男子30～34歳 B 748 齋藤　佑輔 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 栃木県

一般の部　男子30～34歳 B 749 前澤　博人 ﾏｴｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 茨城県

一般の部　男子30～34歳 B 750 太田　哲雄 ｵｵﾀ ﾃﾂｵ 茨城県

一般の部　男子29歳以下 B 751 平舘　新也 ﾋﾗﾀﾞﾃ ｼﾝﾔ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 B 752 洞澤　昇 ﾎﾗｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 B 753 前田　敦史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 長野県

一般の部　男子30～34歳 B 754 後田　敬太 ｳｼﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 愛知県

一般の部　男子55～59歳 B 755 岩田　想 ｲﾜﾀ ｿｳ 京都府

一般の部　男子50～54歳 B 756 山本　洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳ 福島県

一般の部　男子50～54歳 B 757 宮嶋　健一 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 B 758 横田　美恵 ﾖｺﾀ ﾖｼｴ 東京都

一般の部　男子40～44歳 B 759 眞野　清 ﾏﾉ ｷﾖｼ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 760 金子　真樹 ｶﾈｺ ﾏｻｷ 東京都

一般の部　男子55～59歳 B 761 上田　英二 ｳｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ 茨城県

一般の部　男子55～59歳 B 762 山田　一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 B 763 高梨　秀一 ﾀｶﾅｼ ｼｭｳｲﾁ 東京都

一般の部　男子40～44歳 B 764 大塚　英雄 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｵ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 B 765 相崎　純 ｱｲｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 静岡県

一般の部　女子36歳以上 B 766 相﨑　みゆき ｱｲｻﾞｷ ﾐﾕｷ 静岡県

一般の部　男子50～54歳 B 767 木谷　聡一 ｷﾀﾆ ｿｳｲﾁ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 B 768 羽山　智康 ﾊﾔﾏ ﾄﾓﾔｽ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 B 769 伊丹　祥真 ｲﾀﾐ ｼｮｳﾏ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 770 圷　正志 ｱｸﾂ ﾏｻｼ 茨城県

一般の部　男子60歳以上 B 771 永井　安弘 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 772 堤　文男 ﾂﾂﾐ ﾌﾐｵ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 773 福井　真人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 774 外山　直孝 ﾄﾔﾏ ﾅｵﾀｶ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 B 775 澁澤　晃子 ｼﾌﾞｻﾜ ｱｷｺ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 776 村井　宣文 ﾑﾗｲ ﾉﾘﾌﾐ 東京都

一般の部　男子50～54歳 B 777 和田　唯 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 B 778 和田　龍司 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｼ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 B 779 和田　怜土 ﾜﾀﾞ ﾚﾝﾄ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 B 780 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 B 781 梅林　不二夫 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞｵ 東京都

一般の部　男子40～44歳 B 782 轟　健一郎 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都

一般の部　男子30～34歳 B 783 佐伯　修 ｻｴｷ ｵｻﾑ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 784 小沢　洋一 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 785 鈴木　康裕 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 B 786 蟹江　範卓 ｶﾆｴ ﾉﾘﾀｶ 茨城県



一般の部　男子29歳以下 B 787 田村　亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 788 新井　隆行 ｱﾗｲ ﾀｶﾕｷ 東京都

一般の部　男子40～44歳 B 789 原田　康宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 B 790 糸谷　東 ｲﾄﾀﾆ ｱｽﾞﾏ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 B 791 近藤　祐輔 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 B 792 福村　雅幸 ﾌｸﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 B 793 斎藤　孝一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 B 794 須藤　陽介 ｽﾄｳ ﾖｳｽｹ 神奈川県

一般の部　男子50～54歳 B 795 須田　克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 B 796 深坂　紘行 ﾌｶｻｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県

一般の部　男子60歳以上 B 797 松上　茂 ﾏﾂｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 B 798 佐川　光弘 ｻｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 福島県

一般の部　男子60歳以上 B 799 五反田　光芳 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 岐阜県

一般の部　男子30～34歳 B 800 土屋　翔太 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ 東京都

一般の部　男子40～44歳 B 801 関　玲人 ｾｷ ﾚｲﾄ 大阪府

一般の部　男子55～59歳 B 802 近江　広克 ｵｵﾐ ﾋﾛｶﾂ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 B 803 高田　勉 ﾀｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ 愛知県

一般の部　男子29歳以下 B 804 村上　雄亮 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｽｹ 神奈川県

一般の部　男子50～54歳 B 805 松本　美智雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁｵ 栃木県

一般の部　男子40～44歳 B 806 中島　弘雅 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾀﾀﾞ 東京都

一般の部　男子45～49歳 B 807 衛藤　光宏 ｴﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 三重県

一般の部　男子50～54歳 B 808 萩原　努 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ 東京都

一般の部　男子35～39歳 B 809 佐藤　健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 B 810 高橋　一朗 ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 B 811 西巻　利幸 ﾆｼﾏｷ ﾄｼﾕｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 812 宮内　淑夫 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼｵ 長野県

一般の部　男子40～44歳 B 813 向山　伸二 ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 長野県

一般の部　男子29歳以下 B 814 根岸　天馬 ﾈｷﾞｼ ﾃﾝﾏ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 815 加邉　正宗 ｶﾍﾞﾏｻﾑﾈ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 816 橋詰　岳 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾞｸ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 B 817 河田　侑希 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川県

一般の部　男子60歳以上 B 818 坂本　正樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 819 木村　克尚 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋｻ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 820 板倉　真 ｲﾀｸﾗ ﾏｺﾄ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 821 清水　正人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾄ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 B 822 河野　武之 ｺｳﾉ ﾀｹﾕｷ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 B 823 河野　恵志郎 ｺｳﾉ ｹｲｼﾛｳ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 B 824 小林　航 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 栃木県

一般の部　男子55～59歳 B 825 小川　英彦 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都

一般の部　男子55～59歳 B 826 山田　敦久 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾋｻ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 B 827 杉浦　夏樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾂｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 B 828 芳澤　渉 ﾖｼｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 B 829 前田　敦史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1201 上原　拓磨 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 C 1202 小池　隆 ｺｲｹ ﾀｶｼ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1203 衣川　修平 ｷﾇｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 長野県

一般の部　男子55～59歳 C 1204 志村　行雄 ｼﾑﾗ ﾕｷｵ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 C 1205 中井　登 ﾅｶｲ ﾉﾎﾞﾙ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 C 1206 高田　正美 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 C 1207 上條　仁 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾄｼ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 C 1208 高橋　貴幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 栃木県

一般の部　男子50～54歳 C 1209 中川　圭介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 C 1210 青柳　政見 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾐ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 C 1211 岡田　嘉明 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｱｷ 群馬県



一般の部　男子45～49歳 C 1212 水田　淳 ﾐｽﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 C 1213 野口　俊 ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝ 東京都

一般の部　男子29歳以下 C 1214 大内　幸治 ｵｵｳﾁ ｺｳｼﾞ 長野県

一般の部　男子60歳以上 C 1215 吉田　亨 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1216 田中　孝治 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 神奈川県

一般の部　女子36歳以上 C 1217 新井　まみ ｱﾗｲ ﾏﾐ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 C 1218 木村　聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都

一般の部　男子55～59歳 C 1219 大村　健夫 ｵｵﾑﾗ ﾀｹｵ 東京都

一般の部　男子50～54歳 C 1220 加古　隆太郎 ｶｺ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1221 山口　智保 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 C 1222 本多　純 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1223 西島　秀明 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都

一般の部　女子36歳以上 C 1224 石井　みゆき ｲｼｲ ﾐﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 C 1225 岩谷　篤宏 ｲﾜﾀﾆ ｱﾂﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 C 1226 小松　義尚 ｺﾏﾂ ﾖｼﾀｶ 茨城県

一般の部　男子29歳以下 C 1227 五十嵐　良輔 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳｽｹ 栃木県

一般の部　男子35～39歳 C 1228 渡部　文才 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾄｼ 新潟県

一般の部　男子35～39歳 C 1229 伊藤　雅朗 ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 長野県

一般の部　男子55～59歳 C 1230 樋口　明宏 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1231 藤井　淳次 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1232 林　孝次 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1233 中澤　保則 ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 C 1234 酒井　宏和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 C 1235 川越　大輔 ｶﾜｺｼ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

一般の部　男子45～49歳 C 1236 滝沢　順彰 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾘｱｷ 長野県

一般の部　男子29歳以下 C 1237 菊地　康宏 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1238 越田　真二 ｺｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 長野県

一般の部　男子45～49歳 C 1239 松本　猛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 静岡県

一般の部　男子29歳以下 C 1240 本田　啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京都

一般の部　男子30～34歳 C 1241 廣石　健悟 ﾋﾛｲｼ ｹﾝｺﾞ 長野県

一般の部　男子40～44歳 C 1242 梶間　賢二 ｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1243 北川　賢太郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都

一般の部　男子55～59歳 C 1244 三好　充 ﾐﾖｼ ﾐﾂﾙ 大阪府

一般の部　男子45～49歳 C 1245 澤田石　靖之 ｻﾜﾀﾞｲｼ ﾔｽﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 C 1246 田辺　弘毅 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｹ 新潟県

一般の部　男子40～44歳 C 1247 細川　勉 ﾎｿｶﾜ ﾂﾄﾑ 東京都

一般の部　男子29歳以下 C 1248 真柄　海里 ﾏｶﾞﾗ ｶｲﾘ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 C 1249 関野　昌徳 ｾｷﾉ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県

一般の部　男子50～54歳 C 1250 前田　英樹 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 C 1251 堤　幹夫 ﾂﾂﾐ ﾐｷｵ 神奈川県

一般の部　男子50～54歳 C 1252 佐藤　浩二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 C 1253 溝越　茂 ﾐｿﾞｺｼ ｼｹﾞﾙ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 C 1254 渡辺　重雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｵ 長野県

一般の部　男子50～54歳 C 1255 斉藤　清志 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 C 1256 藤　海斗 ﾄｳ ｶｲﾄ 静岡県

一般の部　男子45～49歳 C 1257 岡野　智浩 ｵｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 C 1258 吉田　幸雄 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 C 1259 田制　潔 ﾀｾｲ ｷﾖｼ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1260 隈部　敏隆 ｸﾏﾍﾞ ﾄｼﾀｶ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 C 1261 小林　史明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 栃木県

一般の部　男子40～44歳 C 1262 清水　和之 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1263 吉川　弘行 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 C 1264 簑輪　佳彦 ﾐﾉﾜ ﾖｼﾋｺ 長野県

一般の部　男子60歳以上 C 1265 西股　健一 ﾆｼﾏﾀ ｹﾝｲﾁ 茨城県



一般の部　男子29歳以下 C 1266 小林　拓貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 C 1267 内山　大樹 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 C 1268 篠原　徹也 ｼﾉﾊﾗ ﾃﾂﾔ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 C 1269 飯島　直之 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 C 1270 吉野　裕 ﾖｼﾖ ﾕﾀｶ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 C 1271 福田　浩行 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1272 福田　泰行 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 C 1273 箱　隆之 ﾊｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県

一般の部　男子55～59歳 C 1274 戸塚　美秀 ﾄﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾃﾞ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 C 1275 宇田川　翔太 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 C 1276 荒木　大輔 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1277 木村　努 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 C 1278 鈴木　拓海 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉県

一般の部　女子36歳以上 C 1279 石原　雅子 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｺ 愛知県

一般の部　男子35～39歳 C 1280 安西　渉 ｱﾝｻﾞｲ ﾜﾀﾙ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1281 土屋　慎一郎 ﾂﾁﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都

一般の部　男子30～34歳 C 1282 MORRI DAVIDE ﾓｯﾘ ﾀﾞｳﾞｨﾃﾞ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1283 飯田　充弘 ｲｲﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 C 1284 江黒　友教 ｴｸﾞﾛ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 C 1285 飯田　雅之 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 C 1286 山崎　豊 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 愛知県

一般の部　男子55～59歳 C 1287 高橋　貞光 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞﾐﾂ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 C 1288 深町　邦男 ﾌｶﾏﾁ ｸﾆｵ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 C 1289 奥野　洵 ｵｸﾉ ｼﾞｭﾝ 群馬県

一般の部　女子35歳以下 C 1290 奥野　麻美 ｵｸﾉ ｱｻﾐ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1291 峯川　浩一 ﾐﾈｶﾜ ｺｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 C 1292 新井　雅之 ｱﾗｲ ﾏｻﾕｷ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 C 1293 室伏　健太朗 ﾑﾛﾌｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県

一般の部　男子45～49歳 C 1294 小嶋　裕史 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 東京都

一般の部　女子35歳以下 C 1295 渡部　結衣 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｲ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1296 関根　信治 ｾｷﾈ ｼﾝｼﾞ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 C 1297 相馬　貴彦 ｿｳﾏ ﾀｶﾋｺ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 C 1298 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 C 1299 高波　弘一 ﾀｶﾅﾐ ｺｳｲﾁ 福島県

一般の部　男子60歳以上 C 1300 塚田　泰博 ﾂｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都

一般の部　男子29歳以下 C 1301 鳥海　政人 ﾄﾘｳﾐ ﾏｻﾄ 東京都

一般の部　男子60歳以上 C 1302 中村　宗哲 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾃﾂ 東京都

一般の部　男子60歳以上 C 1303 西川　賢二 ﾆｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 茨城県

一般の部　男子50～54歳 C 1304 長谷川　誠志 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ 東京都

一般の部　男子60歳以上 C 1305 立川　久夫 ﾀﾁｶﾜ ﾋｻｵ 三重県

一般の部　男子29歳以下 C 1306 三田　明輝 ｻﾝﾀ ｱｷﾃﾙ 東京都

一般の部　男子55～59歳 C 1307 藤原　正城 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1308 賀門　和巳 ｶﾓﾝ ｶｽﾞﾐ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 C 1309 親松　博之 ｵﾔﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 長野県

一般の部　男子50～54歳 C 1310 原　健一 ﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 滋賀県

一般の部　男子60歳以上 C 1311 糟谷　武彦 ｶｽﾔ ﾀｹﾋｺ 東京都

一般の部　女子35歳以下 C 1312 向井　菜見子 ﾑｶｲ ﾅﾐｺ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1313 勝田　仁 ｶﾂﾀﾞ ﾋﾄｼ 岡山県

一般の部　男子40～44歳 C 1314 大橋　正尚 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾅｵ 愛知県

一般の部　男子40～44歳 C 1315 松浦　夏輝 ﾏﾂｳﾗ ﾅﾂｷ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 C 1316 元平　達朗 ﾓﾄﾋﾗ ﾀﾂﾛｳ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1317 片山　洋平 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1318 目黒　直樹 ﾒｸﾞﾛ ﾅｵｷ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 C 1319 家常　智文 ｲｴﾂﾈ ﾄﾓﾌﾐ 千葉県



一般の部　男子29歳以下 C 1320 檀上　隆寛 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾋﾛ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1321 坂井　勝利 ｻｶｲ ﾏｻﾄｼ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 C 1322 松本　恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 C 1323 南　哲 ﾐﾅﾐ ｱｷﾗ 東京都

一般の部　男子30～34歳 C 1324 岡田　雄気 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1325 星野　祐司 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 C 1326 神庭　克幸 ｶﾝﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 C 1327 青木　秀雄 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ 千葉県

一般の部　男子35～39歳 C 1328 高井　直人 ﾀｶｲ ﾅｵﾄ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1329 菊地　裕暁 ｷｸﾁ ﾋﾛｱｷ 千葉県

一般の部　女子35歳以下 C 1330 高井　麻梨恵 ﾀｶｲ ﾏﾘｴ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1331 小林　俊輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 C 1332 土屋　拓深 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 長野県

一般の部　男子29歳以下 C 1333 榎田　薫 ｴﾀﾞ ｶｵﾙ 静岡県

一般の部　男子50～54歳 C 1334 佐藤　志樹 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 神奈川県

一般の部　女子35歳以下 C 1335 黒岩　咲 ｸﾛｲﾜ ｻｷ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 C 1336 篠崎　和市 ｼﾉｻﾞｷ ﾜｲﾁ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 C 1337 安西　渉 ｱﾝｻﾞｲ ﾜﾀﾙ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1338 土屋　慎一郎 ﾂﾁﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都

一般の部　男子30～34歳 C 1339 モッリ　ダヴィデ ﾓｯﾘ ﾀﾞｳﾞｨﾃﾞ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1340 市村　幸二郎 ｲﾁﾑﾗ 東京都

一般の部　男子55～59歳 C 1341 冨川　八峰 ﾄﾐｶﾜ ﾔﾂﾎ 東京都

一般の部　男子29歳以下 C 1342 井上　辰巳 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾐ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 C 1343 福田　孝幸 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉県

一般の部　男子35～39歳 C 1344 五十幡　直之 ｲｶﾊﾀ ﾅｵﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 C 1345 大平　和史 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞｼ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 C 1346 木村　健一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都

一般の部　女子36歳以上 C 1347 多田　昭子 ﾀﾀﾞ ｱｷｺ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 C 1348 片山　仁志 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄｼ 三重県

一般の部　男子40～44歳 C 1349 土屋　征二 ﾂﾁﾔ ｾｲｼﾞ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1350 長久保　共志 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾀｶｼ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 C 1351 平賀　朝永 ﾋﾗｶﾞ ﾄﾓﾅｶﾞ 新潟県

一般の部　男子55～59歳 C 1352 田中　広 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 C 1353 仲村　裕二 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 茨城県

一般の部　男子30～34歳 C 1354 高間　啓彰 ﾀｶﾏ ﾋﾛｱｷ 神奈川県

一般の部　男子60歳以上 C 1355 久保田　圭三 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 C 1356 小口　宏 ｵｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 愛知県

一般の部　女子35歳以下 C 1357 金崎　聖美 ｶﾈｻﾞｷ ｻﾄﾐ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 C 1358 山中　敏行 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼﾕｷ 栃木県

一般の部　男子60歳以上 C 1359 中野　孝俊 ﾅｶﾉ ﾀｶﾄｼ 東京都

一般の部　男子50～54歳 C 1360 宇佐見　一裕 ｳｻﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 C 1361 川又　弘道 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 C 1362 深見　拓也 ﾌｶﾐ ﾀｸﾔ 東京都

一般の部　男子29歳以下 C 1363 深見　英太郎 ﾌｶﾐ ｴｲﾀﾛｳ 東京都

一般の部　男子30～34歳 C 1364 片平　雅人 ｶﾀﾋﾗ ﾏｻﾄ 東京都

一般の部　男子50～54歳 C 1365 田中　一祥 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ 長野県

一般の部　男子35～39歳 C 1366 齊藤　光秋 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｱｷ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 C 1367 村上　晋一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 東京都

一般の部　男子50～54歳 C 1368 猪鹿倉　靖博 ｲｶﾞｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

一般の部　男子60歳以上 C 1369 久納　信之 ｸﾉｳ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1370 安斉　祐二 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｼﾞ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 C 1371 中里　誠一 ﾅｶｻﾞﾄ ｾｲｲﾁ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 C 1372 小川　義康 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾔｽ 東京都

一般の部　男子60歳以上 C 1373 酒井　光雄 ｻｶｲ ﾐﾂｵ 東京都



一般の部　女子36歳以上 C 1374 酒井　美穂 ｻｶｲ ﾐﾎ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1375 渡辺　寛之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 C 1376 岡村　潤子 ｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 長野県

一般の部　男子45～49歳 C 1377 君島　和久 ｷﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県

一般の部　男子55～59歳 C 1378 関口　彰 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾗ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 C 1379 岩船　仁志 ｲﾜﾌﾈ ﾋﾄｼ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 C 1380 小崎　陽一郎 ｵｻﾞｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 長野県

一般の部　男子50～54歳 C 1381 伊藤　嘉一 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 長野県

一般の部　男子45～49歳 C 1382 大野　信哉 ｵｵﾉ ｼﾝﾔ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 C 1383 鈴木　稔 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 東京都

一般の部　男子29歳以下 C 1384 伊澤　基博 ｲｻﾜ ﾓﾄﾋﾛ 東京都

一般の部　男子50～54歳 C 1385 近藤　務 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 C 1386 大塲　学 ｵｵﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 静岡県

一般の部　男子55～59歳 C 1387 林　卓郎 ﾊﾔｼ ﾀｸﾛｳ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1388 宮下　英幸 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 C 1389 田野倉　勝則 ﾀﾉｸﾗ ｶﾂﾉﾘ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1390 伊藤　彰宏 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 C 1391 高橋　良枝 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 茨城県

一般の部　男子55～59歳 C 1392 平本　信夫 ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1393 松井　成臣 ﾏﾂｲ ﾅﾙｵﾐ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 C 1394 福田　幸祐 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 茨城県

一般の部　男子45～49歳 C 1395 宮地　寿孝 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾀｶ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 C 1396 原　真吾 ﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 愛知県

一般の部　男子45～49歳 C 1397 田口　政良 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 C 1398 森貞　生気 ﾓﾘｻﾀﾞ ｾｲｷ 兵庫県

一般の部　男子35～39歳 C 1399 濱島　健太 ﾊﾏｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 岐阜県

一般の部　男子60歳以上 C 1400 宍倉　豊機 ｼｼｸﾗ ﾄﾖｷ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 C 1401 茂木　智幸 ﾓｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 C 1402 板倉　裕一郎 ｲﾀｸﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 C 1403 若松　秀幸 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 C 1404 北村　辰男 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾂｵ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 C 1405 小曽納　正明 ｵｿﾉｳ ﾏｻｱｷ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 C 1406 廣上　太一郎 ﾋﾛｶﾐ ﾀｲﾁﾛｳ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1407 大房　伸行 ｵｵﾌｻ ﾉﾌﾞﾕｷ 栃木県

一般の部　男子45～49歳 C 1408 北永　和人 ｷﾀﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 C 1409 金子　大作 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｻｸ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1410 三浦　高明 ﾐｳﾗ ﾀｶｱｷ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1411 石川　惣一郎 ｲｼｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都

一般の部　女子35歳以下 C 1412 大田　紗斗美 ｵｵﾀ ｻﾄﾐ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 C 1413 由良　僚祐 ﾕﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都

一般の部　男子50～54歳 C 1414 熊谷　龍生 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂｵ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 C 1415 石川　光男 ｲｼｶﾜ ﾐﾁｵ 山梨県

一般の部　女子36歳以上 C 1416 小林　久恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｴ 東京都

一般の部　男子45～49歳 C 1417 青木　和美 ｱｵｷ ｶｽﾞﾐ 東京都

一般の部　男子29歳以下 C 1418 荒川　純輝 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 C 1419 松浦　元気 ﾏﾂｳﾗ ﾓﾄｷ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 C 1420 山越　一生 ﾔﾏｺｼ ｲｯｾｲ 東京都

一般の部　男子40～44歳 C 1421 堀沢　伸吾 ﾎﾘｻﾜ ｼﾝｺﾞ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1422 四位　章彦 ﾖﾂｲ ｱｷﾋｺ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 C 1423 石神　健 ｲｼｶﾞﾐ ｹﾝ 東京都

一般の部　女子36歳以上 C 1424 石神　佳奈子 ｲｼｶﾞﾐ ｶﾅｺ 東京都

一般の部　男子35～39歳 C 1425 奈良　智晃 ﾅﾗ ﾄﾓｱｷ 神奈川県

一般の部　男子40～44歳 C 1426 髙橋　誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 C 1427 久保田　なつき ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 群馬県



一般の部　男子45～49歳 C 1428 新林　秀友 ｼﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 長野県

一般の部　男子55～59歳 C 1429 土屋　雅秀 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 長野県

一般の部　男子45～49歳 D 1801 山崎　秀巳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾐ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 D 1802 伊丹　浩 ｲﾀﾐ ﾋﾛｼ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 D 1803 笠井　卓 ｶｻｲ ｽｸﾞﾙ 山梨県

一般の部　男子45～49歳 D 1804 城納　巌典 ｼﾞｮｳﾉｳ ﾐﾈﾉﾘ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 D 1805 石神　邦章 ｲｼｶﾞﾐ ｸﾆｱｷ 千葉県

一般の部　男子35～39歳 D 1806 佐々木　克史 ｻｻｷ ｶﾂｼ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 D 1807 小山田　優 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 D 1808 助重　雅久 ｽｹｼｹﾞ ﾏｻﾋｻ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 1809 佐藤　将吾 ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1810 富沢　一宏 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県

一般の部　女子35歳以下 D 1811 今泉　瑞希 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 神奈川県

一般の部　男子55～59歳 D 1812 荒川　浩 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｼ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 D 1813 若林　克治 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂｼﾞ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1814 浜口　藍 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｲ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1815 椿　久美子 ﾂﾊﾞｷ ｸﾐｺ 東京都

一般の部　男子35～39歳 D 1816 北村　圭介 ｷﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1817 大塚　晃司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 D 1818 刀根　正宜 ﾄﾈ ﾏｻｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 D 1819 今村　一郎 ｲﾏﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 D 1820 萩原　泉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｽﾞﾐ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 1821 大島　大助 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 長野県

一般の部　男子45～49歳 D 1822 矢内　正和 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 D 1823 小谷　翔 ｺﾀﾆ ｼｮｳ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 D 1824 小濱　光弘 ｺﾊﾏ ﾐﾂﾋﾛ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 D 1825 山本　浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 D 1826 建部　達弥 ﾀﾃﾍﾞ ﾀﾂﾔ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1827 福田　学 ﾌｸﾀﾞ ｶﾞｸ 東京都

一般の部　男子29歳以下 D 1828 福田　聖斗 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 東京都

一般の部　男子35～39歳 D 1829 藤原　裕史 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 1830 金子　恵司 ｶﾈｺ ｹｲｼﾞ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 D 1831 袴田　浩志 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県

一般の部　男子55～59歳 D 1832 熊谷　潤 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 1833 加藤　章生 ｶﾄｳ ｱｷｵ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1834 甲斐　尊明 ｶｲ ﾀｶｱｷ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1835 青木　香織 ｱｵｷ ｶｵﾘ 東京都

一般の部　男子55～59歳 D 1836 平野　宏次 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 長野県

一般の部　男子35～39歳 D 1837 堀越　雄介 ﾎﾘｺｼ ﾕｳｽｹ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 D 1838 斉藤　昌幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1839 木嶋　祐介 ｷｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1840 江口　洋平 ｴｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 D 1841 田中　慎也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1842 仲井　隆良 ﾅｶｲ ﾀｶﾖｼ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 D 1843 松浦　元気 ﾏﾂｳﾗ ﾓﾄｷ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 D 1844 木内　孝之 ｷｳﾁ ﾀｶﾕｷ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 D 1845 吉成　和也 ﾖｼﾅﾘ ｶｽﾞﾔ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 D 1846 栗島　良介 ｸﾘｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 東京都

一般の部　男子29歳以下 D 1847 松本　貴文 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 D 1848 上村　実 ｶﾐﾑﾗ ﾐﾉﾙ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 D 1849 北野　信之介 ｷﾀﾉ ｼﾝﾉｽｹ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1850 齊藤　智子 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ 愛知県

一般の部　男子45～49歳 D 1851 小池　邦彦 ｺｲｹ ｸﾆﾋｺ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 D 1852 高橋　一信 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 山梨県



一般の部　男子30～34歳 D 1853 髙木　康弘 ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

一般の部　男子30～34歳 D 1854 矢澤　雄輝 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 新潟県

一般の部　男子50～54歳 D 1855 古橋　正明 ﾌﾙﾊｼ ﾏｻｱｷ 長野県

一般の部　男子40～44歳 D 1856 先崎　聡文 ｾﾝｻﾞｷ ｻﾄﾌﾐ 長野県

一般の部　男子45～49歳 D 1857 西方　秀文 ﾆｼｶﾀ ﾋﾃﾞﾌﾐ 福島県

一般の部　男子40～44歳 D 1858 植木　貴洋 ｳｴｷ ﾀｶﾋﾛ 新潟県

一般の部　男子55～59歳 D 1859 澤和　信二 ﾀｸﾜ ｼﾝｼﾞ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 D 1860 山崎　和浩 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 D 1861 星野　裕大 ﾎｼﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 D 1862 池田　清一 ｲｹﾀﾞ ｾｲｲﾁ 愛知県

一般の部　男子30～34歳 D 1863 米田　知也 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野県

一般の部　男子40～44歳 D 1864 原　一朗 ﾊﾗ ｶｽﾞｵ 東京都

一般の部　女子35歳以下 D 1865 原　結葉 ﾊﾗ ﾕｳﾊ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1866 古屋野　順友 ｺﾔﾉ ｼﾞｭﾝﾕｳ 長野県

一般の部　男子45～49歳 D 1867 稲田　定満 ｲﾅﾀﾞ ｻﾀﾞﾐﾂ 三重県

一般の部　男子29歳以下 D 1868 小林　魁良 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾗ 長野県

一般の部　男子60歳以上 D 1869 小田　俊泰 ｵﾀﾞ ﾄｼﾔｽ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 D 1870 田村　和弥 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 D 1871 田渕　拓哉 ﾀﾌﾞﾁ ﾀｸﾔ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1872 飛延　陽一 ﾄﾋﾞﾉﾌﾞ ﾖｳｲﾁ 千葉県

一般の部　男子35～39歳 D 1873 﨤町　直樹 ｿﾘﾏﾁ ﾅｵｷ 長野県

一般の部　男子45～49歳 D 1874 寺島　淳一 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 D 1875 吉元　克 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾙ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 D 1876 神部　尚志 ｶﾝﾍﾞ ﾋｻｼ 宮城県

一般の部　男子60歳以上 D 1877 若林　稔 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 D 1878 細田　将志 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻｼ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1879 飯野　貴大 ｲｲﾉ ﾀｶﾋﾛ 東京都

一般の部　男子60歳以上 D 1880 伊藤　隆一 ｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県

一般の部　女子35歳以下 D 1881 斉藤　有沙 ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 東京都

一般の部　男子35～39歳 D 1882 井口　亮介 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 富山県

一般の部　男子60歳以上 D 1883 篠崎　和市 ｼﾉｻﾞｷ ﾜｲﾁ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 D 1884 阿部　裕志 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県

一般の部　男子60歳以上 D 1885 根本　健作 ﾈﾓﾄ ｹﾝｻｸ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1886 中條　洋 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 兵庫県

一般の部　男子50～54歳 D 1887 武田　昌昭 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 長野県

一般の部　女子36歳以上 D 1888 鈴木　カオリ ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1889 萩原　裕子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 D 1890 塚本　実 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾉﾙ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 1891 高倉　烈 ﾀｶｸﾗ ﾀｹｼ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1892 杉山　真起子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｷｺ 東京都

一般の部　男子55～59歳 D 1893 眞塩　和則 ﾏｼｵ ｶｽﾞﾉﾘ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 D 1894 永友　浩之 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛﾕｷ 山梨県

一般の部　男子45～49歳 D 1895 市来　政史 ｲﾁｷ ﾏｻｼ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1896 山田　聖之 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 栃木県

一般の部　男子40～44歳 D 1897 木村　和也 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 D 1898 金澤　大 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 茨城県

一般の部　男子45～49歳 D 1899 原田　和則 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1900 三澤　俊介 ﾐｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 千葉県

一般の部　女子36歳以上 D 1901 宮本　呂江 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｴ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1902 宮本　洋 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1903 不破　幸之進 ﾌﾜ ﾕｷﾉｼﾝ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 D 1904 後藤　泰久 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｻ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 1905 元木　純一 ﾓﾄｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 1906 山口　純一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県



一般の部　男子29歳以下 D 1907 奥山　裕太 ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾀ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1908 林　勇作 ﾊﾔｼ ﾕｳｻｸ 長野県

一般の部　男子50～54歳 D 1909 金井　晃 ｶﾅｲ ｱｷﾗ 長野県

一般の部　男子60歳以上 D 1910 大塚　敏晃 ｵｵﾂｶ ﾄｼｱｷ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 D 1911 小山　亮 ｺﾔﾏ ﾘｮｳ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 D 1912 縣　亮太 ｱｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 D 1913 片平　三喜男 ｶﾀﾋﾗ ﾐｷｵ 茨城県

一般の部　男子50～54歳 D 1914 多賀谷　雄太 ﾀｶﾞﾔ ﾕｳﾀ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 1915 柴山　貴之 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 群馬県

一般の部　女子35歳以下 D 1916 鶴田　理紗 ﾂﾙﾀ ﾘｻ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1917 国分　政勝 ｺｸﾌﾞ ﾏｻｶﾂ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 D 1918 寺澤　啓明 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛｱｷ 長野県

一般の部　男子50～54歳 D 1919 有阪　修二 ｱﾘｻｶ ｼｭｳｼﾞ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 D 1920 田尻　政男 ﾀｼﾞﾘ ﾏｻｵ 長野県

一般の部　男子55～59歳 D 1921 荒川　巌 ｱﾗｶﾜ ｲﾜｵ 神奈川県

一般の部　男子60歳以上 D 1922 千種　信雄 ﾁｸﾞｻ ﾉﾌﾞｵ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 D 1923 鈴木　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 秋田県

一般の部　男子35～39歳 D 1924 髙橋　伸一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 D 1925 石井　主税 ｲｼｲ ﾁｶﾗ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 1926 後閑　康永 ｺﾞｶﾝ ﾔｽﾅｶﾞ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 D 1927 泉　慎吾 ｲｽﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 D 1928 大田　修哉 ｵｵﾀ ｼｭｳﾔ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 1929 松崎　和紀 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 D 1930 佐藤　友紀 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 D 1931 綿貫　和志 ﾜﾀﾇｷ ｶｽﾞｼ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 D 1932 星野　孔洋 ﾎｼﾉ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

一般の部　男子40～44歳 D 1933 田島　道哉 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾁﾔ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 D 1934 小泉　光次 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 1935 渡邉　幸二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県

一般の部　男子35～39歳 D 1936 藤波　賢次 ﾌｼﾞﾅﾐ ｹﾝｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1937 太城　将雄 ﾀｼﾛ ﾏｻｵ 栃木県

一般の部　男子60歳以上 D 1938 丸田　誠 ﾏﾙﾀ ﾏｺﾄ 長野県

一般の部　男子40～44歳 D 1939 花田　圭介 ﾊﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 D 1940 鈴木　和宏 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都

一般の部　男子35～39歳 D 1941 大濱　健太郎 ｵｵﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県

一般の部　女子36歳以上 D 1942 澤田石　亜紀 ｻﾜﾀﾞｲｼ ｱｷ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 1943 粟飯原　光広 ｱｲﾊﾞﾗ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子30～34歳 D 1944 税所　勇紀 ｻｲｼｮ ﾕｳｷ 千葉県

一般の部　男子30～34歳 D 1945 和田　一真 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 静岡県

一般の部　男子40～44歳 D 1946 稲葉　康元 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾓﾄ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 D 1947 石川　弘二 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1948 綿貫　和志 ﾜﾀﾇｷ ｶｽﾞｼ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 D 1949 堤内　亮博 ﾂﾂﾐｳﾁ ｶﾂﾋﾛ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 D 1950 久保木　昌久 ｸﾎﾞｷ ﾏｻﾋｻ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1951 久保木　真由美 ｸﾎﾞｷ ﾏﾕﾐ 東京都

一般の部　男子55～59歳 D 1952 木曾　俊彦 ｷｿ ﾄｼﾋｺ 愛知県

一般の部　男子29歳以下 D 1953 来栖　周平 ｸﾙｽ ｼｭｳﾍｲ 茨城県

一般の部　男子50～54歳 D 1954 石野　雄一 ｲｼﾉ ﾕｳｲﾁ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 D 1955 山本　高志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 福島県

一般の部　男子40～44歳 D 1956 宮　卓也 ﾐﾔ ﾀｸﾔ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 D 1957 渡瀬　穣介 ﾜﾀｾ ｼﾞｮｳｽｹ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 D 1958 嶋村　俊夫 ｼﾏﾑﾗ ﾄｼｵ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1959 わたなべ　あきひろ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1960 板垣　謙太郎 ｲﾀｶﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 三重県



一般の部　男子60歳以上 D 1961 後藤　寛 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都

一般の部　男子60歳以上 D 1962 梅原　世史 ｳﾒﾊﾗ ｾｲｼ 神奈川県

一般の部　女子36歳以上 D 1963 本多　悠里 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾘ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1964 大崎　雅之 ｵｵｻｷ ﾏｻﾕｷ 東京都

一般の部　男子35～39歳 D 1965 松平　晃 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｱｷﾗ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 1966 原　昌広 ﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 1967 大澤　眞吾 ｵｵｻﾜ ﾏｺﾄ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 1968 田口　晴一 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1969 大倉　優華 ｵｵｸﾗ ﾕｳｶ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 D 1970 白浜　和人 ｼﾗﾊﾏ ｶｽﾞﾄ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1971 田中　元大 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾋﾛ 長野県

一般の部　男子30～34歳 D 1972 小林　正哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 長野県

一般の部　男子30～34歳 D 1973 近藤　史章 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｱｷ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 D 1974 宇都宮　あゆみ ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾕﾐ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 D 1975 山口　暢也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔ 愛知県

一般の部　男子50～54歳 D 1976 小林　昭男 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 長野県

一般の部　男子29歳以下 D 1977 藤田　敦 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 東京都

一般の部　男子29歳以下 D 1978 上原　聖梧 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1979 大森　宣生 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞｷ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 D 1980 太田　海渡 ｵｵﾀ ｶｲﾄ 東京都

一般の部　男子30～34歳 D 1981 平野　雄也 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾔ 東京都

一般の部　女子35歳以下 D 1982 安齊　真希 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｷ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 D 1983 井上　健三 ｲﾉｳｴ ｹﾝｿﾞｳ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 D 1984 川目　春木 ｶﾜﾒ ﾊﾙｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 1985 上野　克彦 ｳｴﾉ ｶﾂﾋｺ 岐阜県

一般の部　男子50～54歳 D 1986 清水　尚 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 D 1987 中川　久美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾐｺ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 D 1988 馬場　雅也 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾔ 群馬県

一般の部　女子35歳以下 D 1989 栗野　美智子 ｸﾘﾉ ﾐﾁｺ 埼玉県

一般の部　女子36歳以上 D 1990 蛯澤　和惠 ｴﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞｴ 東京都

一般の部　女子36歳以上 D 1991 福原　いずみ ﾌｸﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 D 1992 上村　芳雄 ｶﾐﾑﾗ ﾖｼｵ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 D 1993 柳田　耕作 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺｳｻｸ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 D 1994 横山　治 ﾖｺﾔﾏ ｵｻﾑ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 D 1995 山ノ内　忠男 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀﾀﾞｵ 長野県

一般の部　男子55～59歳 D 1996 羽子田　祐一 ﾊﾈﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 東京都

一般の部　男子35～39歳 D 1997 阿部　聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 D 1998 宮垣　靖智 ﾐﾔｶﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 D 1999 藤井　裕人 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ 千葉県

一般の部　女子36歳以上 D 2000 クリタ　サオリ ｸﾘﾀ ｻｵﾘ 東京都

一般の部　男子40～44歳 D 2001 岩谷　慎也 ｲﾜﾀﾆ ｼﾝﾔ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 D 2002 鷲津　彰 ﾜｼﾂﾞ ｱｷﾗ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 2003 佐藤　昭宏 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 2004 鈴木　憲明 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 静岡県

一般の部　男子60歳以上 D 2005 伊藤　久雄 ｲﾄｳ ﾋｻｵ 岐阜県

一般の部　男子50～54歳 D 2006 齋藤　繁雄 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 D 2007 北澤　哲 ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ 長野県

一般の部　女子36歳以上 D 2008 山本　希 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 東京都

一般の部　男子45～49歳 D 2009 勝山　佳典 ｶﾂﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 D 2010 蔭山　勇介 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 東京都

一般の部　男子29歳以下 D 2011 久野　直人 ｷｭｳﾉ ﾅｵﾄ 神奈川県

一般の部　女子36歳以上 D 2012 北村　ひとみ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄﾐ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 D 2013 藤ノ木　和則 ﾌｼﾞﾉｷ ｶｽﾞﾉﾘ 新潟県

一般の部　男子45～49歳 D 2014 菅谷　純生 ｽｶﾞﾔ ｽﾐｵ 神奈川県



一般の部　男子40～44歳 D 2015 佐藤　宏 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 新潟県

一般の部　男子60歳以上 D 2016 トレーデ　ヘルムート ﾄﾚｰﾃﾞ ﾍﾙﾑｰﾄ 長野県

一般の部　男子45～49歳 D 2017 上原　真一 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 D 2018 北永　一代 ｷﾀﾅｶﾞ ｶｽﾞﾖ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 2019 栃沢　洋光 ﾄﾁｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 東京都

一般の部　男子50～54歳 D 2020 星野　昭彦 ﾎｼﾉ ｱｷﾋｺ 東京都

一般の部　男子29歳以下 D 2021 佐藤　慶太朗 ｻﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 D 2022 上谷　翔太 ｳｴﾀﾆ ｼｮｳﾀ 鳥取県

一般の部　女子36歳以上 D 2023 笠原　輝美 ｶｻﾊﾗ ﾃﾙﾐ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 D 2024 笠原　満 ｶｻﾊﾗ ﾐﾂﾙ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 D 2025 松井　佳之 ﾏﾂｲ ﾖｼﾕｷ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 D 2026 松井　直美 ﾏﾂｲ ﾅｵﾐ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 D 2027 小林　邦広 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾋﾛ 東京都

一般の部　男子35～39歳 D 2028 前田　敏和 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 東京都

一般の部　男子55～59歳 D 2029 真田　幸一 ｻﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 E 2401 藤崎　哲 ﾌｼﾞｻｷ ｻﾄﾙ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2402 三戸　隆志 ｻﾝﾉﾍ ﾀｶｼ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 E 2403 吉田　清 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2404 小宅　秀徳 ｵﾔｹ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2405 堀越　正紀 ﾎﾘｺｼ ﾏｻｷ 群馬県

一般の部　女子35歳以下 E 2406 来栖　栞 ｸﾙｽ ｼｵﾘ 茨城県

一般の部　男子50～54歳 E 2407 新保　勝 ｼﾝﾎﾞ ﾏｻﾙ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 E 2408 杉原　正記 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 E 2409 森　大樹夫 ﾓﾘ ﾀｷｵ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2410 鶴田　洋治 ﾂﾙﾀ ﾖｳｼﾞ 東京都

一般の部　男子55～59歳 E 2411 湯浅　浩明 ﾕｱｻ ﾋﾛｱｷ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 E 2412 小林　則之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｻ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 E 2413 小池　靖之 ｺｲｹ ﾔｽﾕｷ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 E 2414 清水　勇樹 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 E 2415 鈴木　健仁 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾄ 千葉県

一般の部　女子35歳以下 E 2416 平岡　理恵 ﾋﾗｵｶ ﾘｴ 静岡県

一般の部　男子30～34歳 E 2417 津石　裕太郎 ﾂｲｼ ﾕｳﾀﾛｳ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 E 2418 宮石　喜康 ﾐﾔｲｼ ﾖｼﾔｽ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 E 2419 伊藤　晶 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 E 2420 木村　徳幸 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 E 2421 佐藤　圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 E 2422 辻　崇宏 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 E 2423 山田　恭平 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2424 寺木　裕之 ﾃﾗｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 E 2425 田中　憲太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 E 2426 藤井　弘二 ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 E 2427 岡村　和彦 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 E 2428 泉田　美知子 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾐﾁｺ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 E 2429 泉田　太郎 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾀﾛｳ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 E 2430 小西　康生 ｺﾆｼ ﾔｽｵ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 E 2431 曽根　敏樹 ｿﾈ ﾄｼｷ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2432 倉上　知 ｸﾗｶﾐ ｻﾄﾙ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 E 2433 当津　雅之 ﾄｳﾂ ﾏｻﾕｷ 東京都

一般の部　男子35～39歳 E 2434 佐藤　栄作 ｻﾄｳ ｴｲｻｸ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 E 2435 中林　朋広 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 E 2436 塚越　友和 ﾂｶｺﾞｼ ﾄﾓｶｽﾞ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2437 今井　治行 ｲﾏｲ ﾊﾙﾕｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 E 2438 平井　芳昌 ﾋﾗｲ ﾖｼﾏｻ 山梨県

一般の部　男子50～54歳 E 2439 上原　昭二 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 埼玉県



一般の部　男子40～44歳 E 2440 片岡　健二 ｶﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ 茨城県

一般の部　男子45～49歳 E 2441 奥野　博文 ｵｸﾉ ﾋﾛﾌﾐ 栃木県

一般の部　男子35～39歳 E 2442 山口　慶士 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 E 2443 山崎　秀秋 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2444 阿部　正樹 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 E 2445 細野　章子 ﾎｿﾉ ｱｷｺ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2446 湯浅　秋之 ﾕｱｻ ｱｷﾕｷ 愛知県

一般の部　男子45～49歳 E 2447 遠藤　収 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 E 2448 黒澤　柊 ｸﾛｻﾜ ｼｭｳ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 E 2449 眞野　佑太 ﾏﾉ ﾕｳﾀ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 E 2450 勝畑　修一 ｶﾂﾊﾀ ｼｭｳｲﾁ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 E 2451 替地　皓平 ｶｴﾁ ｺｳﾍｲ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 E 2452 田中　遼平 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 東京都

一般の部　男子29歳以下 E 2453 瀧嶋　篤志 ﾀｷｼﾏ ｱﾂｼ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2454 大池　正裕 ｵｵｲｹ ﾏｻﾋﾛ 長野県

一般の部　男子35～39歳 E 2455 武田　智史 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 茨城県

一般の部　女子35歳以下 E 2456 矢部　夕貴 ﾔﾍﾞ ﾕｳｷ 長野県

一般の部　男子30～34歳 E 2457 土橋　侑介 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳｽｹ 長野県

一般の部　男子29歳以下 E 2458 岸田　直樹 ｷｼﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県

一般の部　男子60歳以上 E 2459 須田　孝一 ｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 E 2460 田村　俊洋 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 E 2461 松下　哲 ﾏﾂｼﾀ ｻﾄﾙ 栃木県

一般の部　男子30～34歳 E 2462 大井川　慧史 ｵｵｲｶﾞﾜ ｹｲｼ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2463 大久保　純 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 埼玉県

一般の部　女子36歳以上 E 2464 寺澤　弓美子 ﾃﾗｻﾜ ﾕﾐｺ 長野県

一般の部　女子36歳以上 E 2465 茂木　暁子 ﾓﾃｷﾞ ｱｷｺ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 E 2466 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2467 水谷　太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾄｼ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 E 2468 水谷　伸 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾝ 群馬県

一般の部　女子35歳以下 E 2469 水谷　純 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 E 2470 原　みゆき ﾊﾗ ﾐﾕｷ 神奈川県

一般の部　女子36歳以上 E 2471 仲井　安海 ﾅｶｲ ﾔｽﾐ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 E 2472 岩田　茂美 ｲﾜﾀ ﾓﾐ 京都府

一般の部　女子36歳以上 E 2473 福田　さやか ﾌｸﾀﾞ ｻﾔｶ 千葉県

一般の部　女子35歳以下 E 2474 増田　舞 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲ 東京都

一般の部　女子35歳以下 E 2475 石月　愛梨 ｲｼﾂﾞｷ ｱｲﾘ 東京都

一般の部　男子55～59歳 E 2476 倉橋　明彦 ｸﾗﾊｼ ｱｷﾋｺ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 E 2477 土井　正人 ﾄﾞｲ ﾏｻﾄ 千葉県

一般の部　男子30～34歳 E 2478 西原　亮 ﾆｼﾊﾗ ﾘｮｳ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 E 2479 霞　孝文 ｶｽﾐ ﾀｶﾌﾐ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 E 2480 高橋　範 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 埼玉県

一般の部　女子36歳以上 E 2481 高橋　麻子 ﾀｶﾊｼ ｱｻｺ 埼玉県

一般の部　女子36歳以上 E 2482 鈴木　由紀 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 E 2483 鈴木　栄雄 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都

一般の部　男子60歳以上 E 2484 沖　邦夫 ｵｷ ｸﾆｵ 東京都

一般の部　女子36歳以上 E 2485 久野　和江 ｸﾉ｣ ｶｽﾞｴ 長野県

一般の部　男子45～49歳 E 2486 井上　信三 ｲﾉｳｴ ｼﾝｿﾞｳ 茨城県

一般の部　男子30～34歳 E 2487 金井　拓哉 ｶﾅｲ ﾀｸﾔ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 E 2488 津田　頌 ﾂﾀﾞ ｼｮｳ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2489 中村　竜也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 東京都

一般の部　男子35～39歳 E 2490 坪山　朋弘 ﾂﾎﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 E 2491 根布　雅之 ﾈﾌﾞ ﾏｻﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子50～54歳 E 2492 山口　博之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 E 2493 青木　央子 ｱｵｷ ｴｲｼ 群馬県



一般の部　男子35～39歳 E 2494 高野　敏和 ﾀｶﾉ ﾄｼｶｽﾞ 茨城県

一般の部　男子35～39歳 E 2495 高柳　晃 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷﾗ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 E 2496 宮田　圭介 ﾐﾔﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 E 2497 益田　光基 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 E 2498 黒岩　実 ｸﾛｲﾜ ﾐﾉﾙ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2499 野畑　潤 ﾉﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 千葉県

一般の部　男子55～59歳 E 2500 高橋　堅志 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 E 2501 萩原　正則 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾉﾘ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 E 2502 井上　健一 ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 E 2503 高橋　栄次 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 E 2504 飯塚　正樹 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｷ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 E 2505 勝山　彰 ｶﾂﾔﾏ ｱｷﾗ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2506 西巻　和博 ﾆｼﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都

一般の部　男子60歳以上 E 2507 江見　明彦 ｴﾐ ｱｷﾋｺ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2508 大西　洋平 ｵｵﾆｼ ﾖｳﾍｲ 東京都

一般の部　男子30～34歳 E 2509 上野　尚悟 ｳｴﾉ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県

一般の部　女子35歳以下 E 2510 山川　智美 ﾔﾏｶﾜ ﾄﾓﾐ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2511 藤巻　努 ﾌｼﾞﾏｷ ﾂﾄﾑ 長野県

一般の部　女子35歳以下 E 2512 中島　亜里紗 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾘｻ 東京都

一般の部　女子36歳以上 E 2513 田口　ゆかり ﾀｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 埼玉県

一般の部　女子36歳以上 E 2514 賀門　有里 ｶﾓﾝ ﾕﾘ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 E 2515 張　哲銘 ﾁｮｳ ﾃﾂﾒｲ 三重県

一般の部　女子36歳以上 E 2516 宮下　香菜子 ﾐﾔｼﾀ ｶﾅｺ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2517 中野　宏隆 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾀｶ 東京都

一般の部　男子60歳以上 E 2518 池田　均 ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 埼玉県

一般の部　女子35歳以下 E 2519 小野　香里 ｵﾉ ｶｵﾘ 東京都

一般の部　男子30～34歳 E 2520 生方　泰光 ｳﾌﾞｶﾀ ﾔｽﾐﾂ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2521 松田　善文 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 東京都

一般の部　男子29歳以下 E 2522 高橋　正太郎 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2523 神田　雅泰 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾔｽ 東京都

一般の部　女子35歳以下 E 2524 田畑　愛実 ﾀﾊﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 E 2525 内海　賢哉 ｳﾂﾐ ｹﾝﾔ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2526 細川　司 ﾎｿｶﾜ ﾂｶｻ 岩手県

一般の部　男子40～44歳 E 2527 森戸　浩行 ﾓﾘﾄ ﾋﾛﾕｷ 栃木県

一般の部　男子40～44歳 E 2528 上野　雅史 ｳｴﾉ ﾏｻｼ 栃木県

一般の部　男子30～34歳 E 2529 長岡　幸雄 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷｵ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 E 2530 田上　大輔 ﾀｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2531 山下　迪 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾑ 東京都

一般の部　男子50～54歳 E 2532 猪早　憲 ｲﾉﾊﾔ ｹﾝ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 E 2533 柴崎　貴志 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｶｼ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2534 清水　聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 岐阜県

一般の部　男子45～49歳 E 2535 青木　三也 ｱｵｷ ﾐﾂﾔ 茨城県

一般の部　女子35歳以下 E 2536 林　尚美 ﾊﾔｼ ﾅｵﾐ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 E 2537 二神　義弘 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 E 2538 加藤　崇徳 ｶﾄｳ ﾑﾈﾉﾘ 栃木県

一般の部　男子50～54歳 E 2539 北村　朋久 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 E 2540 重田　彬貴 ｼｹﾞﾀ ｱｷﾀｶ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 E 2541 田尾　力 ﾀｵ ﾁｶﾗ 千葉県

一般の部　男子50～54歳 E 2542 西野　裕治 ﾆｼﾉ ﾕｳｼﾞ 大阪府

一般の部　男子35～39歳 E 2543 松本　裕介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 神奈川県

一般の部　女子35歳以下 E 2544 都丸　寿子 ﾄﾏﾙ ﾄｼｺ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2545 田島　啓太 ﾀｼﾞﾏ ｹｲﾀ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 E 2546 西山　博信 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福島県

一般の部　男子50～54歳 E 2547 柴内　利能 ｼﾊﾞﾅｲ ﾄｼﾉ 東京都



一般の部　男子45～49歳 E 2548 川崎　正夫 ｶﾜｻｷ ﾏｻｵ 神奈川県

一般の部　男子60歳以上 E 2549 富澤　一慶 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 E 2550 松本　潤一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 E 2551 田口　博一 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 E 2552 飯原　一樹 ｲｲﾊﾗ ｶｽﾞｷ 東京都

一般の部　男子60歳以上 E 2553 丹下　正一 ﾀﾝｹﾞ ｼｮｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2554 河田　朗 ｶﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 E 2555 北村　真由美 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾕﾐ 神奈川県

一般の部　男子55～59歳 E 2556 青木　一利 ｱｵｷ ｶｽﾞﾄｼ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 E 2557 武笠　修一 ﾑｶｻ ｼｭｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 E 2558 大月　眞樹 ｵｵﾂｷ ﾏｻｷ 長野県

一般の部　男子50～54歳 E 2559 辻　浩 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 E 2560 鷲塚　悦人 ﾜｼﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾄ 東京都

一般の部　男子60歳以上 E 2561 福田　充 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾙ 群馬県

一般の部　男子40～44歳 E 2562 堀田　大樹 ﾎｯﾀ ｵｵｷ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 E 2563 野原　英廣 ﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 E 2564 萩原　康平 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2565 浅野　敏行 ｱｻﾉ ﾄｼﾕｷ 埼玉県

一般の部　男子60歳以上 E 2566 瀧野　昌也 ﾀｷﾉ ﾏｻﾔ 長野県

一般の部　女子35歳以下 E 2567 山本　莉央 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 E 2568 今野　雅洋 ｺﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子40～44歳 E 2569 今野　孝洋 ｺﾝﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 E 2570 高橋　幸男 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｵ 新潟県

一般の部　男子40～44歳 E 2571 野口　茂寛 ﾉｸﾞﾁ ｼｹﾞｵ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 E 2572 小林　裕二 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 長野県

一般の部　女子36歳以上 E 2573 小林　恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 長野県

一般の部　男子45～49歳 E 2574 Suzuki Masaharu ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 E 2575 西岡　善和 ﾆｼｵｶ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 E 2576 深澤　留佳 ﾌｶｻﾜ ﾙｶ 千葉県

一般の部　男子30～34歳 E 2577 松坂　拓実 ﾏﾂｻﾞｶ ﾀｸﾐ 神奈川県

一般の部　女子36歳以上 E 2578 佐野　啓子 ｻﾉ ｹｲｺ 茨城県

一般の部　男子45～49歳 E 2579 岡本　大輔 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 E 2580 林　隆二 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 群馬県

一般の部　女子36歳以上 E 2581 林　明子 ﾊﾔｼ ｱｷｺ 群馬県

一般の部　男子50～54歳 E 2582 鈴木　健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 E 2583 菊川　佳延 ｷｸｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 長野県

一般の部　男子35～39歳 E 2584 山田　昌弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 長野県

一般の部　女子35歳以下 E 2585 久世　悠子 ｸｾﾞ ﾕｳｺ 兵庫県

一般の部　男子55～59歳 E 2586 伊東　明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 埼玉県

一般の部　女子35歳以下 E 2587 相原　希美 ｱｲﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2588 神庭　正光 ｶﾆﾜ ﾏｻﾋｺ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 E 2589 中川　直彦 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾋｺ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 E 2590 西松　裕人 ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛﾄ 大阪府

一般の部　男子45～49歳 E 2591 戸谷　義宏 ﾄﾔ ﾖｼﾋﾛ 長野県

一般の部　女子36歳以上 E 2592 丸山　愛可 ﾏﾙﾔﾏ ｱｲｶ 長野県

一般の部　男子50～54歳 E 2593 瀧沢　昭仁 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2594 加藤　宏昌 ｶﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 愛知県

一般の部　男子40～44歳 E 2595 稲玉　博之 ｲﾅﾀﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 長野県

一般の部　男子30～34歳 E 2596 富澤　祐紀 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 E 2597 梶川　朗 ｶｼﾞｶﾜ ｱｷﾗ 東京都

一般の部　女子36歳以上 E 2598 梶川　千種 ｶｼﾞｶﾜ ﾁｸﾞｻ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2599 荒木　一秋 ｱﾗｷ ｶｽﾞｱｷ 東京都

一般の部　女子36歳以上 E 2600 田口　桂子 ﾀｸﾞﾁ ｹｲｺ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 E 2601 出倉　健志 ｲｽﾞｸﾗ ﾀｹｼ 東京都



一般の部　男子45～49歳 E 2602 有福　勝栄 ｱﾘﾌｸ ｶﾂﾋﾃﾞ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2603 荒木　一秋 ｱﾗｷ ｶｽﾞｱｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 E 2604 杉原　正記 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 E 2605 横地　一也 ﾖｺﾁ ｶｽﾞﾔ 東京都

一般の部　男子55～59歳 E 2606 水海　暁彦 ﾐｽﾞｳﾐ ｱｷﾋｺ 千葉県

一般の部　女子35歳以下 E 2607 加藤　恩 ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 東京都

一般の部　男子55～59歳 E 2608 中村　宏 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県

一般の部　男子55～59歳 E 2609 牧　正人 ﾏｷ ﾏｻﾄ 千葉県

一般の部　男子45～49歳 E 2610 稲生　晋之 ｲﾅｷ ｼﾝｼﾞ 東京都

一般の部　男子30～34歳 E 2611 齋藤　陽博 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 E 2612 服部　敏樹 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ 東京都

一般の部　男子29歳以下 E 2613 荒木　充博 ｱﾗｷ ﾐﾂﾋﾛ 東京都

一般の部　男子29歳以下 E 2614 大畑　直輝 ｵｵﾊﾀ ﾅｵｷ 東京都

一般の部　男子40～44歳 E 2615 坪内　清高 ﾂﾎﾞｳﾁ ｷﾖﾀｶ 奈良県

一般の部　男子40～44歳 E 2616 大沼　貴志 ｵｵﾇﾏ ﾀｶｼ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 E 2617 黒子　達也 ｸﾛｺ ﾀﾂﾔ 栃木県

一般の部　女子35歳以下 E 2618 木村　絵美 ｷﾑﾗ ｴﾐ 東京都

一般の部　男子29歳以下 E 2619 坂尾　大智 ｻｶｵ ﾀﾞｲﾁ 東京都

一般の部　女子35歳以下 E 2620 斎藤　梨菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 東京都

一般の部　男子50～54歳 E 2621 東藤　康紀 ﾄｳﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ 東京都

一般の部　男子45～49歳 E 2622 朝比奈　ヒロシ ｱｻﾋﾅ ﾋﾛｼ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 E 2623 朝比奈　涼 ｱｻﾋﾅ ﾘｮｳ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 E 2624 田仲　康悟 ﾀﾅｶ ﾔｽﾉﾘ 埼玉県

一般の部　男子45～49歳 E 2625 宮崎　眞一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 東京都

一般の部　男子30～34歳 E 2626 木原　大輔 ｷﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都

一般の部　女子36歳以上 E 2627 加藤　はる奈 ｶﾄｳ ﾊﾙﾅ 神奈川県

一般の部　男子45～49歳 E 2628 熊谷　圭悟 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｺﾞ 千葉県

一般の部　男子35～39歳 F 3001 薬師寺　康平 ﾔｸｼｼﾞ ｺｳﾍｲ 東京都

一般の部　男子30～34歳 F 3002 大徳　繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 埼玉県

一般の部　男子30～34歳 F 3003 佐藤　佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 F 3004 高橋　秀行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 F 3005 市来　翼 ｲﾁｷ ﾀｽｸ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 F 3006 安原　大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 三重県

一般の部　男子50～54歳 F 3007 吉田　真大 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 F 3008 芝崎　雄一 ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 F 3009 児玉　久晶 ｺﾀﾞﾏ ﾋｻｱｷ 埼玉県

一般の部　男子35～39歳 F 3010 太田　知季 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 東京都

一般の部　男子29歳以下 F 3011 宮澤　悠介 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 神奈川県

一般の部　男子30～34歳 F 3012 関　大輔 ｾｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県

一般の部　男子35～39歳 F 3013 大庭　嘉久 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾋｻ 埼玉県

一般の部　男子40～44歳 F 3014 柚木　伸介 ﾕﾉｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 三重県

一般の部　男子29歳以下 F 3015 後藤　祐樹 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 F 3016 雲　敦史 ｸﾓ ｱﾂｼ 群馬県

一般の部　男子29歳以下 F 3017 小倉　貴彦 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾋｺ 東京都

一般の部　男子30～34歳 F 3018 金子　卓司 ｶﾈｺ ﾀｸｼﾞ 埼玉県

一般の部　男子29歳以下 F 3019 町田　凜 ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾝ 群馬県

一般の部　男子35～39歳 F 3020 牛草　信寿 ｳｼｸﾞｻ ﾉﾌﾞﾄｼ 神奈川県

一般の部　男子35～39歳 F 3021 星野　和昭 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｱｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 F 3022 小林　秀徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県

一般の部　男子60歳以上 F 3023 今木　聡史 ｲﾏｷ ｻﾄｼ 長野県

一般の部　男子45～49歳 F 3024 池田　十志宏 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 愛知県

一般の部　男子45～49歳 F 3025 西村　海容 ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾖｳ 愛知県

一般の部　男子45～49歳 F 3026 藤岡　一成 ﾌｼﾞｵｶ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県

一般の部　男子55～59歳 F 3027 岩崎　正 ｲﾜｻｷ ﾀﾀﾞｼ 群馬県



一般の部　男子29歳以下 F 3028 杉山　正広 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県

一般の部　男子29歳以下 F 3029 阿部　光希 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 F 3030 影山　祐介 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 兵庫県

一般の部　男子35～39歳 F 3031 藤原　礼 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｲ 神奈川県

一般の部　男子40～44歳 F 3032 田嶋　新太郎 ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 群馬県

一般の部　男子30～34歳 F 3033 笠原　佑太 ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾀ 群馬県

一般の部　男子55～59歳 F 3034 後藤　宏樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 東京都

一般の部　男子35～39歳 F 3035 星　篤史 ﾎｼ ﾋﾛｼ 長野県

一般の部　男子40～44歳 F 3036 大原　雅之 ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都

一般の部　男子50～54歳 F 3037 越智　将任 ｵﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県

一般の部　男子45～49歳 F 3038 齋藤　伸治 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 F 3039 丹下　正一 ﾀﾝｹﾞ ｼｮｳｲﾁ 群馬県

一般の部　男子60歳以上 F 3040 瀬尾　清寿 ｾｵ ｷﾖﾋｻ 神奈川県

一般の部　男子29歳以下 F 3041 小林　嶺 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 埼玉県

一般の部　女子35歳以下 F 3042 吉田　菜々絵 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅｴ 東京都

一般の部　男子40～44歳 F 3043 多胡　聡明 ﾀｺﾞﾄｼｱｷ 群馬県

一般の部　男子45～49歳 F 3044 相場　康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3601 末田　文子 ｽｴﾀﾞ ﾌﾐｺ 群馬県 末田　航規 ｽｴﾀﾞ ｺｳｷ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3602 竹内　宏 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ 埼玉県 竹内　新太朗 ﾀｹｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3603 堤内　路子 ﾂﾂﾐｳﾁ ﾐﾁｺ 埼玉県 堤内　妙音 ﾂﾂﾐｳﾁ ﾀﾕﾈ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3604 片貝　友久 ｶﾀｶｲ ﾄﾓﾋｻ 群馬県 片貝　奏良 ｶﾀｶｲ ｿﾗ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3605 樋渡　希介 ﾋﾜﾀｼ ﾏﾚｽｹ 栃木県 樋渡　皇瑛 ﾋﾜﾀｼ ｺｳｴｲ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3606 丸田　晃 ﾏﾙﾀ ｱｷﾗ 長野県 丸田　陸 ﾏﾙﾀ ﾘｸ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3607 鬼形　明浩 ｵﾆｶﾀ ｱｷﾋﾛ 群馬県 鬼形　珀亜 ｵﾆｶﾀ ﾊｸｱ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3608 吉江　俊一 ﾖｼｴ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 吉江　大空 ﾖｼｴ ﾋﾛﾀｶ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3609 倉持　剛 ｸﾗﾓﾁ ｺﾞｳ 茨城県 倉持　太郎 ｸﾗﾓﾁ ﾀﾛｳ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3610 坂本　公一 ｻｶﾓﾄ ｷﾐｶｽﾞ 群馬県 坂本　青央 ｻｶﾓﾄ ｱｵ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3611 佐藤　亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 栃木県 佐藤　穂高 ｻﾄｳ ﾎﾀｶ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3612 桐生　正人 ｷﾘｭｳ ﾏｻﾄ 群馬県 桐生　千怜 ｷﾘｭｳ ﾁｻﾄ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3613 岡部　利枝 ｵｶﾍﾞ ﾘｴ 埼玉県 岡部　希海 ｵｶﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ

小学生低学年（親子ﾍﾟｱ） G 3614 岡部　仁 ｵｶﾍﾞ ﾋﾄｼ 埼玉県 岡部　綾和 ｵｶﾍﾞ ｱﾔｶ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3701 柴崎　功士 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 茨城県 柴﨑　遥仁 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3702 和田　裕介 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 千葉県 和田　蒼一朗 ﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3703 むらた　ひとし ﾑﾗﾀ ﾋﾄｼ 東京都 むらた　こうのすけ ﾑﾗﾀ ｺｳﾉｽｹ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3704 井上　幸治 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 東京都 井上　茉奈実 ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3705 渡部　健二郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 東京都 渡部　彬人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾄ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3706 真野　貴光 ﾏﾉ 埼玉県 真野　きらり ﾏﾉ ｷﾗﾘ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3707 江原　敏夫 ｴﾊﾗ ﾄｼｵ 埼玉県 江原　輝 ｴﾊﾗ ﾋｶﾙ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3708 佐藤　礼 ｻﾄｳ ﾚｲ 埼玉県 佐藤　心 ｻﾄｳ ｼﾝ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3709 末田　幹夫 ｽｴﾀﾞ ﾐｷｵ 群馬県 末田　怜子 ｽｴﾀﾞ ﾚｲｺ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3710 中嶋　俊雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｵ 長野県 中嶋　心咲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3711 紺野　文貴 ｺﾝﾉ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 紺野　祐玄 ｺﾝﾉ ﾕｳｹﾞﾝ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3712 藤城　芳徳 ﾌｼﾞｼﾛ ﾖｼﾉﾘ 東京都 藤城　秀徳 ﾌｼﾞｼﾛ ﾐﾂﾉﾘ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3713 畑山　善章 ﾊﾀﾔﾏ ﾖｼｱｷ 神奈川県 畑山　瑠良 ﾊﾀﾔﾏ ﾙｲ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3714 森　篤志 ﾓﾘ ｱﾂｼ 富山県 森　大志 ﾓﾘ ﾀｲｼ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3715 城野　文昭 ｼﾞｮｳﾉ ﾌﾐｱｷ 群馬県 城野　理緒 ｼﾞｮｳﾉ ﾘｵ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3716 浜口　高行 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 東京都 浜口　大武 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾑ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3717 相村　誠 ｱｲﾑﾗ ﾏｺﾄ 栃木県 相村　茉亜 ｱｲﾑﾗ ﾏﾉｱ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3718 鈴木　重史 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾌﾐ 茨城県 鈴木　一護 ｽｽﾞｷ ｲﾁｺﾞ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3719 泉山　浩志 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ 群馬県 泉山　天 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾃﾝ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3720 石田　孝幸 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 群馬県 石田　晴眞 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾏ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3721 野嵜　英樹 ﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 東京都 野嵜　一晴 ﾉｻﾞｷ ｲｯｾｲ

小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3722 岩井　義明 ｲﾜｲ ﾖｼｱｷ 群馬県 岩井　桃佳 ｲﾜｲ ﾓﾓｶ

ファンライドの部



小学生高学年（親子ﾍﾟｱ） G 3723 小根澤　広光 ｵﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 長野県 小根澤　琥珀 ｵﾈｻﾞﾜ ｺﾊｸ

中学生男子 G 3801 相村　真翔 ｱｲﾑﾗ ﾏﾅﾄ 栃木県

中学生男子 G 3802 田中　晴也 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾔ 埼玉県

中学生男子 G 3803 山田　雄太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都

中学生男子 G 3804 武田　依央理 ﾀｹﾀﾞ ｲｵﾘ 茨城県

中学生男子 G 3805 津村　海斗 ﾂﾑﾗ ｶｲﾄ 埼玉県

中学生男子 G 3806 井上　幸洋 ｲﾉｳｴ ﾕｷﾋﾛ 東京都

中学生男子 G 3807 滝沢　健太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 群馬県

中学生男子 G 3808 松橋　開 ﾏﾂﾊｼ ｶｲ 群馬県

中学生男子 G 3809 山﨑　大輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 群馬県

中学生女子 G 3901 西山　結愛 ﾆｼﾔﾏ ﾕｱ 群馬県

中学生女子 G 3902 真野　しおり ﾏﾉ ｼｵﾘ 埼玉県

中学生女子 G 3903 松崎　光優 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ 新潟県


