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GS-①/小学生女子低学年（１～３年生） 42 スズキ アヤト 長野県 82 カナイ トシヒコ 愛知県
1 カワグチ マオ 長野県 43 イチハラ ミズキ 兵庫県 83 スズキ トシキ 長野県
2 ハラ タマキ 長野県 44 キシモト サク 長野県 84 ヨコタ ヨシマサ 長野県
3 フルサワ アユ 東京都 45 ササキ テッペイ 長野県 85 マツダ ヨシカツ 兵庫県
4 ヨシダ アカリ 東京都 46 ナカ ショウゴ 愛知県 86 ハシモト キンヤ 大阪府
5 オギワラ ノア 長野県 47 ヤマザキ レイタ 長野県 87 ヤマグチ ヨシノリ 長野県
6 タキザワ リコ 長野県 48 ササキ ケイイチロウ 長野県 88 ウエノ テルユキ 長野県
7 ヒロオカ リリカ 兵庫県 89 エノウチ ヤスオ 東京都
8 ウメハラ モカ 滋賀県 GS-③/一般女子　3部　50才以上 90 イクシマ ツギオ 東京都
9 ヨシムラ マモリ 大阪府 49 スズカワ トモコ 東京都 91 ノナカ コウジ 東京都
10 ヤマダ アサミ 長野県 50 ホシバ トモコ 愛知県 92 リンノ シゲキ 山梨県
11 カワサキ カズミ 長野県 51 イナダ キョウカ 東京都 93 ミヤザキ ヒデトシ 長野県
12 クリヤ ココロ 長野県 52 クボ ヒロコ 滋賀県 94 ヨシハラ アキラ 新潟県
13 ミヤオ ワカナ 長野県 53 ナガタ ユキエ 愛知県 95 ミカミ ヨシツグ 長野県
14 コウサカ サユリ 東京都 54 コジマ ユキ 愛知県 96 オオノ トオル 新潟県
15 ササキ トモカ 長野県 55 ナカノ ミツヨ 福井県 97 コバヤシ トウジ 東京都
16 コバヤシ アカリ 長野県 56 ナカオカ レイコ 東京都 98 マルヤマ マサミ 山梨県

57 マキタ ケイコ 大阪府 99 ササキ セイジ 神奈川県
GS-②/小学生男子低学年（１～３年生） 58 ナカヒラ フミ 高知県

17 イド ハルト 長野県 59 タケイ ヒサコ 東京都 GS-⑤/一般男子　4部　50～59才
18 ハラ カイト 長野県 100 トドロキ カズヤ 長野県
19 キタザワ カズマ 長野県 GS-④/一般男子　5部　60才以上 101 ワシダ シンヤ 兵庫県
20 オリハシ ヨシヒト 長野県 60 タカハシ マサヤ 東京都 102 マルヤマ ヒロシ 東京都
21 スズキ ケイスケ 長野県 61 ホソノ フミヒト 岐阜県 103 ホシバ ヒデキ 愛知県
22 ミヤジマ リョウセイ 長野県 62 コタニ リョウト 兵庫県 104 スズキ マサユキ 長野県
23 モリ タイセツ 長野県 63 ハラダ タケオ 長野県 105 ハシモト リュウジ 長野県
24 カワタ アオイ 滋賀県 64 カタギリ テツオ 東京都 106 マツモト トシヤ 大阪府
25 カワタ ガク 滋賀県 65 ハシバ シンイチ 岐阜県 107 ハセガワ ヨシヒデ 群馬県
26 コバヤシ ヒロキ 長野県 66 ソガワ ヒロユキ 徳島県 108 アベ マサフミ 京都府
27 サクマ コウタロウ 長野県 67 ユアサ カズジ 徳島県 109 シラス イサオ 大阪府
28 ヒラタ カグラ 東京都 68 ヤマダ ヒロシ 滋賀県 110 ウエノ マサヒロ 京都府
29 ホシノ ユウスケ 新潟県 69 ミネムラ コウイチ 新潟県 111 フクイ マコト 埼玉県
30 キタムラ ケイ 長野県 70 イイヨシ ケン 新潟県 112 ムトウ ケサオ 新潟県
31 イシミズ ライヒ 山梨県 71 マツヤマ ナガヒサ 東京都 113 ノダ タケシ 東京都
32 ヤマザキ リョウスケ 長野県 72 エンドウ ミチオ 東京都 114 ハシヅメ トヨシ 京都府
33 クドウ アイト 長野県 73 タカハシ セイイイチ 長野県 115 ナガヌマ ユウタ 大阪府
34 ヨコタ オサノリ 滋賀県 74 タナカ ヒトシ 滋賀県 116 カワベ トシロウ 長野県
35 カラサワ ジュンペイ 群馬県 75 スガハラ カズヒコ 京都府 117 タカノ ヒデアキ 長野県
36 モリタ ヒカル 埼玉県 76 タニ シュウジ 京都府 118 ヒラタ カグラ 東京都
37 オオイシ シンタロウ 東京都 77 ツチヤ ヨシミ 長野県 119 イッポンヤリ タダノリ 長野県
38 ヨシハラ コウタ 長野県 78 ヨコハタ ノリユキ 東京都 120 ムラタ シンヤ 長野県
39 アリマ カイト 長野県 79 シロシタ ヒロオ 長野県 121 クロダ オサム 愛知県
40 カワムラ カナイ 長野県 80 ホリタニ タカオ 東京都 122 ワカゾノ ヒロユキ 愛知県
41 ハタシタ ノリヒロ 福井県 81 ウダ タクヤ 兵庫県 123 オオシロ コウジ 愛知県
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124 ハヤカワ ハジメ 東京都 164 イタバシ タケル 新潟県 204 ナルサワ オサム 長野県
125 イシダ リュウタ 愛知県 165 ハギワラ トア 長野県 205 アゲハリ ヤスヒロ 長野県
126 ニイヤ マコト 高知県 166 ハギワラ ルイ 長野県 206 タナカ コウジロウ 香川県
127 コジマ トシヒサ 愛知県 167 ミヤジマ ユヅキ 長野県 207 ヤマモト コウ 長野県
128 ミタ オサム 滋賀県 168 タナカ タイセイ 香川県 208 サカモト クニヒロ 奈良県
129 ヤマザキ マコト 福井県 169 ヒライ シュンキ 長野県 209 クボ タカユキ 滋賀県
130 マツイ タケトシ 千葉県 170 ヨシダ ミツキ 東京都 210 タカハシ ノブオ 新潟県
131 マエカワ ヨシヒコ 兵庫県 171 コバヤシ テルヒデ 長野県 211 コダマ ヤスヒロ 長野県
132 エノモト アキラ 長野県 172 イケナガ カエデ 長野県 212 ワタナベ カズユキ 新潟県
133 オノ セイゾウ 東京都 173 ホシノ ケンタロウ 新潟県 213 イシミズ リョウジ 山梨県
134 ネギシ タカノリ 長野県 174 ウチボリ ワゼン 長野県 214 タケイシ ヒロアキ 長野県
135 タケイ カツミ 東京都 175 アライ ソウマ 長野県 215 カラサワ テツオ 群馬県
136 カワサキ ノブハル 千葉県 176 トクタケ エイジ 長野県 216 ナカムラ マサキ 長野県
137 ハセガワ ノリオ 群馬県 177 チノ ユウスケ 長野県 217 クライシ シュウゴ 長野県
138 ミウラ ミチヤ 東京都 178 ハヤカワ テツヒコ 東京都 218 ヨシハラ シゲヒロ 長野県

179 ツルマキ カイラ 神奈川県 219 ハットリ トモヒロ 愛知県
GS-⑥/小学生女子高学年（４～６年生） 180 オグラ ヒナタ 愛知県 220 イシグロ モトイ 福井県

139 イド シハル 長野県 181 オオクマ ヒロト 長野県 221 マキノ フミヒコ 長野県
140 ハラ フウカ 長野県 182 ヨシムラ ツクル 大阪府 222 ミタニ タカユキ 福井県
141 サクマ ヒナ 長野県 183 オオイシ フウマ 東京都 223 ホシ ダイスケ 埼玉県
142 ヒグチ リノン 神奈川県 184 シミズ イズキ 長野県 224 コバヤシ ダイスケ 長野県
143 ツジノ ハル 長野県 185 クリヤ ユウセイ 長野県
144 スノハラ キララ 長野県 186 サカイ ユウマ 長野県 GS-⑩/中学生女子
145 ウエノ スミレ 長野県 187 タツノクチ トモノシン 長野県 225 カワヒト マナミ 大阪府
146 オギワラ シア 長野県 188 ヤマギシ ケイタ 長野県 226 スズキ ハルカ 長野県
147 セキ ルカ 長野県 189 ヤマギシ リョウタ 長野県 227 ヤマザキ ジュリ 長野県
148 ツルマキ カノン 神奈川県 190 ヤマザキ タイヨウ 長野県 228 スズキ ユア 長野県
149 マツムラ コト 滋賀県 191 ミヤザワ ユウキ 長野県 229 タカハシ アカリ 埼玉県
150 ユモト ミア 長野県
151 トミイ ユイ 長野県 GS-⑧/一般女子　2部　30～49才 GS-⑪/一般女子　1部　高校生～29才
152 モリタ マイ 埼玉県 192 イド シホ 長野県 230 タチノ リカ 東京都
153 スズキ ホノカ 岐阜県 193 ホリウチ ユカ 長野県 231 ニシカワ アカネ 愛知県
154 オオタ ナナミ 長野県 194 モリ ユキ 長野県 232 ハシヅメ リノ 京都府
155 ヤマザキ セレナ 長野県 195 タニ ユキコ 徳島県 233 スズキ サクラ 長野県
156 ヨシハラ ヒイロ 長野県 196 オタギリ ミユキ 長野県 234 ツジノ シズク 長野県
157 カワサキ カズミ 長野県 197 イグチ リサ 和歌山県 235 トオヤマ キョウコ 埼玉県
158 タイ ミユキ 長野県 236 シモモト エリナ 兵庫県
159 カワムラ ニライ 長野県 GS-⑨/一般男子　3部　40～49才 237 ヨシオカ シオリ 東京都
160 ミヤノ カナコ 愛知県 198 ホクラ ヒロシ 長野県 238 ヨシゴエ ナツキ 長野県
161 コミゾ アイ 長野県 199 ウチジマ マサヨシ 埼玉県 239 ヒライデ アヤカ 長野県
162 キシモト アズサ 長野県 200 ダンヅカ マサヒロ 長野県 240 サダ マイカ 長野県

201 サワダ ケン 東京都
GS-⑦/小学生男子高学年（４～６年生） 202 カワヒト キヨシ 大阪府 GS-⑫/中学生男子

163 カワグチ リョウスケ 長野県 203 ヤスダ テルキ 東京都 241 アカシ カズヒロ 兵庫県
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242 イシナカ ジンイチロウ 滋賀県 284 イチハラ タカシ 兵庫県
243 ワタナベ ユウキ 長野県 285 キタムラ リョウヘイ 神奈川県
244 トドロキ リュウタ 長野県
245 カワグチ コウスケ 長野県 GS-⑭/一般男子　1部　高校生～29才
246 タムラ タイチ 東京都 286 ハシモト レイ 長野県
247 ヤギ ヒトシ 東京都 287 ニシムラ ユウキ 兵庫県
248 スズキ ケイシ 長野県 288 ヤマナカ シュン 東京都
249 ソリ カイシュウ 広島県 289 ヒラセ ケイ 長野県
250 アライ コウタ 長野県 290 サカモト ナリキ 奈良県
251 シブヤ ケンタロウ 長野県 291 アラヤ ユウキ 東京都
252 シブヤ コウキ 長野県 292 イソノ ユウスケ 愛知県
253 ハマノ コウダイ 東京都 293 アダチ ソウタ 大阪府
254 オグラ ソウマ 愛知県 294 ゴウダ リュウト 大阪府
255 ミタ カズキ 滋賀県 295 イナバ タカシ 長野県
256 オカダ タクミ 兵庫県 296 イシワタリ ショウ 埼玉県
257 ミタニ ハヤト 福井県 297 サイス ヒロアキ 埼玉県
258 フジイ ヒロト 長野県 298 イケダ モモタ 埼玉県
259 タケムラ リク 東京都 299 ヤマグチ ヒロキ 和歌山県
260 ナカバヤシ リク 東京都 300 ホリエ ガク 愛知県
261 ハセガワ ケイシ 東京都 301 ナトリ カズキ 長野県
262 タケダ カイリ 東京都
263 ナカマル タクヤ 東京都 GS-⑮/幼年組
264 フクニシ リンタロウ 東京都 302 キタザワ レイ 長野県
265 サトウ タイセイ 東京都 303 ハラ ヒロト 長野県
266 タムラ シオン 東京都 304 イシガキ ヨシヤス 神奈川県
267 ナカヤマ ケンタロウ 東京都 305 ヒラタ ヤマト 東京都
268 イチカワ コウタ 東京都 306 キタムラ アオイ 長野県
269 イノウエ カイキ 東京都 307 クドウ マサト 長野県
270 カワサキ ヒビキ 長野県 308 サイガ チサ 東京都
271 サワダ シンノスケ 京都府 309 ウメハラ カイ 滋賀県
272 ヤマダ ヨシキ 長野県 310 スズキ マナミ 岐阜県
273 タイ ハルミ 長野県 311 オオタニ ミネミツ 長野県
274 ヤマノウチ ダイチ 東京都 312 ヤマザキ モアナ 長野県
275 ハタシタ ノリヒロ 福井県 313 ニワ スミダイ 愛知県
276 コミゾ ユウセイ 長野県 314 イグチ コウスケ 和歌山県
277 キシモト カンジ 長野県 315 ウエダ ルコ 山梨県
278 コタニグチ シュウマ 兵庫県 316 コウサカ テルヨシ 東京都

317 キタムラ コウ 長野県
GS-⑬/一般男子　2部　30～39才 318 コバヤシ アサ 長野県

279 フルサワ ユウスケ 東京都
280 ワタナベ トモアキ 東京都
281 オチ マサキ 福井県
282 ニワ ツグモト 愛知県
283 イグチ トモキ 和歌山県


