
ジュニア⼥⼦_BIB 1〜BIB 8
BIB クラス ⽒名 性別 都道府県

1 ジュニアクラス⼥⼦ 廣瀬 舞⾳ ⼥性 神奈川県
2 ジュニアクラス⼥⼦ 堀⼝ あかり ⼥性 東京都
3 ジュニアクラス⼥⼦ ⽯橋 環芽 ⼥性 神奈川県
4 ジュニアクラス⼥⼦ 宮島 ⽇向⼦ ⼥性 ⻑野県
5 ジュニアクラス⼥⼦ 佐藤 ⾶⿃ ⼥性 ⻑野県
6 ジュニアクラス⼥⼦ ⼩宮 礼乃 ⼥性 東京都
7 ジュニアクラス⼥⼦ ⽵ノ内 蒼空 ⼥性 東京都
8 ジュニアクラス⼥⼦ 塩澤 たまき ⼥性 東京都



ジュニア男⼦_BIB 9〜BIB26
BIB クラス ⽒名 性別 都道府県

9 ジュニアクラス男⼦ ⼩⼭ 莉央 男性 ⻑野県
10 ジュニアクラス男⼦ 佐々⽊ 福太朗 男性 神奈川県
11 ジュニアクラス男⼦ 永井 宏明 男性 ⻑野県
12 ジュニアクラス男⼦ ⼩⼭ 詮 男性 神奈川県
13 ジュニアクラス男⼦ ⼟屋 俊滋 男性 ⻑野県
14 ジュニアクラス男⼦ 由井 聖 男性 ⻑野県
15 ジュニアクラス男⼦ ⻄尾 嘉⼈ 男性 岐⾩県
16 ジュニアクラス男⼦ 植野 冬偉 男性 岐⾩県
17 ジュニアクラス男⼦ 相⽥ 凌舞 男性 栃⽊県
18 ジュニアクラス男⼦ 吉澤 空柊 男性 ⻑野県
19 ジュニアクラス男⼦ 松井 颯之介 男性 静岡県
20 ジュニアクラス男⼦ ⼩⼭ 暖 男性 神奈川県
21 ジュニアクラス男⼦ 城下 和 男性 ⻑野県
22 ジュニアクラス男⼦ 野川 爽良 男性 ⻑野県
23 ジュニアクラス男⼦ 平⽥ 慎吉 男性 千葉県
24 ジュニアクラス男⼦ 原⽥ 昊耶 男性 東京都
25 ジュニアクラス男⼦ タンポス 悠⼈ 男性 ⼭梨県
26 ジュニアクラス男⼦ ⽯中 仁⼀郎 男性 滋賀県



チャレンジ⼥⼦_BIB 27〜BIB 37
BIB クラス ⽒名 性別 都道府県

27 チャレンジクラス⼥⼦ ⽮澤 皓⼦ ⼥性 東京都
28 チャレンジクラス⼥⼦ ⼩林 奈央 ⼥性 神奈川県
29 チャレンジクラス⼥⼦ ⼤林 敬⼦ ⼥性 ⻑野県
30 チャレンジクラス⼥⼦ ⾓ 裕貴⼦ ⼥性 神奈川県
31 チャレンジクラス⼥⼦ ⼤柴 初枝 ⼥性 ⼭梨県
32 チャレンジクラス⼥⼦ 瀧澤 早苗 ⼥性 ⻑野県
33 チャレンジクラス⼥⼦ 菅野 明⼦ ⼥性 神奈川県
34 チャレンジクラス⼥⼦ ⼤塚 幸恵 ⼥性 ⻑野県
35 チャレンジクラス⼥⼦ 平野 ⿇紀⼦ ⼥性 ⻑野県
36 チャレンジクラス⼥⼦ 野⼝ 明代 ⼥性 東京都
37 チャレンジクラス⼥⼦ 清⽔ ⿇⾥⼦ ⼥性 東京都



チャレンジ⼥⼦_BIB  38〜BIB 68
BIB クラス ⽒名 性別 都道府県

38 チャレンジクラス男⼦ 永井 秀明 男性 ⻑野県
39 チャレンジクラス男⼦ 佐藤 和正 男性 ⼭梨県
40 チャレンジクラス男⼦ 近藤 祐弥 男性 東京都
41 チャレンジクラス男⼦ 桑原 ⼀則 男性 東京都
42 チャレンジクラス男⼦ 塩野 孝春 男性 ⼭梨県
43 チャレンジクラス男⼦ ⽥中 敏夫 男性 東京都
44 チャレンジクラス男⼦ 槌屋 孝浩 男性 ⼭梨県
45 チャレンジクラス男⼦ 藤原 秀⽣ 男性 東京都
46 チャレンジクラス男⼦ ⽊原 直⼈ 男性 神奈川県
47 チャレンジクラス男⼦ ⼩林 隆雄 男性 ⻑野県
48 チャレンジクラス男⼦ ⽵川 俊太郎 男性 東京都
49 チャレンジクラス男⼦ 辻 敏晴 男性 岐⾩県
50 チャレンジクラス男⼦ 牧野 英敏 男性 東京都
51 チャレンジクラス男⼦ 奥村 俊⽂ 男性 神奈川県
52 チャレンジクラス男⼦ 尾林 秀俊 男性 東京都
53 チャレンジクラス男⼦ 宮本 佳則 男性 埼⽟県
54 チャレンジクラス男⼦ 荒井 信章 男性 神奈川県
55 チャレンジクラス男⼦ 加治 淳⼀ 男性 東京都
56 チャレンジクラス男⼦ 松川 真 男性 ⼭梨県
57 チャレンジクラス男⼦ ⼤村 ⼤ 男性 神奈川県
58 チャレンジクラス男⼦ 佐藤 崇 男性 富⼭県
59 チャレンジクラス男⼦ 遠藤 和樹 男性 神奈川県
60 チャレンジクラス男⼦ ⼟屋 ⽂明 男性 ⼭梨県
61 チャレンジクラス男⼦ 鍋島 広明 男性 神奈川県
62 チャレンジクラス男⼦ 有路 泰介 男性 神奈川県
63 チャレンジクラス男⼦ 伴⽥ 隆⼀ 男性 埼⽟県
64 チャレンジクラス男⼦ ⽻⽥ 和正 男性 ⼭梨県
65 チャレンジクラス男⼦ 塚越 誠 男性 ⻑野県
66 チャレンジクラス男⼦ 堀⼝ 秀幸 男性 東京都
67 チャレンジクラス男⼦ 草薙 駿 男性 ⻑野県
68 チャレンジクラス男⼦ ⾓ 鉄也 男性 神奈川県



オープン⼥⼦_BIB 69〜BIB 78
BIB クラス ⽒名 性別 都道府県

69 オープンクラス⼥⼦ ⼯藤 星⼦ ⼥性 愛知県
70 オープンクラス⼥⼦ 清⽔ 章⼦ ⼥性 東京都
71 オープンクラス⼥⼦ 藤⽥  愛佳 ⼥性 栃⽊県
72 オープンクラス⼥⼦ 飯⽥ 貴⼦ ⼥性 埼⽟県
73 オープンクラス⼥⼦ ⽔野 愛菜 ⼥性 北海道
74 オープンクラス⼥⼦ ⼩澤 嘉菜 ⼥性 栃⽊県
75 オープンクラス⼥⼦ ⼑禰 浩⼦ ⼥性 東京都
76 オープンクラス⼥⼦ 渡辺 悦⼦ ⼥性 ⼭梨県
77 オープンクラス⼥⼦ 村⽥ 摩⼦ ⼥性 愛知県
78 オープンクラス⼥⼦ 岡村 智美 ⼥性 東京都



オープン男⼦_BIB 79〜BIB 170
BIB クラス ⽒名 性別 都道府県

79 オープンクラス男⼦ 北島 弘樹 男性 ⻑野県
80 オープンクラス男⼦ 佐藤 敏之 男性 群⾺県
81 オープンクラス男⼦ 星野 努 男性 神奈川県
82 オープンクラス男⼦ 岡本 幸雄 男性 埼⽟県
83 オープンクラス男⼦ 三島⽊ 勇哉 男性 ⼭梨県
84 オープンクラス男⼦ 清⽔ 良⼀ 男性 埼⽟県
85 オープンクラス男⼦ ⼤澤 敬造 男性 東京都
86 オープンクラス男⼦ 古⾕ 啓志 男性 静岡県
87 オープンクラス男⼦ 安達 ⼀⼼ 男性 群⾺県
88 オープンクラス男⼦ 嶋崎 隆弘 男性 ⻑野県
89 オープンクラス男⼦ 割⽥ 和弘 男性 ⼭梨県
90 オープンクラス男⼦ 井上 靖彦 男性 ⼭梨県
91 オープンクラス男⼦ 柴 和浩 男性 神奈川県
92 オープンクラス男⼦ 熊⾕ 充弘 男性 神奈川県
93 オープンクラス男⼦ 林 昭三 男性 東京都
94 オープンクラス男⼦ 村⼭ ⾼志 男性 埼⽟県
95 オープンクラス男⼦ 斎藤 森太郎 男性 東京都
96 オープンクラス男⼦ 飴野 拓 男性 兵庫県
97 オープンクラス男⼦ ⼤崎 和也 男性 静岡県
98 オープンクラス男⼦ 柴⽥ 徹 男性 東京都
99 オープンクラス男⼦ ⽥所 和彦 男性 茨城県

100 オープンクラス男⼦ ⼩御⾨ 孝明 男性 愛知県
101 オープンクラス男⼦ 坂本 ⼀展 男性 埼⽟県
102 オープンクラス男⼦ 武藤 隼規 男性 岐⾩県
103 オープンクラス男⼦ 樋⼝ 雄太 男性 東京都
104 オープンクラス男⼦ 太⽥ 義徳 男性 ⼭梨県
105 オープンクラス男⼦ 岩井 淳⾏ 男性 東京都
106 オープンクラス男⼦ 杉本 弘道 男性 埼⽟県
107 オープンクラス男⼦ 坂本 ⼀展 男性 埼⽟県
108 オープンクラス男⼦ 清⽔ 久裕 男性 東京都
109 オープンクラス男⼦ 加藤 翔 男性 ⻑野県
110 オープンクラス男⼦ 和栗 伸治 男性 神奈川県
111 オープンクラス男⼦ 柿沼 良幸 男性 栃⽊県
112 オープンクラス男⼦ ⽶良 有⽞ 男性 千葉県
113 オープンクラス男⼦ ⼩林  正紀 男性 群⾺県
114 オープンクラス男⼦ 板倉 延弘 男性 埼⽟県
115 オープンクラス男⼦ ⼩澤 ⼤志 男性 ⼭梨県
116 オープンクラス男⼦ 安達 善彦 男性 ⼭梨県



117 オープンクラス男⼦ 篠⽥ 耕司郎 男性 東京都
118 オープンクラス男⼦ ⼩澤 茂久 男性 ⻑野県
119 オープンクラス男⼦ ⻑岡 政康 男性 群⾺県
120 オープンクラス男⼦ 益井 海⽃ 男性 千葉県
121 オープンクラス男⼦ ⽇野 修平 男性 埼⽟県
122 オープンクラス男⼦ 増⽥ 毅 男性 埼⽟県
123 オープンクラス男⼦ 不破 貴⾏ 男性 富⼭県
124 オープンクラス男⼦ 内⽥ 宗良 男性 埼⽟県
125 オープンクラス男⼦ 後藤 直樹 男性 東京都
126 オープンクラス男⼦ ⽊次 流姫 男性 ⼭梨県
127 オープンクラス男⼦ 渡邉 ⼤輔 男性 東京都
128 オープンクラス男⼦ 遠藤 和希 男性 ⻑野県
129 オープンクラス男⼦ 志村 僚 男性 東京都
130 オープンクラス男⼦ 駒井 瑛匡 男性 神奈川県
131 オープンクラス男⼦ 荒井 俊樹 男性 埼⽟県
132 オープンクラス男⼦ 上杉 護 男性 埼⽟県
133 オープンクラス男⼦ ⼟橋 史典 男性 静岡県
134 オープンクラス男⼦ 福島 芳樹 男性 神奈川県
135 オープンクラス男⼦ 村⽥ 記章 男性 愛知県
136 オープンクラス男⼦ 佐々⽊ 章夫 男性 東京都
137 オープンクラス男⼦ 佐野 勝 男性 ⼭梨県
138 オープンクラス男⼦ 髙⾒澤 朋⽣ 男性 ⼭梨県
139 オープンクラス男⼦ 川添 響 男性 神奈川県
140 オープンクラス男⼦ 新海 寛和 男性 ⻑野県
141 オープンクラス男⼦ ⼤根 康之 男性 東京都
142 オープンクラス男⼦ ⽯橋 蒼⼟ 男性 神奈川県
143 オープンクラス男⼦ 横⼭ 武志 男性 東京都
144 オープンクラス男⼦ 武藤 直広 男性 愛知県
145 オープンクラス男⼦ 和⽥ 誠 男性 群⾺県
146 オープンクラス男⼦ 萩原 寛之 男性 ⻑野県
147 オープンクラス男⼦ 中村 海⽃ 男性 千葉県
148 オープンクラス男⼦ 笹川 拡夢 男性 ⻑野県
149 オープンクラス男⼦ 北村 暁彦 男性 東京都
150 オープンクラス男⼦ ⼩川 智輝 男性 埼⽟県
151 オープンクラス男⼦ 上村 俊朗 男性 埼⽟県
152 オープンクラス男⼦ 桜本 ⼀輝 男性 東京都
153 オープンクラス男⼦ 野呂 健⼀郎 男性 ⼭梨県
154 オープンクラス男⼦ 徳⽵ 直美 男性 東京都
155 オープンクラス男⼦ 望⽉ 正裕 男性 ⻑野県
156 オープンクラス男⼦ ⼩林 尚晴 男性 東京都



157 オープンクラス男⼦ 中⼭ ⼀之 男性 埼⽟県
158 オープンクラス男⼦ 中⾕ 健志 男性 東京都
159 オープンクラス男⼦ 村野 覚 男性 東京都
160 オープンクラス男⼦ ⼭下 義広 男性 東京都
161 オープンクラス男⼦ 松本 優 男性 群⾺県
162 オープンクラス男⼦ 三井 政彦 男性 ⼭梨県
163 オープンクラス男⼦ 吉澤 郷志 男性 ⻑野県
164 オープンクラス男⼦ 新保 和明 男性 東京都
165 オープンクラス男⼦ ⼤坪 義明 男性 岐⾩県
166 オープンクラス男⼦ ⼤久保 英季 男性 神奈川県
167 オープンクラス男⼦ ⼩澤 ⼤介 男性 栃⽊県
168 オープンクラス男⼦ 武藤 隼規 男性 岐⾩県
169 オープンクラス男⼦ 中込 章 男性 ⼭梨県
170 オープンクラス男⼦ 嶋崎 利秋 男性 ⻑野県


