
20thタナベカップ/GSスタートリスト①

GS-①/小学生女子低学年（１～３年生） 42 イワブチ ジン 埼玉県 82 イクシマ ツギオ 東京都
1 ヒロオカ リリカ 兵庫県 43 ナカタ カイセイ 兵庫県 83 オクムラ イサイ 東京都
2 カワグチ マオ 長野県 44 クロイワ アサヒ 群馬県 84 コタニ リョウト 兵庫県
3 コウサカ サユリ 東京都 45 コバヤシ ジョウマ 京都府 85 ソガワ ヒロユキ 徳島県
4 コウノ リカ 東京都 46 ホリウチ ショウゴ 京都府 86 ユアサ カズジ 徳島県
5 サナダ ユウ 長野県 47 ヨシイケ ハルキ 長野県 87 ヒロタ カズノリ 京都府
6 フルカワ サクラ 神奈川県 88 ミヤザキ ヒデトシ 群馬県
7 スズキ マナミ 滋賀県 GS-③/一般女子　3部　50才以上 89 カクタニ シンジ 愛知県
8 マスダ イズミ 長野県 48 オクダ エイコ 石川県 90 ナカジマ コウジ 群馬県
9 ワカイ イロハ 新潟県 49 ヒライ リツコ 兵庫県 91 タキザワ サトル 長野県
10 セヌマ レル 新潟県 50 ナガシマ モモコ 東京都 92 オオバヤシ トシオ 埼玉県
11 モリタ サラ 大阪府 51 ナカヒラ フミ 高知県 93 トミタ ユウイチロウ 神奈川県
12 モギ サクラ 長野県 52 タニ ユキコ 徳島県 94 ヤマモト リュウゾウ 和歌山県
13 ウメハラ モモカ 兵庫県 53 ニシガキ タカコ 京都府 95 マツヤマ ナガヒサ 東京都
14 ウチダ ココナ 新潟県 54 ナカノ ミツヨ 福井県 96 ツチヤ ヨシミ 長野県
15 オギワラ ノア 長野県 55 マツモト キヨコ 東京都 97 エンドウ ミチオ 東京都
16 オオウチ ミハル 長野県 56 ムトウ ナミコ 新潟県 98 オクダ トモル 愛知県
17 ヤマモト ユハル 京都府 57 クボ ヒロコ 滋賀県 99 ヤマグチ ヨシノリ 長野県
18 サトウ トモカ 長野県 58 スズカワ トモコ 東京都 100 シマダ ナオノリ 大阪府

59 シマダ ヒロコ 大阪府 101 ヒサダ サトル 愛知県
GS-②/小学生男子低学年（１～３年生） 60 カケヒ ユウコ 愛知県 102 キシキ トヨジ 埼玉県

19 カミヤ ノゾミ　 東京都 61 ウエムラ ユカ 和歌山県 103 ワシダ シンヤ 兵庫県
20 ハラ カイト 長野県 62 カワサキ ユウコ 長野県 104 サトウ アキヒコ 愛知県
21 ササキ ケイイチロウ 長野県 105 アダチ タカヒコ 静岡県
22 ヨウダ ダイゴ 長野県 GS-④/一般男子　5部　60才以上 106 イグチ ヒロフミ 和歌山県
23 カワムラ カナイ 長野県 63 ウエノ ジュンイチ 石川県 107 イトウ ヒロム 和歌山県
24 アベ カンタ 長野県 64 ササキ アキラ 大阪府 108 ヒラサワ タツヤ 長野県
25 ヨシダ キョウ 長野県 65 ノナカ コウジ 東京都 109 キタノ ヨシノブ 大阪府
26 ヨシハラ コウタ 長野県 66 ホソノ フミヒト 岐阜県 110 ヤマザキ ハレト 長野県
27 オリハシ ヨシヒト 長野県 67 オオサカ ノリユキ 愛知県 111 ナガサキ マサユキ 神奈川県
28 カトウ セナ 福井県 68 ハシバ シンイチ 岐阜県 112 キシモト タカシ 兵庫県
29 ウメハラ カイ 滋賀県 69 ヒライ ノブオ 兵庫県 113 タカサワ イチジ 神奈川県
30 キタザワ カズマ 長野県 70 ウエノ テルユキ 長野県 114 イイヨシ ケン 新潟県
31 スズキ ケイスケ 長野県 71 ハラダ タケオ 長野県 115 アベ ヒロユキ 東京都
32 セキ リュウノスケ 東京都 72 キシ シゲユキ 大阪府 116 カナイ トシヒコ 愛知県
33 アリマ カイト 長野県 73 カワベ エイイチ 兵庫県 117 ムラカミ ヨシト 静岡県
34 イムラ ヨウタ 埼玉県 74 ホタカ エイジ 長野県 118 オオニシ ミキオ 兵庫県
35 ホシ カイシン 新潟県 75 スガハラ カズヒコ 京都府 119 マツモト アキヨシ 静岡県
36 マスザワ タケト 大阪府 76 カタギリ テツオ 東京都 120 ヨシハラ アキラ 新潟県
37 ムラタ ケイジ 東京都 77 ミズタニ ヒデユキ 長野県 121 フジモト トシハル 京都府
38 サトウ ゲン 神奈川県 78 イシジマ ヨシノリ 神奈川県 122 セコグチ マナブ 滋賀県
39 タカハシ ケンシン 石川県 79 アオキ アツヒロ 高知県 123 キムラ アキラ 京都府
40 ササキ テッペイ 長野県 80 タカハシ マサヤ 東京都 124 スギヤマ ヨシト 東京都
41 タケフシ トモアキ 長野県 81 タナカ ヒトシ 滋賀県 125 ジョウシタ ヒロオ 長野県
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GS-⑤/一般男子　4部　50～59才 168 タカギワ コウイチ 兵庫県 209 オオタ ナナミ 長野県
126 ヌマタ マサト 神奈川県 169 ミヤザト シュウジ 兵庫県 210 コイケ ユヅキ 長野県
127 マルヤマ ヒロシ 東京都 170 ヤマグチ タカシ 愛知県 211 オオウチ ナツキ 長野県
128 トドロキ カズヤ 長野県 171 フクヤマ ヒデオ 兵庫県 212 ウエノ スミレ 長野県
129 オカベ ヨウイチ 東京都 172 イワブチ カズマ 埼玉県 213 ハヤシ スズ 大阪府
130 ハナフサ シノブ 石川県 173 エノモト アキラ 長野県 214 イケダ ユメ 和歌山県
131 マツイ タケトシ 千葉県 174 ハヤシ ヒロト 兵庫県 215 キタムラ ユミコ 滋賀県
132 ムラタ シンヤ 長野県 175 カワサキ フミオ 長野県 216 カトウ アイリ 長野県
133 ノダ タケシ 東京都 176 ヤマダ ケンジ 静岡県 217 ヤマモト ユヅキ 京都府
134 ホクカンジ サトル 神奈川県 177 ニワ ヤスヨシ 愛知県 218 ヤマザキ セレナ 長野県
135 ニイヤ マコト 高知県 178 マツモト ケンジ 京都府 219 アラキ ヒナタ 兵庫県
136 イシダ リュウタ 愛知県 179 コダイラ タカカズ 長野県 220 ササオカ シキ 長野県
137 アオキ ジュン 愛知県 180 ウミヤマ トモヒサ 埼玉県
138 ウチジマ マサヨシ 埼玉県 GS-⑦/小学生男子高学年（４～６年生）
139 モリカワ タカフミ 京都府 GS-⑥/小学生女子高学年（４～６年生） 221 ハギワラ ルイ 長野県
140 サトウ ヨシノリ 東京都 181 タイ ミユキ 長野県 222 カワグチ リョウスケ 長野県
141 ナカイ シゲノブ 東京都 182 ハラ フウカ 長野県 223 アラカワ リュウヘイ 長野県
142 コウサカ ジュウゾウ 東京都 183 カワムラ ニライ 長野県 224 ヨコタ オサノリ 滋賀県
143 カワベ トシロウ 長野県 184 ハラ タマキ 長野県 225 クドウ アイト 長野県
144 ハセガワ ヨシヒデ 群馬県 185 ムラタ メイ 滋賀県 226 クズタ オウガ 滋賀県
145 オオコシ ススム 東京都 186 ヨシハラ ヒイロ 長野県 227 カトウ ユヅキ 福井県
146 ヨコタ タカシ 新潟県 187 ハラササ マナ 長野県 228 ミヤジマ ユヅキ 長野県
147 ナカジ シンヤ 神奈川県 188 フルカワ アイコ 神奈川県 229 ミヤジマ リョウセイ 長野県
148 ヤマザキ マコト 福井県 189 ウメハラ モカ 滋賀県 230 オビナタ ゼンジ 長野県
149 マツオカ ヨシフミ 大阪府 190 オビナタ キワ 長野県 231 ウチノ ギンジ 岐阜県
150 ハセガワ ノリオ 群馬県 191 スズキ ホノカ 滋賀県 232 ヨコイ テル 愛知県
151 ヒラサワ ツトム 新潟県 192 カワサキ ワカナ 長野県 233 ヤマザキ リョウスケ 長野県
152 マツモト トシヤ 大阪府 193 カワサキ ヒナ 長野県 234 アライ ソウマ 長野県
153 ミゾグチ ヨシヒサ 京都府 194 イムラ アカリ 埼玉県 235 カネコ シンジロウ 滋賀県
154 ツチヤ ハルヒサ 愛知県 195 ソネハラ アイコ 長野県 236 ワカイ アサヒ 新潟県
155 ムトウ ケサオ 新潟県 196 ソネハラ リコ 長野県 237 タケフシ ユウダイ 長野県
156 イノウエ ヒデトシ 兵庫県 197 ムラタ リナノ 東京都 238 オオハチ タイガ 静岡県
157 オオハシ ヨシアキ 愛知県 198 ウラベ マホ 東京都 239 タナカ チヒロ 長野県
158 ミウラ ミチヤ 東京都 199 タキザワ リコ 長野県 240 モギ テッペイ 長野県
159 カワサキ ノブハル 千葉県 200 ノウガワ アイ 和歌山県 241 タケサワ ソウ 長野県
160 ハシヅメ トヨシ 京都府 201 ウエスギ マヒロ 滋賀県 242 カナイ コウヤ 新潟県
161 サカモト クニヒロ 奈良県 202 カワバタ イブキ 滋賀県 243 モリタ ヒカル 埼玉県
162 ワダ タツヤ 長野県 203 モリタ マイ 埼玉県 244 ヒラヤマ コウタロウ 埼玉県
163 ヤマモト ヒデキ 東京都 204 ミナトヤ ナナミ 大阪府 245 オカダ ライム 長野県
164 ナガサワ コウゾウ 長野県 205 ウチダ ヒマリ 新潟県 246 ヤマモト リュウジ 石川県
165 シバザキ コウジ 茨城県 206 ササキ トモカ 長野県 247 コウノ セラ 長野県
166 イトウ エイショウ 埼玉県 207 ツジノ ハル 長野県 248 シオノイリ ハルキ 長野県
167 ユイ カオル 長野県 208 マツムラ コト 滋賀県 249 キタムラ ケイ 長野県
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250 ヤマギシ ケイタ 長野県 289 アゲハリ ヤスヒロ 長野県 330 クズタ カリナ 滋賀県
251 ヤマギシ リョウタ 長野県 290 オビナタ ヨシユキ 長野県 331 ハラササ リナ 長野県
252 ハヤシ マーティン 兵庫県 291 スズキ ヤスオ 滋賀県 332 ヤマダ ミライ 東京都
253 コイケ ヒナタ 長野県 292 コダマ ヤスヒロ 長野県 333 ウエスギ チヒロ 滋賀県
254 ワタル ダイキ 兵庫県 293 ソネハラ ケサユキ 長野県 334 ヤマモト ヨウ 兵庫県
255 ヨダ ソウタ 長野県 294 スエオカ ヒトシ 愛知県 335 オギワラ シア 長野県
256 ハヤシ リュウユウ 大阪府 295 カトウ タケノリ 愛知県 336 ヤマダ サクラ 長野県
257 イケダ ジュンセイ 和歌山県 296 ユウキ タクヤ 東京都 337 スズキ ハルカ 長野県
258 ハタシタ シンノスケ 福井県 297 コンドウ ヤスヒロ 和歌山県 338 スズキ コトエ 大阪府
259 スズキ アヤト 長野県 298 ワクイ カツヒロ 新潟県 339 スズキ ユア 長野県
260 シノハラ ツヨシ 長野県 299 オオノ アツシ 石川県 340 ヤマモト ユイナ 京都府
261 タケウチ フミヤ 長野県 300 イケダ アキラ 岐阜県
262 ホシ ユウスケ 新潟県 301 サトウ カズミチ 神奈川県 GS-⑪/一般女子　1部　高校生～29才
263 サカイ テッショウ 福井県 302 カワムラ ヒロシ 茨城県 341 ハシヅメ リノ 京都府
264 ハヤカワ コウセイ 長野県 303 ニイツ タダナオ 愛知県 342 ノリアゲ シホ 栃木県
265 アラカワ ユイト 長野県 304 ハヤサカ マサヤ 愛知県 343 ヤノ イクホ 山梨県
266 クレバヤシ リョウガ 東京都 305 オオハチ ジロウ 静岡県 344 マキノ ホノカ 大阪府

306 ヤマモト キョウヘイ 愛知県 345 フクヤマ ミズキ 兵庫県
GS-⑧/一般女子　2部　30～49才 307 ナルサワ オサム 長野県 346 スズキ サクラ 長野県

267 ホリウチ ユカ 長野県 308 ウメハラ リュウイチ 兵庫県
268 キタザワ マイ 長野県 309 ホシ ダイスケ 埼玉県 GS-⑫/中学生男子
269 ツボネ ヨウコ 長野県 310 イシハラ トモヒロ 長野県 347 ハギワラ トア 長野県
270 サトウ チサ 東京都 311 ササキ カズノリ 長野県 348 タイ ハルミ 長野県
271 ムラタ トモコ 東京都 312 ハルマ マナブ 愛知県 349 モテキ リショウ 東京都
272 イバ カナコ 大阪府 313 ミウラ ヒサシ 愛知県 350 コウノ サトル 東京都
273 オダ マサエ 長野県 314 ハタモト ジン 東京都 351 ナグモ カナタ 新潟県
274 カミヤ クミコ 静岡県 315 ハセベ シュウヘイ 東京都 352 イタバシ タケル 新潟県
275 カトウ ミホ 長野県 316 イシイ トキオ 東京都 353 ワタナベ シン 新潟県
276 ヤマグチ アキ 兵庫県 317 ヒロカワ アツシ 東京都 354 モリヤ ダイト 長野県

318 ハットリ タツノブ 愛知県 355 ムラタ ハルチ 滋賀県
GS-⑨/一般男子　3部　40～49才 319 アベ アキヒサ 京都府 356 ヨシイケ コウキ 長野県

277 ホクラ ヒロシ 長野県 320 イシグロ ジョウ 奈良県 357 イノウエ ユキヤ 兵庫県
278 スナガワ トモカズ 東京都 321 イケダ カズノリ 和歌山県 358 カトウ ヒナタ 福井県
279 ヤスダ テルキ 東京都 322 クライシ シュウゴ 長野県 359 イシナカ ジンイチロウ 滋賀県
280 ササキ カツノリ 長野県 323 ニシワキ ヨシツグ 東京都 360 ナカムラ ダイノ 長野県
281 ヨシカワ コウジ 東京都 324 ムラシタ シンゴ 石川県 361 イワサキ タツミ 静岡県
282 サトウ マコト 東京都 325 コバヤシ シンノスケ 京都府 362 ヤマウチ ラク 滋賀県
283 ヤマモト コウ 長野県 326 マユズミ コウジ 京都府 363 ヤノ コウタロウ 山梨県
284 モテキ トシキ 東京都 327 アラキ セイジ 兵庫県 364 チトウ ラン 滋賀県
285 コウノ ユウスケ 東京都 365 タムラ タイチ 東京都
286 ヨシダ ソウ 長野県 GS-⑩/中学生女子 366 アライ コウタ 長野県
287 タカハシ ケイスケ 愛知県 328 アラカワ ナツカ 長野県 367 ウラ カイト 富山県
288 サワダ ケン 東京都 329 カワヒト マナミ 大阪府 368 ウラ ユウト 富山県
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369 ワクイ トシヤ 新潟県 407 サカモト ナリキ 奈良県
370 カネコ リョウタロウ 滋賀県 408 ヤマダ ツバサ 東京都
371 オオノ ミズチ 石川県 409 ハマノ コウダイ 東京都
372 イケダ コウタロウ 岐阜県 410 キムラ ユウカ 愛知県
373 ウエノ トウイ 岐阜県 411 シブヤ ケンタロウ 長野県
374 ナカニシ ユウ 岐阜県 412 カトウ コウキ 佐賀県
375 シバザキ ハルヒト 茨城県 413 ヒロセ コウヘイ 滋賀県
376 ムラカミ セイタロウ 長野県 414 ワダ コウスケ 長野県
377 ソリ カイシュウ 広島県 415 オキハシ トシユキ 福井県
378 ヤマモト ギント 石川県 416 スギヤマ ユキヤ 東京都
379 コイケ カイガ 長野県
380 コイケ トオア 長野県 GS-⑮/幼年組
381 タナカ ユウト 兵庫県 417 コウサカ テルヨシ 東京都
382 タツタ タイガ 兵庫県 418 サイガ チサ 東京都
383 キタムラ マサキ 滋賀県 419 ハラ ヒロト 長野県
384 ハタシタ ユウマ 福井県 420 サナダ アサヒ 長野県
385 イズカワ タクマ 京都府 421 クドウ マサト 長野県
386 アラキ リョウガ 兵庫県 422 キタザワ レイ 長野県
387 タケダ ショウマ 長野県 423 セキ レンノスケ 東京都
388 ムラカワ コウイチ 京都府 424 タテオカ アイカ 埼玉県
389 ハットリ ソウマ 長野県 425 マスザワ カイシ 大阪府
390 スギヤマ ユイト 東京都 426 ニワ スミダイ 愛知県
391 ミヤザワ タイセイ 新潟県 427 ヤジマ イオリ 長野県

428 ヤマモト アイリ 大阪府
GS-⑬/一般男子　2部　30～39才 429 オオハチ リオ 静岡県

392 フジノ ナオキ 埼玉県 430 フジノ セイギ 東京都
393 ニワ ツグモト 愛知県 431 ヒラヤマ ミオナ 埼玉県
394 タカハシ シンヤ 石川県 432 アリマ カイセイ 長野県
395 キシウラ ショウ 和歌山県 433 コンドウ コウセイ 和歌山県
396 タナカ ヒロノリ 大阪府 434 マツムラ ナギ 滋賀県
397 ハヤカワ ユキノリ 愛知県 435 キタムラ アオイ 長野県

436 キタムラ コウ 長野県
GS-⑭/一般男子　1部　高校生～29才 437 クロイワ タイガ 群馬県

398 トドロキ リュウタ 長野県 438 オオウチ アキトモ 長野県
399 ヤマナカ シュン 東京都 439 オオタニ ミネミツ 長野県
400 マルシタ ハルキ 高知県 440 オオタニ タカシ 長野県
401 オカムラ アクア 新潟県 441 ヤマザキ モアナ 長野県
402 アダチ ソウタ 大阪府
403 アカシ カズヒロ 兵庫県
404 トミタ ユウキ 神奈川県
405 イナバ タカシ 長野県
406 ニホンマツ リョウ 長野県
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