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クラス ビブ 氏名 クラス ビブ 氏名 クラス ビブ 氏名

小学生低学年 1 峯村 絆 ゴールド 1 上野 淳一 マスターズ 40 河辺 敏郎
女子 2 武井 ひなた 男子 2 堂内 憲治 男子 41 保倉 宏

3 池田 希愛 3 土屋 良視 42 兒玉 安弘
小学生低学年 4 横内 陽真 4 村上 雅也 43 清水 浩二

男子 5 池田 路輝 5 加藤 市朗 44 畑 国博
6 山本 将史 6 横内 善雄 45 大野 兼司

小学生高学年 7 原田 ほのか 7 古川 浩次 46 小澤 浩司
女子 8 松木 志奈 8 蓑崎 永一 47 丸山 浩

9 田中 真希 9 穂高 栄司 48 坂田 雅則
10 今野 凛璃 10 大坂 憲行 49 福井 誠

小学生高学年 11 小柳 紅心 11 山岸 静王 50 東谷 学由
男子 12 横内 陽向 12 小谷 領人 51 赤尾 豪宜

ゴールド 13 坂井 真由美 13 藤見 雄一 52 渡辺 朗
女子 14 安福 正子 14 見波 弘 53 遠藤 知孝

15 穴井 まきこ 15 宮崎 浩 54 横手 和男
16 土肥 宣江 16 堀口 浩 55 佐貫 章
17 永田 幸恵 17 山口 義則 56 原田 文貴

マスターズ 18 杉下 千明 18 吉原 昭 57 小平 康浩
女子 19 中西 梨佳 19 塩原 明之 58 根岸 昌和

20 宮本 香苗 20 小林 正明 59 綾部 七生
21 小嶋 有紀 21 富岡 健司 60 小嶋 俊久
22 西 和歌子 22 山田 利之 61 東 淳三
23 伊庭 加奈子 23 滝澤 暁 62 本宮 達也
24 東 路子 24 平澤 達也 63 福嶋 剛
25 武井 久子 25 佐藤 敏幸 64 武井 克巳
26 渡辺 美帆 26 神野 浩己 65 佐藤 善紀
27 松本 亜希子 27 斉藤 正幸 66 坂本 訓啓
28 井上 真帆 28 秋葉 敬治 67 大竹 裕明
29 齋藤 由佳 29 長谷川 勝 68 小松崎 淳

30 坂 年勝 69 安部 雅文
31 千石 文夫 70 浅輪 景一
32 西村 將人 71 林 幸司
33 上迫 泰博 72 大木 貴司
34 佐々木 和人 73 日比野 宏紀
35 宮川 重和 74 岡 泰央
36 吉田 豊 75 服部 友洋
37 猪又 久明 中学生 76 都丸 和武士
38 藤沢 和裕 男子 77 原田 隆輝
39 坂口 治 78 山本 祐弥

成年女子 79 伊藤 佳澄
80 正木 はるひ
81 石田 ゆみ
82 山本 紗帆

成年男子 83 黒田 拓也
84 武井 良太
85 外山 智視
86 加藤 正和
87 織田 祐輔
88 藤見 卓磨
89 阿良田 康浩
90 齋藤 松明
91 滝澤 慶太郎
92 人見 俊一郎
93 坂本 成紀
94 河村 健
95 稲葉 貴


