
エントリーNo 参加者（代表者） メンバー エントリーNo 参加者（代表者） メンバー

女子無制限クラス 101 大澤　貴子 男子無制限クラス 150 狩集  雅大

(25名） 102 圓井　珠子 (３８名） 151 久世　斉

103 山口　真理子 152 定廣　和典

104 三上　裕子 153 水嶋  孝久

105 小原　由紀乃 154 崎田　孝文

106 高橋　香織 155 南部  三王

107 高崎　彰子 156 北川　建次

108 片岡  利栄 157 高島　和宏

109 田中　悦子 158 渡瀬　友亮

110 桜木　美咲 159 柴田　達真

111 水野　日香里 160 丸山　茂樹

112 久世　亜矢子 161 小林　隆昭

113 中島  博美 162 松澤  俊行

114 中島  純子 163 柳下　大

115 志村　直子 女子４０歳以上クラス 164 長瀬　朋子

116 佐々木　愛 (10名） 165 佐野　千恵美

117 原  直子 166 木村　初美

118 山田  郁理 167 西原　紀恵

119 金沢  愛希子 168 堀本　睦

120 田島  利佳 169 今野　久美子

121 藤原　涼 170 藤原　和子

122 加藤　ゆう子 171 高野  由紀

123 高橋　美和 172 竹腰　加代子

124 清水　由布子 173 遠山　由貴江

125 小林　美幸 男子４０歳以上クラス 174 木村　聡

男子無制限クラス 126 上條　真哉 (38名） 175 千葉　正基

(３８名） 127 奥村  理也 176 内藤  ヒロオ

128 木村　友佳 177 森川　直洋

129 岩田　聡 178 佐野　弘明

130 谷川　友太 179 木村　佳司

131 前田　洋 180 飯島　誠

132 円井　基史 181 海老沢　正

133 山口　現 182 片川　昭紀

134 岡部　淳 183 須田　剛

135 樽見  典明 184 阿部　昌隆

136 加藤　忍 185 小林　二郎

137 船尾　悟 186 高野　政雄

138 平山　友啓 187 石川　昌

139 小野田　剛太 188 堀本　洋

140 内藤　愉孝 189 今野　若男

141 荒居　孝紀 190 長谷川　照恭

142 石川 渓一郎 191 藤原　俊也

143 安保 祥一郎 192 永瀬　真一

144 滝本　拓央 193 伊藤　誠厚

145 沢　厚太郎 194 伊藤　哲夫

146 入谷　一耕 195 土屋　晴彦

147 永松　敦 196 遠山　敏幸

148 棚橋　是之 197 中野　茂暢

149 岩瀬　政彦 198 石井　龍男
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５５チャレンジクラス ５５チャレンジクラス



エントリーNo 参加者（代表者） メンバー エントリーNo 参加者（代表者） メンバー

男子４０歳以上クラス 199 加藤　昭治 一般組 401 川村　喜子

(38名） 200 船戸　温郎 (6組13名） 安池　清徳

201 高岸  利孝 402 安池　秀徳

202 野澤  建央 渡辺　朋子

203 小川　昌太郎 403 藪下　泰弘

204 小倉　秀一 山本  悠之介

205 福田　雅秀 404 草野　泉

206 堀江　昌展 中川　宏典

207 荒井  正敏 石塚　亮介

208 斎藤　和助 405 金子　竜太

209 加藤　昭次 金子　順子

210 足立　辰彦 406 奥村　勝

211 中村　成伸 内田　とも子

女子6０歳以上クラス 212 石田　美代子 家族組 501 森田　茂樹

(2名） 213 若松　リツ子 (1組4名） 森田　松枝

男子6０歳以上クラス 214 石田　亘宏 森田　剛志

(16名） 215 小幡　昭次 森田　真実

216 若松　英雄

217 大場　隆夫

218 伊藤　英夫

219 伊東　洋一郎 応援宿泊の方 岩田　佳枝

220 高橋　厚 岩田　竣冴

221 岡野　英雄 岩田　暁人

222 小野　盛光 岩田　幸花

223 北浦　長久 伊藤　幸子

224 藤田　和男 伊東　加代子

225 宮林　修 片川　容子

226 早川　征志 片川　絢理

227 宮田　敏雄 片川　琴那

228 金子　八三 岡野　光枝

229 小橋　至 清田  弓美子

家族組 301 上田　浩嗣 清田  ちひろ

(5組11名） 上田　皓一朗 棚橋　由美子

302 西崎　稔　

西崎　薫

303 高野  純一

高野  航希

304 清田  知有

清田  道大

305 宮崎　愛海

宮崎  崇徳

宮崎  寿美子
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