
20thタナベカップ/SLスタートリスト①

SL-①/一般女子　3部　50才以上 37 ナガサキ マサユキ 神奈川県 74 エノモト アキラ 長野県

1 オクダ エイコ 石川県 38 オニヤマ トミオ 新潟県 75 ハヤシ ヒロト 兵庫県

2 ヒライ リツコ 兵庫県 39 キシモト タカシ 兵庫県 76 ヤマダ ケンジ 静岡県

3 ナカヒラ フミ 高知県 40 タカサワ イチジ 神奈川県 77 ホンダ タケヒサ 神奈川県

4 タニ ユキコ 徳島県 41 スギヤマ ヨシト 東京都 78 イシダ カズナリ 新潟県

5 ナカノ ミツヨ 福井県

6 マツモト キヨコ 東京都 SL-③/一般男子　4部　50～59才 SL-④/小学生女子高学年（４～６年生）
42 マルヤマ ヒロシ 東京都 79 タイ ミユキ 長野県

SL-②/一般男子　5部　60才以上　　　 43 ハナフサ シノブ 石川県 80 ハラ フウカ 長野県

7 ナカガミ フミヒコ 愛知県 44 マツイ タケトシ 千葉県 81 カワサキ ワカナ 長野県
8 ウエノ ジュンイチ 石川県 45 ノダ タケシ 東京都 82 カワサキ ヒナ 長野県
9 ササキ アキラ 大阪府 46 ホクカンジ サトル 神奈川県 83 ウラベ マホ 東京都
10 ノナカ コウジ 東京都 47 ニイヤ マコト 高知県 84 ハラ タマキ 長野県
11 オオサカ ノリユキ 愛知県 48 イシダ リュウタ 愛知県 85 タキザワ リコ 長野県
12 ヒライ ノブオ 兵庫県 49 アオキ ジュン 愛知県 86 ノウガワ アイ 和歌山県
13 ウエノ テルユキ 長野県 50 コバヤシ ヒロノリ 千葉県 87 オビナタ キワ 長野県
14 ハラダ タケオ 長野県 51 モリカワ タカフミ 京都府 88 モリタ マイ 埼玉県
15 ホタカ エイジ 長野県 52 サトウ ヨシノリ 東京都 89 ミナトヤ ナナミ 大阪府
16 スガハラ カズヒコ 京都府 53 ナカイ シゲノブ 東京都 90 ウチダ ヒマリ 新潟県
17 カタギリ テツオ 東京都 54 カワベ トシロウ 長野県 91 ウエノ スミレ 長野県
18 アオキ アツヒロ 高知県 55 オオコシ ススム 東京都 92 ハヤシ スズ 大阪府
19 タカハシ マサヤ 東京都 56 ヨコタ タカシ 新潟県 93 イケダ ユメ 和歌山県
20 タナカ ヒトシ 滋賀県 57 ナカジ シンヤ 神奈川県 94 カトウ アイリ 長野県
21 イクシマ ツギオ 東京都 58 ヤスイ アキヒロ 神奈川県 95 ヤマザキ セレナ 長野県
22 オクムラ イサイ 東京都 59 ヤマザキ マコト 福井県 96 アラキ ヒナタ 兵庫県
23 コタニ リョウト 兵庫県 60 マツオカ ヨシフミ 大阪府 97 ササオカ シキ 長野県
24 ソガワ ヒロユキ 徳島県 61 ミゾグチ ヨシヒサ 京都府
25 ユアサ カズジ 徳島県 62 ツチヤ ハルヒサ 愛知県 SL-⑤/小学生男子高学年（４～６年生）
26 トミタ ユウイチロウ 神奈川県 63 オオハシ ヨシアキ 愛知県 98 ハギワラ ルイ 長野県
27 ヤマモト リュウゾウ 和歌山県 64 ミウラ ミチヤ 東京都 99 カワグチ リョウスケ 長野県
28 トオヤマ ヨウイチ 新潟県 65 カワサキ ノブハル 千葉県 100 ササキ ケイイチロウ 長野県
29 エンドウ ミチオ 東京都 66 ハシヅメ トヨシ 京都府 101 アラカワ リュウヘイ 長野県
30 オクダ トモル 愛知県 67 ワダ タツヤ 長野県 102 クドウ アイト 長野県
31 ヤマグチ ヨシノリ 長野県 68 クボタ フミヒコ 神奈川県 103 クズタ オウガ 滋賀県
32 キシキ トヨジ 埼玉県 69 マルヤマ カズヒロ 長野県 104 カトウ ユヅキ 福井県
33 ワシダ シンヤ 兵庫県 70 シバザキ コウジ 茨城県 105 ミヤジマ ユヅキ 長野県
34 アダチ タカヒコ 静岡県 71 イトウ エイショウ 埼玉県 106 ミヤジマ リョウセイ 長野県
35 イグチ ヒロフミ 和歌山県 72 タカギワ コウイチ 兵庫県 107 オビナタ ゼンジ 長野県
36 スギオカ カツヒト 山梨県 73 ヤマサキ　 ヨシオキ 兵庫県 108 ウチノ ギンジ 岐阜県
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109 ヤマザキ リョウスケ 長野県 144 コウノ ユウスケ 東京都 SL-⑩/中学生男子
110 アライ ソウマ 長野県 145 ヨシダ ソウ 長野県 178 ハギワラ トア 長野県
111 コバヤシ テルヒデ 長野県 146 タカハシ ケイスケ 愛知県 179 タイ ハルミ 長野県
112 コバヤシ ヒロキ 長野県 147 サワダ ケン 東京都 180 モテキ リショウ 東京都
113 タケフシ ユウダイ 長野県 148 クボ タカユキ 滋賀県 181 コウノ サトル 東京都
114 オオハチ タイガ 静岡県 149 アゲハリ ヤスヒロ 長野県 182 ナグモ カナタ 新潟県
115 タナカ チヒロ 長野県 150 コダマ ヤスヒロ 長野県 183 イタバシ タケル 新潟県
116 モギ テッペイ 長野県 151 オオノ アツシ 石川県 184 ワタナベ シン 新潟県
117 カナイ コウヤ 新潟県 152 イケダ アキラ 岐阜県 185 モリヤ ダイト 長野県
118 モリタ ヒカル 埼玉県 153 カワムラ ヒロシ 茨城県 186 イノウエ ユキヤ 兵庫県
119 ヒラヤマ コウタロウ 埼玉県 154 オオハチ ジロウ 静岡県 187 カトウ ヒナタ 福井県
120 ヤマモト リュウジ 石川県 155 ヤマモト キョウヘイ 愛知県 188 イシナカ ジンイチロウ 滋賀県
121 コウノ セラ 長野県 156 ウメハラ リュウイチ 兵庫県 189 ナカムラ ダイノ 長野県
122 キタムラ ケイ 長野県 157 ホシ ダイスケ 埼玉県 190 イワサキ タツミ 静岡県
123 ヤマギシ ケイタ 長野県 158 アベ アキヒサ 京都府 191 ヤマウチ ラク 滋賀県
124 ヤマギシ リョウタ 長野県 159 イシグロ ジョウ 奈良県 192 タムラ タイチ 東京都
125 ハヤシ マーティン 兵庫県 160 イケダ カズノリ 和歌山県 193 アライ コウタ 長野県
126 ハヤシ リュウユウ 大阪府 161 ニシワキ ヨシツグ 東京都 194 ウラ カイト 富山県
127 イケダ ジュンセイ 和歌山県 162 コバヤシ シンノスケ 京都府 195 ウラ ユウト 富山県
128 ハタシタ シンノスケ 福井県 163 アラキ セイジ 兵庫県 196 オオノ ミズチ 石川県
129 シノハラ ツヨシ 長野県 164 サワダ チヒロ 東京都 197 イケダ コウタロウ 岐阜県
130 サカイ テッショウ 福井県 198 ウエノ トウイ 岐阜県
131 クレバヤシ リョウガ 東京都 SL-⑧/中学生女子 199 ナカニシ ユウ 岐阜県

165 アラカワ ナツカ 長野県 200 シバザキ ハルヒト 茨城県

SL-⑥/一般女子　2部　30～49才 166 カワヒト マナミ 大阪府 201 ムラカミ セイタロウ 長野県
132 ホリウチ ユカ 長野県 167 クズタ カリナ 滋賀県 202 ソリ カイシュウ 広島県
133 カミヤ クミコ 静岡県 168 ヤマダ ミライ 東京都 203 ヤマモト ギント 石川県
134 ヤマグチ アキ 兵庫県 169 ヤマモト ヨウ 兵庫県 204 コイケ カイガ 長野県

170 ヤマダ サクラ 長野県 205 コイケ トオア 長野県

SL-⑦/一般男子　3部　40～49才 171 スズキ ハルカ 長野県 206 ハタシタ ユウマ 福井県
135 カンケ ミノル 東京都 207 イズカワ タクマ 京都府
136 ダンヅカ マサヒロ 長野県 SL-⑨/一般女子　1部　高校生～29才 208 アラキ リョウガ 兵庫県
137 スナガワ トモカズ 東京都 172 ハヤシ ミキ 愛知県 209 タケダ ショウマ 長野県
138 ヤスダ テルキ 東京都 173 ハシヅメ リノ 京都府 210 ムラカワ コウイチ 京都府
139 ササキ カツノリ 長野県 174 ノリアゲ シホ 栃木県 211 ハットリ ソウマ 長野県
140 ヨシカワ コウジ 東京都 175 キムラ ユウカ 愛知県 212 スギヤマ ユイト 東京都
141 サトウ マコト 東京都 176 マキノ ホノカ 大阪府 213 ミヤザワ タイセイ 新潟県
142 ヤマモト コウ 長野県 177 スズキ サクラ 長野県
143 モテキ トシキ 東京都
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SL-⑪/一般男子　2部　30～39才
214 フジノ ナオキ 埼玉県
215 ニワ ツグモト 愛知県
216 キシウラ ショウ 和歌山県
217 ハヤカワ ユキノリ 愛知県

SL-⑫/一般男子　1部　高校生～29才
218 ヤマナカ シュン 東京都
219 マルシタ ハルキ 高知県
220 オカムラ アクア 新潟県
221 アダチ ソウタ 大阪府
222 アカシ カズヒロ 兵庫県
223 トミタ ユウキ 神奈川県
224 イナバ タカシ 長野県
225 ニホンマツ リョウ 長野県
226 ヤマダ ツバサ 東京都
227 ハマノ コウダイ 東京都
228 シブヤ ケンタロウ 長野県
229 ワダ コウスケ 長野県
230 フジイ ケイタ 茨城県
231 オキハシ トシユキ 福井県
232 スギヤマ ユキヤ 東京都
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