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SL-①/一般女子　3部　50才以上 35 ノダ タケシ 東京都 70 オグラ ヒナタ 愛知県
1 ホシバ トモコ 愛知県 36 ハシヅメ トヨシ 京都府 71 オオイシ フウマ 東京都
2 イナダ キョウカ 東京都 37 ナガヌマ ユウタ 大阪府 72 ヤマダ カズキ 長野県
3 ナガタ ユキエ 愛知県 38 ヤマザキ タケヤ 長野県 73 サカイ ユウマ 長野県
4 ナカノ ミツヨ 福井県 39 ニイヤ マコト 高知県 74 ウチボリ ワゼン 長野県
5 ナカオカ レイコ 東京都 40 ミタ オサム 滋賀県 75 チノ ユウスケ 長野県
6 ナカヒラ フミ 高知県 41 ヤマザキ マコト 福井県 76 ヤマギシ ケイタ 長野県
7 タケイ ヒサコ 東京都 42 マツイ タケトシ 千葉県 77 ヤマギシ リョウタ 長野県

43 マエカワ ヨシヒコ 兵庫県 78 ミヤザワ ユウキ 長野県
SL-②/一般男子　5部　60才以上　　　 44 エノモト アキラ 長野県

8 タカハシ マサヤ 東京都 45 オノ セイゾウ 東京都 SL-⑥/一般女子　2部　30～49才
9 ナカガミ フミヒコ 愛知県 46 コバヤシ ヒロノリ 千葉県 79 ホリウチ ユカ 長野県
10 コタニ リョウト 兵庫県 47 タケイ カツミ 東京都 80 タニ ユキコ 徳島県
11 ハラダ タケオ 長野県 48 カワサキ ノブハル 千葉県
12 カタギリ テツオ 東京都 49 ミウラ ミチヤ 東京都 SL-⑦/一般男子　3部　40～49才
13 ソガワ ヒロユキ 徳島県 81 カンケ ミノル 東京都
14 ユアサ カズジ 徳島県 SL-④/小学生女子高学年（４～６年生） 82 ダンヅカ マサヒロ 長野県
15 ワタナベ コウジ 長野県 50 イド シハル 長野県 83 サワダ ケン 東京都
16 イイヨシ ケン 新潟県 51 ハラ フウカ 長野県 84 ナルサワ オサム 長野県
17 エンドウ ミチオ 東京都 52 ヒグチ リノン 神奈川県 85 アゲハリ ヤスヒロ 長野県
18 スガハラ カズヒコ 京都府 53 スノハラ キララ 長野県 86 タナカ コウジロウ 香川県
19 タニ シュウジ 京都府 54 ウエノ スミレ 長野県 87 ヤマモト コウ 長野県
20 タナカ ヒトシ 滋賀県 55 ツルマキ カノン 神奈川県 88 クボ タカユキ 滋賀県
21 ヤマグチ ヨシノリ 長野県 56 トミイ ユイ 長野県 89 コダマ ヤスヒロ 長野県
22 ウエノ テルユキ 長野県 57 ヤマザキ セレナ 長野県 90 ワタナベ カズユキ 新潟県
23 エノウチ ヤスオ 東京都 58 タイ ミユキ 長野県 91 武石 ヒロアキ 長野県
24 イクシマ ツギオ 東京都 59 セキ ルカ 長野県 92 カラサワ テツオ 群馬県
25 ナガクラ ケンタロウ 埼玉県 60 ユモト ミア 長野県 93 ナカムラ マサキ 長野県
26 ノナカ コウジ 東京都 94 ミタニ タカユキ 福井県
27 コバヤシ トウジ 東京都 SL-⑤/小学生男子高学年（４～６年生） 95 ササキ カツノリ 長野県

61 カワグチ リョウスケ 長野県
SL-③/一般男子　4部　50～59才 62 イタバシ タケル 新潟県 SL-⑧/中学生女子

28 サカウチ トモタケ 東京都 63 ハギワラ トア 長野県 96 スズキ ハルカ 長野県
29 ワシダ シンヤ 兵庫県 64 ハギワラ ルイ 長野県 97 ヤマザキ ジュリ 長野県
30 マルヤマ ヒロシ 東京都 65 ミヤジマ ユヅキ 長野県 98 スズキ ユア 長野県
31 ホシバ ヒデキ 愛知県 66 タナカ タイセイ 香川県 99 タカハシ アカリ 埼玉県
32 ハシモト リュウジ 長野県 67 ヒライ シュンキ 長野県
33 クボタ フミヒコ 神奈川県 68 コバヤシ テルヒデ 長野県 SL-⑨/一般女子　1部　高校生～29才
34 イチカワ ユキヒロ 東京都 69 ツルマキ カイラ 神奈川県 100 タチノ リカ 東京都
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101 ハヤシ ミキ 愛知県 138 タイ ハルミ 長野県
102 ニシカワ アカネ 愛知県 139 ヤマノウチ ダイチ 東京都
103 ハシヅメ リノ 京都府 140 ハタシタ ノリヒロ 福井県
104 スズキ サクラ 長野県 141 ハットリ ソウマ 長野県
105 トオヤマ キョウコ 埼玉県 142 キシモト カンジ 長野県
106 シモモト エリナ 兵庫県 143 コタニグチ シュウマ 兵庫県
107 ヨシオカ シオリ 東京都

SL-⑪/一般男子　2部　30～39才
SL-⑩/中学生男子 144 タカノ コウタ 長野県

108 アカシ カズヒロ 兵庫県 145 フルサワ ユウスケ 東京都
109 イシナカ ジンイチロウ 滋賀県 146 ワタナベ トモアキ 東京都
110 ワタナベ ユウキ 長野県 147 オチ マサキ 福井県
111 川口 浩介 長野県 148 ニワ ツグモト 愛知県
112 タムラ タイチ 東京都 149 イグチ トモキ 和歌山県
113 ヤギ ヒトシ 東京都 150 イチハラ タカシ 兵庫県
114 スズキ ケイシ 長野県 151 キタムラ リョウヘイ 神奈川県
115 ソリ カイシュウ 広島県
116 アライ コウタ 長野県 SL-⑫/一般男子　1部　高校生～29才
117 シブヤ ケンタロウ 長野県 152 ハシモト レイ 長野県
118 シブヤ コウキ 長野県 153 ニシムラ ユウキ 兵庫県
119 ハマノ コウダイ 東京都 154 ヤマナカ シュン 東京都
120 オグラ ソウマ 愛知県 155 ヒラセ ケイ 長野県
121 ミタ カズキ 滋賀県 156 アラヤ ユウキ 東京都
122 オカダ タクミ 兵庫県 157 イソノ ユウスケ 愛知県
123 三谷 駿人 福井県 158 アダチ ソウタ 大阪府
124 フジイ ヒロト 長野県 159 ゴウダ リュウト 大阪府
125 タケムラ リク 東京都 160 イナバ タカシ 長野県
126 ナカバヤシ リク 東京都 161 イシワタリ ショウ 埼玉県
127 ハセガワ ケイシ 東京都 162 サイス ヒロアキ 埼玉県
128 タケダ カイリ 東京都 163 イケダ モモタ 埼玉県
129 ナカマル タクヤ 東京都 164 ヤマグチ ヒロキ 和歌山県
130 フクニシ リンタロウ 東京都
131 サトウ タイセイ 東京都
132 タムラ シオン 東京都
133 ナカヤマ ケンタロウ 東京都
134 イチカワ コウタ 東京都
135 イノウエ カイキ 東京都
136 カワサキ ヒビキ 長野県
137 サワダ シンノスケ 京都府


