
bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回りリズム変化　スタートリスト 開催日：2023/02/04

40歳～49歳の部（男子） 1 班

1 吉田 太治 ヨシダ タイジ 46 岐阜県

2 阿部 友宏 アベトモヒロ 41 静岡県

3 雪本 大輔 ユキモト ダイスケ 46 大阪府

4 志賀 悟史 シガ サトシ 45 埼玉県

5 高野 圭介 タカノ ケイスケ 50 長野県

6 坂井 宏行 サカイ ヒロユキ 40 神奈川

7 野々宮 秀明 ノノミヤ ヒデアキ 44 北海道

8 藤森 政彦 フジモリ マサヒコ 49 東京都

9 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ 49 東京都

10 野原 千春 ノハラ チハル 40 東京都

11 櫻田 貴 サクラダ タカシ 46 福島県

12 黒川 陽二郎 クロカワ ヨウジロウ 42 石川県

13 荒川 知樹 アラカワ トモキ 47 兵庫県

14 山本 貴英 ヤマモト タカヒデ 46 兵庫県

15 尾花 淳 オバナ ジュン 49 東京都

16 平岡 民好 ヒラオカ タミヨシ 44 京都府

40歳～49歳の部（男子） 2 班

17 藤井 晃 フジイ アキラ 48 青森県

18 中尾 光太 ナカオ コウタ 41 愛知県

19 高倉 慎弥 タカクラ シンヤ 43 静岡県

20 新保 和明 シンボ カズアキ 49 東京都

21 岡 康成 オカ ヤスナリ 47 栃木県

22 井川 真吉 イガワ シンキチ 49 茨城県

23 三浦 順 ミウラ ジュン 46 東京都

24 小川 芳正 オガワ ヨシマサ 47 奈良県

25 朝倉 英夫 アサクラ ヒデオ 50 福島県

26 畑 裕一 ハタ ユウイチ 48 大阪府

27 平野 宏和 ヒラノ ヒロカズ 45 富山県

28 大久保 英季 オオクボ ヒデキ 45 神奈川

29 葛西 俊之 カサイ トシユキ 41 千葉県

30 井上 功 イノウエ イサオ 45 宮崎県

31 高部 茂生 タカベ シゲオ 42 愛知県

32 國本 貴之 クニモト タカユキ 49 長野県

50歳～54歳の部（男子） 3 班

33 木原 直人 キハラ ナオト 51 神奈川

34 吉田 信夫 ヨシダ ノブオ 53 東京都

35 岩田 歩 イワタ アユム 52 富山県

36 渡辺 徹 ワタナベ トオル 53 愛知県
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37 鈴木 太成 スズキ ヒロナリ 54 愛知県

38 矢野 貴広 ヤノ タカヒロ 51 福岡県

39 玉置 琢也 タマキ タクヤ 53 東京都

40 小林 一也 コバヤシ カズヤ 51 北海道

41 髙子 博司 タカコ ヒロシ 55 宮城県

42 内藤 一広 ナイトウ カズヒロ 51 宮城県

43 内田 格 ウチダ イタル 50 茨城県

44 杉江 宏之 スギエ ヒロユキ 54 富山県

45 清水 久裕 シミズ ヒサヒロ 54 東京都

46 富澤 正道 トミザワ マサミチ 51 東京都

47 本多 正之 ホンダ マサユキ 51 茨城県

50歳～54歳の部（男子） 4 班

48 高阪 裕貴 コウサカ ヒロキ 50 滋賀県

49 石川 哲也 イシカワ テツヤ 51 埼玉県

50 齋藤 潔 サイトウ キヨシ 51 群馬県

51 江口 武志 エグチ タケシ 52 新潟県

52 室岡 武 ムロオカ タケシ 51 愛知県

53 風間 明人 カザマ アキヒト 50 長野県

54 川野 達也 カワノ タツヤ 52 東京都

55 上杉 護 ウエスギ マモル 50 埼玉県

56 花木 孝吉 ハナキ タカヨシ 52 愛知県

57 室賀 秀一 ムロガ シュウイチ 51 長野県

58 小野 隆 オノ タカシ 54 群馬県

59 山名 康宣 ヤマナ ヤスノブ 50 大阪府

60 阿部 淳 アベ アツシ 52 新潟県

61 西原 伸昭 ニシハラ ノブアキ 52 茨城県

62 清水 兼光 シミズ カネミツ 51 埼玉県

55歳～59歳の部（男子） 5 班

63 山崎 幸雄 ヤマザキ ユキオ 59 東京都

64 山田 憲司 ヤマダ ケンジ 55 宮城県

65 木附沢 正男 キツケザワ マサオ 59 岩手県

66 仲亀 雅己 ナカガメ マサミ 56 神奈川

67 濱野 眞行 ハマノ マサユキ 56 東京都

68 長野 毅 ナガノ ツヨシ 56 千葉県

69 恩田 裕輔 オンダ ユウスケ 58 千葉県

70 後藤 浩 ゴトウ ヒロシ 59 山形県

71 東城 久和 トウジョウ ヒサカズ 56 大阪府

72 鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 55 宮城県

73 田中 達雄 タナカ タツオ 56 千葉県

74 石川 禅 イシカワ ユズル 56 神奈川
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75 大橋 啓祐 オオハシ ケイスケ 55 東京都

76 堀居 浩和 ホリイ ヒロカズ 58 長野県

77 濱田 幸一 ハマダ コウイチ 56 埼玉県

78 神崎 清志 カンザキ キヨシ 55 東京都

79 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 58 山梨県

80 田中 将徳 タナカ マサノリ 56 大阪府

81 吉本 周 ヨシモト マコト 59 千葉県

82 一ノ木 光治 イチノキ コウジ 55 三重県

83 小枝 法弘 コエダ ノリヒロ 58 栃木県

84 青山 和敏 アオヤマ カズトシ 56 愛知県

85 立川 真治 タチカワ シンジ 56 愛知県

55歳～59歳の部（男子） 6 班

86 今福 勝 イマフク マサル 57 山梨県

87 小林 昭二 コバヤシ ショウジ 56 長野県

88 梶 昌弘 カジ マサヒロ 58 東京都

89 山口 賢吾 ヤマグチ ケンゴ 55 長野県

90 下野 主税 シモノ チカラ 56 三重県

91 淀縄 澄人 ヨドナワスミト 57 茨城県

92 二之宮 弘道 ニノミヤ ヒロミチ 56 新潟県

93 澁谷 大介 シブヤ ダイスケ 56 愛知県

94 辻野 泰行 ツジノ ヤスユキ 56 北海道

95 池田 正 イケダ タダシ 59 長野県

96 大濱 志津雄 オオハマ シズオ 57 滋賀県

97 舘内 潤 タテウチ ジュン 59 宮城県

98 矢澤 正雄 ヤザワ マサオ 57 長野県

99 市川 慎一朗 イチカワ シンイチロウ 57 東京都

100 古谷 啓志 フルヤ ヒロシ 55 静岡県

101 田中 悟広 タナカ サトヒロ 56 京都府

102 五藤 伸賢 ゴトウシンケン 58 愛知県

103 森 仁徳 モリ キミノリ 56 愛知県

104 二宮 東名 ニノミヤ ハルナ 56 東京都

105 赤塚 典之 アカツカ ノリユキ 58 北海道

106 光岡 主税 ミツオカ チカラ 57 愛知県

107 石川 陽一 イシカワ ヒロカズ 57 埼玉県

108 大澤 敬造 オオサワ ケイゾウ 57 東京都

60歳～64歳の部（男子） 8 班

123 長澤 宏 ナガサワ ヒロシ 62 長野県

124 新森 信幸 シンモリ ノブユキ 63 島根県

125 井出 文洋 イデ フミヒロ 61 長野県

126 銭谷 安志 ゼニヤ ヤスシ 61 北海道
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127 橋本 順次 ハシモト ジュンジ 64 大阪府

128 神原 新一 カンバラ シンイチ 64 長野県

129 横山 隆 ヨコヤマ タカシ 63 福岡県

130 山本 均 ヤマモト ヒトシ 60 石川県

131 片岡 重人 カタオカ シゲト 60 石川県

132 和田 功 ワダ イサオ 62 神奈川

133 上野 輝幸 ウエノ テルユキ 62 長野県

134 塚越 ツカゴシ 62 北海道

135 中村 博司 ナカムラ ヒロシ 61 三重県

136 中野 浩史 ナカノ コウシ 61 茨城県

60歳～64歳の部（男子） 7 班

109 中根  仁 ナカネ ヒトシ 60 静岡県

110 市村 芳二 イチムラ ヨシジ 64 茨城県

111 宮田 泰徳 ミヤタ ヤスノリ 61 愛知県

112 山本 博智 ヤマモト ヒロノリ 62 福井県

113 林 哲也 ハヤシ テツヤ 62 東京都

114 岡村 洋司 オカムラ ヨウジ 61 新潟県

115 山崎 錦往 ヤマザキ カネヒサ 63 長野県

116 細田 明 ホソダ アキラ 60 島根県

117 佐野 勝 サノ マサル 60 山梨県

118 金井 久 カナイ ヒサシ 61 埼玉県

119 高橋 良和 タカハシ ヨシカズ 61 千葉県

120 徳竹 直美 トクタケ ナオミ 60 東京都

121 本田 廣尚 ホンダ ヒロヒサ 62 岐阜県

122 名取 芳春 ナトリ ヨシハル 60 山形県

65歳以上の部（男子） 10 班

153 大立 英二 オオダチ エイジ 71 愛知県

154 山﨑 茂 ヤマザキ シゲル 70 長野県

155 金光 淳一 コンコウ ジュンイチ 67 東京都

156 中嶋 佐喜雄 ナカシマ サキオ 74 東京都

157 山本 洋一 ヤマモト ヨウイチ 81 奈良県

158 木本 晶 キモト アキラ 70 三重県

159 水野 隆 ミズノ タカシ 68 愛知県

160 中條 郁 チュウジョウ ヒサシ 67 京都府

161 稲場 久和 イナバ ヒサカズ 68 島根県

162 松下 唯夫 マツシタ タダオ 82 滋賀県

163 原田 賢一 ハラダ ケンイチ 65 宮城県

164 田中 博充 タナカ ヒロミツ 68 長野県

165 室 義明 ムロ ヨシアキ 70 広島県

166 山田 明 ヤマダ アキラ 74 愛知県
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167 高田 和幸 タカタ カズユキ 72 広島県

65歳以上の部（男子） 9 班

137 村田 栄 ムラタ サカエ 75 愛知県

138 横山 貢 ヨコヤマ ミツグ 71 長野県

139 恒川 勇 ツネカワ イサム 78 愛知県

140 米田 研司 ヨネダ ケンジ 65 福井県

141 石黒 鐘義 イシグロ カネヨシ 78 愛知県

142 島﨑 実 シマサキ ミノル 66 高知県

143 徳竹 利春 トクタケ トシハル 72 長野県

144 川辺 金光 カワベ カネミツ 70 秋田県

145 鈴木 勉 スズキツトム 70 神奈川

146 近藤 哲二郎 コンドウ テツジロウ 70 京都府

147 恩地 博 オンチ ヒロシ 72 東京都

148 川尻 知幸 カワジリ トモユキ 65 富山県

149 大橋 幸一 オオハシ コウイチ 76 三重県

150 森田 憲史 モリタ ノリフミ 70 東京都

151 木ノ原 敬久 キノハラ タカヒサ 70 大阪府

152 小林 恒重 コバヤシ ツネシゲ 66 長野県

40歳～54歳の部（女子） 12 班

178 野地 加寿子 ノヂ カズコ 47 神奈川

179 清水 章子 シミズ アキコ 49 東京都

180 小林 郁玖実 コバヤシ イクミ 42 富山県

181 齊藤 陽子 サイトウ ヨウコ 52 山形県

182 田原 典子 タハラ ノリコ 44 埼玉県

183 大坪 純子 オオツボ ジュンコ 47 三重県

184 徳田 久美 トクダ クミ 50 広島県

185 池田 麻里 イケダ マリ 46 北海道

186 池田 明子 イケダ アキコ 54 長野県

40歳～54歳の部（女子） 11 班

168 工藤 星子 クドウ セイコ 50 愛知県

169 斉藤 千恵 サイトウ チエ 44 埼玉県

170 勝田 佳奈 カツダ カナ 46 滋賀県

171 石田 貴子 イシダ タカコ 51 東京都

172 篠原 実加 シノハラ ミカ 53 滋賀県

173 今岡 千春 イマオカ チハル 40 富山県

174 岡根 美峰子 オカネ ミホコ 53 秋田県

175 髙橋 美妃 タカハシ ミキ 52 埼玉県

176 玉置 桂子 タマキ ケイコ 53 東京都

177 稲川 眞利子 イナガワ マリコ 54 埼玉県
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55歳～59歳の部（女子） 14 班

191 片岡 美樹 カタオカ ミキ 58 石川県

192 宮川 まゆみ ミヤガワ マユミ 59 長野県

193 大塚 幸代 オオツカ サチヨ 55 福岡県

194 小野 香 オノ カオリ 57 群馬県

195 岩田 顕子 イワタ アキコ 59 東京都

55歳～59歳の部（女子） 13 班

187 小池 晴美 コイケ ハルミ 58 群馬県

188 高橋 弘美 タカハシ ヒロミ 55 千葉県

189 山本 智恵美 ヤマモト チエミ 58 愛知県

190 大津 郁子 オオツ イクコ 56 長野県

60歳以上の部（女子） 16 班

199 金光 朗子 コンコウ アキコ 62 東京都

200 中嶋 篤子 ナカジマ アツコ 71 東京都

201 木ノ原 真由美 キノハラ マユミ 60 大阪府

60歳以上の部（女子） 15 班

196 林 恵子 ハヤシ ケイコ 60 東京都

197 澁谷 初枝 シブヤ ハツエ 60 埼玉県

198 水谷 一恵 ミズタニ カズエ 65 埼玉県
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