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田中　裕也 田中　裕也 堀川　奈緒子 徳丸　博之 岡部　恵理子 蒲生　清

札幌市 堀川　奈緒子 秋本　恭幸 富田　有加 川端　克利 佐藤　真由美 田中　俊充

松下　祐介 山下　ちなみ ※

若月　好次 本田　力 佐々木　裕子 石塚　式美 澤田　美幸 杉山　展一

帯広市 横山　綾香 山口　智章 高田　佳那 松本　純典 小田るり子 椎田　文一

横山　綾香 若月　好次

熊谷　利秋 川越　史 本多　彩乃 木村　智彦 青松　清子 熊谷　利秋

青森市 木村　智彦 先﨑　絃 濱谷　菜緒 千葉　健夫 越田　幸代 塚本　謙二

※7/5変更 嵒瀬　拓磨

八橋　徹英 谷地　隼人 小原　結実 本多　好郎 小田島　洋子 八橋　徹英

盛岡市 千田　慎也 柳田　直人 小原　由愛 佐々木　裕一 酒井　裕子 麓　隆一

※7/19変更 千田　慎也

井上　泰正 今泉　壮規 橘　梨子 田村　英夫 大塚　由弥子 吾妻　久泰

郡山市 今泉　壮規 橘　清孝 濵村　圭希 近藤　恭 熊田　利恵子 井上　啓之

※7/19変更 渡邉　健司

阿久津　定之 佐藤　政大 松重　貴子 阿久津　定之 白石　順子 久郷　長男

宇都宮市 白石　順子 狩谷　大樹 上吉原　あい 福田　裕之 斎藤　裕美子 田村　貞明

※7/19変更 青木　亮 ※ 関谷　里佳子

石田　洋平 石田　洋平 鎌田　桂子 浦田　幹男 清水　由美子 澗田　雅之

さいたま市 鎌田　桂子 木村　貴大 多田　奈央 塩澤　正樹 尾形　愛美 菅野　敦

游　シャンホン 松本　あさみ

原口　浩二 豊田　聖矢 涌井　真耶 原口　浩二 斉藤　綾子 中山　晴彦

松戸市 中山　晴彦 高石　康作 金子　真理子 金子　純也 小山　結子 山田　啓司

※7/17変更 林　大智 大内　まゆみ

榎本　正一 竹島　駿朗 ※ 大竹　志歩 ※ 佐藤　幸裕 山川　恵 廣岡　孝通

東京都豊島区 堀江　真一 菊池　玄吾 ※ 難波　沙樹子 辻　孝彦 雨川　あふみ 武田　彰

※7/5変更

小林　修 宮下　誠史 宮川　真身 古谷　博 柴崎　洋子 赤池　良治

甲府市 小林　修 岡　英樹 井上　陽 萩原　公康 中西　はつき 小林　修

※7/19変更 矢崎　仁 山下　均

紅谷　良弘 岡　睦 西尾　友里 井手　英治 青山　恵子 有本　英樹

豊田市 斉藤　寿世 船津　大輔 中西　彩梨 喜多　忠治 冨岡　波江 宮川　正夫

紅谷　良弘

磯辺　和正 鵜飼　元一 田島　杏奈 神谷　富隆 長尾　明世 加賀見　渡

岐阜市 神谷　富隆 古田　陸人 ※ 青木　柚里香 ※ 國井　俊宏 細川　まり子 小板　雅之

※7/19変更 長崎　勇樹 ※ 磯辺　和正

岸田　尚二 矢野　洋 義基　環 岸田　尚二 伊藤　知子 上野　泰

四日市市 山本　雄太 小澤　佳那子 本田　徳実 梅田　明子 池田　覚

朝比奈　早瀬 松田　彩花

本田　均 豊野　拓也 ※ 品田　祐希 ※ 田村　和明 笹川　澄枝 伊藤　昌彦

新潟市 横山　悟 目黒　優貴 ※ 植木　千尋 ※ 加藤　直樹 品田　啓子 山田　義正

神田　匡晴 森口　新悟 佐伯　志織 ※ 大石　吉規 山木　葉子 神田　匡晴

富山市 八ツ橋　幸代 前田　修吾 大間知　志保 ※ 高井　誠俊 八ツ橋　幸代 伏喜　裕久

杉森　駿 ※

川﨑　雅司 秋山　竜一 井上　愛 ※ 川﨑　雅司 増永　由香里 大谷　伸義

福井市 秋山　竜一 川﨑　翔平 ※ 菅村　恵里香 ※ 三仙　陽一 垣内　清美 森田　末廣
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都市名 一般男子 一般女子

ベテラン1部 ベテラン1部 ベテラン2部

男　子 女　子 男　子

奥田　豊 浦上　武大 今西　美晴 西村　昌晃 土屋　章子 堤　勝弘

京都市 西村　友貴 森　友香 駒田　晋吾 堀江　弘美 松本　千秋

※7/19変更 奥田　豊

松鵜　裕児 横山　郁 北山　由佳 高橋　雅夫 城戸　文代 松鵜　裕児

大阪市 高橋　雅夫 荒堀　竜喜 濱崎　歩 岡田　孝史 髙田　恵子 島田　茂樹

※7/4変更 今村　宗士 西尾　優子

板垣　建治 渡利　領介 岡﨑　恵美 西端　泰宏 松井　理加 矢野　義登

和歌山市 園村　良子 谷野　謙次 西本　早希 辻垣内　亨夫 大谷　昌子 西浦　雅美

※7/19変更

角田　博幸 沼野　孝彰 小笹　衣利可 平井　豊 角　元子 屋代　春幸

神戸市 才木　理絵 角田　博幸 才木　理絵 岩城　吉夫 若竹　智佳恵 木下　嘉夫

澁谷　祐樹 松尾　真央

森　美樹夫 平　真弥 西　愛美 滝沢　清 八木　洋子 福森　達之

倉敷市 坂本　純一 駒牧　由起子 大熊　亮 橘　留美子 森　美樹夫

※7/19変更

高橋　由啓 平岡　晃信 宮本　真美 ※ 鶴我　盛裕 中川　まみ 西田　雄二

広島市 中川　まみ 小林　太郎 ※ 磯村　ひとみ 宮地　達哉 国広　順子 佐々木　俊雄

※6/22変更 中川　優介

廣石　睦 寺本　嵩史 吉原　優子 藤田　康忠 部谷　深雪 廣石　睦

山口市 伊藤　忠則 松村　駿 長　布沙子 伊藤　忠則 寺尾　直美 藤岡　修美

※7/19変更

廣田　邦義 岡崎　康太 吉田　恵美 ※ 東原　忍 田村　祐子 廣田　邦義

高松市 入倉　啓二 多田　健人 二條　真実 ※ 岸本　正彦 石田　雅代 入倉　啓二

切詰　魁 渡邊　夕貴 ※

中岡　紳治 中岡　紳治 中村　絵里香 山田　辰巳 竹島　哲子 中山　景示

松山市 中村　絵里香 日下部　聡 幸島　千尋 石川　淳徳 白石　恵理子 萩森　明

八木　佑介 徳永　早夏

沖田　栄子 竹田　誠 秦　綾花 瀬川　幹生 黒石　友子 石元　光典

高知市 橋田　哲史 西内　優子 武本　和宏 上地　貴子 沼本　敏

前田　彩華

小野　高寛 永富　康太郎 ※ 下田　悠里 ※ 飯倉　博司 宮田　道子 入倉　博

大分市 栗原　悠輔 ※ 佐藤　愛里 ※ 渡辺　正幸 三浦　かおる 伊藤　明

※6/21変更

清水　一宏 本間　一弥 ※ 清水　咲子 ※ 黒木　雄次 鈴木　美代子 清水　一宏

宮崎市 井上　貴博 ※ 荒木　史織 ※ 高田　信史 三隅　由美 永易　修一

清山　正美 徳重　孝典 鶴薗　望 赤﨑　昭一 宮原　祥子 清山　正美

鹿児島市 中迎　昌三 前田　義明 ※ 日笠山　由貴 ※ 冨松　茂一 井ノ上　久代 西元　勇

※7/19変更 堂下　航 淵脇　美幸

岡崎　崇徳 酒井　祐樹 梅田　さやか 木村　政男 ヘルナンデス　薫 大浦　康隆

山田　悠一 喜多　文明 守屋　友里加 中嶋　俊一 佐藤　芳香 清板　紳一郎

30

今野　健雄 西村　泰絋 亀山　紋奈 齋藤　太一 一色　智美 中嶋　俊彦

前橋　直人 鷲見　由佳 八田　拓也 田中　ゆかり 倉島　英造

31 辻村　有佑

松永　雅俊 山口　大輝 ※ 酒井　優理子 橋本　大治 權藤　和己 本村　保彦

大出　康仁 斉藤　志緒美 井坂　恒二郎 宮崎　寿恵美 振角　俊一

32 松永　雅俊 浮辺　千秋
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