全日本シニア選手権参加者一覧表２
年代 男子参加者
30歳 池田 智明(30MD)
伊藤 穣(30MS,30MD)
折笠 政明(30MD,30XD)
熊倉 佑(30MD,30XD)
小金 真也(30MS,30MD)
小嶋 鷹宗(30MD,30XD)
佐々木 諒(30MD,30XD)
佐山 真人(30MS,30MD)
高佐 幸宏(30XD)
高野 敦史(30MD)
長原 克博(30MD,30XD)
生井 佑介(30MD)
日野 健太郎(30MS,30MD) 堀井 翼(30MD,30XD)
味噌山 剛(30MS,30MD)
村越 知広(30MS,30MD)
山本 拓馬(30MD)
35歳 阿部 雅人(35MD,30XD)
板垣 孝(35MS,35MD)
小澤 梓(35MS)
小野 正善(35MD,35XD)
金床 祐輔(35MS,35MD)
菊地 慎一郎(35MD,35XD)
笹島 基弘(35MD,35XD)
潮田 恭平(35MS)
鈴木 利之(35MD,35XD)
陶山 高志(35MD)
谷口 和成(35MS,35MD)
根立 和貴(30MD,35XD)
松浦 信明(35MS,35MD)
宮下 英之(35MD,35XD)
40歳 市川 直樹(40MD,40XD)
藺藤 孝一(40MS,40MD)
北島 紳雄(40MS,40MD)
小林 良二(40MS,40MD)
佐々木 篤史(35MD,40XD) 佐々木 卓(40MD,40XD)
宍戸 司(40MD,40XD)
白垣 賢一(40MD,40XD)
鈴木 辰宏(40MD,40XD)
陶山 敏樹(40MS,40MD)
田辺 哲(40MD,40XD)
土屋 浩一(40MS,40MD)
中山 朗(40MS,40MD)
原田 章吾(40MS,40MD)
松岡 利幸(40MS,40MD)
八木橋 洋(40MD,40XD)
45歳 梅澤 寛(45MS,45MD)
及川 利行(45MD,45XD)
小川 洋之(45MD,45XD)
海福 雄一郎(45MD,45XD)
加藤 博(45MS,45MD)
久徳 豪(45MS)
栗田 義照(45MS,45MD)
小松崎 康幸(45MS,45MD)
瀬戸 健一(45MS,45MD)
高橋 智尚(45MD,45XD)
照屋 雄太郎(45MS,45MD) 飛石 康二(45MD,45XD)
濱路 圭(45MD,45XD)
林 隆史(45MD,45XD)
前田 吉憲(45MD)
安田 幸司(45MD,45XD)
和久井 伸一(45MD,40XD)
50歳 石橋 太郎(50MS,45MD)
一瀬 浩美(50MD)
大友 祐一(50MS)
笠井 統(50MD,45XD)
鎌倉 保之(50MD,50XD)
小谷 清史(50MD,50XD)
佐々木 春生(50MS,50MD) 栖原 博幸(50MD,50XD)
筒井 善仁(50MD,50XD)
都丸 利幸(50MS,50MD)
野田 裕二(50MD,50XD)
平本 靖司(50MD,50XD)
吉川 正夫(50MD,50XD)
若松 淳一(50MS,50MD)
55歳 五十嵐 克明(55MD,55XD) 伊勢崎 純(55MS)
柿沼 隆馬(55MS,55MD)
小泉 徹(55MD,55XD)
斉藤 秀樹(55MS,55MD)
篠原 周作(55XD)
関口 正弘(55MD,55XD)
只木 篤信(55MD)
中本 繁一(55MS,55MD)
坂内 和典(55MD,55XD)
民部田 善裕(55MS,55MD) 森 康之(55MD,55XD)
60歳 神野 弘美(60MS,65MD)
小山 晃(60MS,60MD)
清水 三郎(60MD,60XD)
水津 信彦(60MD,60XD)
西下 良夫(60MS,60MD)
本田 直人(60XD)
65歳 内田 時彦(65MS,65MD)
小沢 道豊(65MS,65MD)
境野 伸也(65MD,60XD)
塩澤 啓佐(65MD)
高橋 清(65MS,65MD)
髙橋 保則(65MS,65MD)
中村 光男(65MS,65MD)
永吉 知彦(65MS,65MD)
森井 泰博(65MD,65XD)
70歳 甘粕 完治(70MD,70XD)
笠原 和茂(65MD,70XD)
久保田 和男(70MS)
栗田 東雄(70MD,70XD)
齋藤 髙夫(70MS,70MD)
須藤 道夫(70MS,70MD)
間宮 吉樹(70MD,70XD)
宮崎 茂樹(70MD,70XD)
渡邉 直人(70MD,70XD)
75歳 石森 勇(75MS,75MD)
伊藤 武洋(75MS)
小川 昌之(75MD)
金丸 清昭(75MS,75MD)
小山 包博(75MS,75MD)
権守 正秀(75MS,75MD)
坂 元彦(75MD)
佐藤 善二郎(75MD)
髙取 亨(75MS,70MD)
谷 武司(75MS,75MD)
羽隅 弘治(75MD,75XD)
堀 孝之助(75MD,75XD)
松沢 雅(75MD,75XD)
山本 洋彦(75MS,75MD)
80歳 植田 耕司(80MS,80MD)
小川 揚之輔(80MD,80XD)
後藤 正和(80MD,75XD)
鈴木 正(80MS,80MD)

平成３０年８月２日現在
上野
小泉
小宮
清水
寺田
橋元
松野
山下

悟史(30MD,30XD)
祐介(30MS,30MD)
慎吾(30MD,30XD)
一行(30MD,30XD)
駿(30MS,30MD)
勇祐(30MS,30MD)
友貴(30MS,30MD)
広祐(30MD)
(25名)

鵜飼 直之(35MS)
加藤 一音(30XD)
佐々木 健吾(35MD,35XD)
篠岡 伸明(35MD,35XD)
高橋 卓也(35MD)
原 賢男(35MS,35MD)
吉本 秀晴(35MD,35XD)
江頭 吾郎(40MS,40MD)
小林 亮介(40MD,40XD)
佐藤 政勝(40MS,40MD)
杉浦 学(40MS,40MD)
高津 誠(40MS,40MD)
戸倉 正行(40MD)
本沢 豊(40MD,40XD)
吉田 亨(40MS)
大久保 勝正(45MS,40MD)
加藤 順一(45MS,40MD)
草野 剛(45MS,45MD)
鈴木 勝博(45MS,45MD)
田代 明浩(45MS,45MD)
西山 謙司(45XD)
広瀬 貴之(40MD,45XD)
柳川 正紀(45MD,45XD)

(21名)

(24名)

(25名)
大木
片山
小宮
武田
西山
山形

弘久(50MS,45MD)
敏(50MS,45MD)
直人(50MD,50XD)
高穂(50MD,50XD)
治朗(50MS,50MD)
浩(50MD,50XD)

小島
小室
清水
只野
松成

正弘(55MD,55XD)
功(55MS,55MD)
昭二(55MS)
詳二(55MS,55MD)
訓明(55MD,55XD)

(20名)

(17名)
斉藤 春雄(60MS)
都築 昭司(65MD,60XD)
松尾 淳一(60MD,50XD)
斧 政男(65MD,60XD)
庄子 淳一(65MD,65XD)
辻 英雄(65MS,65MD)
福留 彰教(65MD)

(9名)

(13名)
木村
近藤
髙倉
安田

都優司(70MS,70MD)
勇司(70MS,70MD)
浩海(70MS,70MD)
博泰(70MD,70XD)

薄衣
黒﨑
齋藤
鈴木
田沼
堀越

昭男(75MS,75MD)
二男(75MS,70MD)
三男(75MD)
勝之(75MD)
靖朗(75MS,75MD)
進(75MS,70MD)

(13名)

(20名)
窪田 弘(80MS,80MD)
村上 隆義(80MD,80XD)

(6名)

年代 女子参加者
30歳 上野 渚(30WD,30XD)
酒井 恵理(30WD,30XD)
篠岡 早紀(30XD)
長原 里美(30WD,30XD)
堀内 亜紀子(30WD,30XD)
35歳 天野 珠里(30WD,35XD)
柿元 麻里(35WD,35XD)
高橋 文枝(35WS)
北條 ともみ(35WD,35XD)
40歳 池亀 志帆(40WS,40WD)
大和田 徳子(40WS,40WD)
佐藤 美和子(40WD,40XD)
髙橋 百恵(40WD,40XD)
西羅 直子(40WS,40WD)
本郷 涼子(40WD,40XD)
渡辺 悦子(40WS,40WD)
45歳 赤澤 友紀(45WD,45XD)
大井 由美子(45WS,45WD)
笠井 章子(45WD,45XD)
桑原 美詠子(45WS,45WD)
島岡 智子(45WS,45WD)
髙科 庸子(45WD,45XD)
中附 友美(45WS,45WD)
本沢 有美子(45WD,45XD)
物井 あゆみ(45WD,45XD)
50歳 石井 由美子(50WS,50WD)
内田 直美(45WD,50XD)
小方 裕子(50WD)
斉藤 日出子(50XD)
島貫 さくら(50WD,50XD)
田中 広子(50WD,45XD)
中村 玲子(50WS,50WD)
久松 宏子(50WS,50WD)
安田 理恵(50WD,45XD)
55歳 幾田 ひとみ(55WD,55XD)
臼井 美晴(55WS,55WD)
鎌倉 佳江(50XD)
柴田 和子(55WD,55XD)
反田 由佳理(55WS,55WD)
高橋 玲子(55WS,55WD)
樋口 祐子(55WS,55WD)
丸井 はるみ(55WD,55XD)
60歳 井戸 洋子(60WS,55WD)
葛西 睦(60WD,60XD)
杉森 泰子(60WD,60XD)
内藤 美智子(60WD,60XD)
成清 弘子(60WD,60XD)
65歳 池原 志子(65WD,65XD)
鈴木 まゆみ(60WD,65XD)
中町 扶美代(65WD,65XD)
70歳 伊藤 多江(70WD)
金子 澄子(70WS,70WD)
小坂 恵美子(70WS,70WD)
髙野 悦子(70WD)
中辻 瑠美子(70WD,70XD)
藤原 三和(70WS,70WD)
75歳 伊藤 禮子(75WS,70WD)
近藤 明子(75WD,75XD)
松川 君代(75WD,75XD)
80歳 下川 敏子(80WD)

折笠
佐藤
高佐
中村

麻耶(30WD,30XD)
碧(30WD,30XD)
博美(30XD)
翔子(30WD,30XD)

小宮 七美(30XD)
静谷 なお美(30WS,30WD)
戸井田 友里(30WS,30WD)
韮澤 真以子(30WS,30WD)
(13名)

伊藤 いづみ(35WS,35WD)
楠 恵(35WD,35XD)
高橋 良子(35WD)
光岡 由佳(35WS,35WD)
伊藤 有岐(40WS)
海福 亜矢子(40WD,40XD)
鈴木 泉子(40WD,40XD)
田代 聡美(40WD,40XD)
深澤 麻由美(40WS)
山田 典子(40WS,40WD)

伊藤 美穂(35WS,35WD)
鈴木 宏枝(35XD)
中村 涼子(35WD,35XD)
宮澤 菜津美(35WD,35XD)
上枝 奈央子(35WD,40XD)
小金井 美和(40WD)
高橋 奈穂(40WD,40XD)
鴇田 江利香(40WS,40WD)
船山 純子(40WS,40WD)
山本 久美恵(40WS,40WD)

荒井
小川
河西
酒井
鈴木
髙好
沼田
真木

加寿子(45WS,45WD)
久未子(45WS,45WD)
美奈子(45WS,45WD)
和代(45WS,45WD)
綾子(45WS,45WD)
恵(45WS,45WD)
淳子(45WD,45XD)
千晴(45WD,45XD)

五十嵐 義子(45WD,45XD)
小沼 尚子(45WD,45XD)
岸 紀代(45WD)
佐々木 尚子(40WD,40XD)
田内 由起子(40WD,45XD)
中津 位江(45WD,40XD)
福田 弘子(45WD,45XD)
三原 王子(45WS,45WD)

石塚 ルミ子(50WS,50WD)
大川内 京子(50WS,50WD)
川口 由美子(50WS,50WD)
定村 清美(50WD)
鈴木 麻代(50WS,50WD)
筒井 由香(50WD,50XD)
野田 由紀子(50WS,50WD)
日高 あゆみ(50XD)

一瀬 淑枝(50WD,50XD)
大橋 真奈美(50WD,50XD)
久保田 珠映(50WS,50WD)
島田 直美(50WS,45WD)
竹山 美智代(50WS,50WD)
富田 圭子(50WS,50WD)
東中川 弥生(50WD,50XD)
福島 芳美(50WD,50XD)

石井 みつ子(55WD,55XD)
小島 典子(55WD,55XD)
菊池 ひろみ(55WS,50WD)
菅野 光江(55WD)
高梨 ミチ子(55WD)
中里 眞知子(55WD,55XD)
福重 恵美子(55WS,55WD)
渡辺 浩子(55WD,55XD)
梅澤 常子(60WS,60WD)
後藤 恭子(60WS,55WD)
田母神 すみ子(60WS,60WD)
長澤 崇子(60WD)
森 裕子(60WS,60WD)
河合 理美子(65WD)
須田 美江(65WD)
根本 洋美(65WS,65WD)
宇野 早苗(70WD,70XD)
倉田 順子(70WS,70WD)
佐藤 マツノ(70WD,70XD)
竹村 明子(70WD,70XD)
原 とみ子(70WD,70XD)
渡辺 ミチ子(70WS,70WD)
片桐 桂子(75WD,75XD)
常田 順子(75WD,75XD)

石渡
笠井
佐藤
菅谷
高橋
野村
町田

千里(55WS,50WD)
由美(55WD)
智恵子(55WD,55XD)
美香(55WD,50XD)
祐美子(55WS,55WD)
和代(55WS,55WD)
佳枝(55WS,55WD)

梅澤
塩路
津田
永吉
依田
鈴木
田代

真美(55XD)
雅子(60WS,60WD)
純子(60WS,60WD)
かをり(60WS,60WD)
礼理(60WD,60XD)
節子(60WD,65XD)
千知子(65WD,65XD)

(12名)

(19名)

(25名)

(25名)

成川 睿子(80WD,80XD)

(23名)

(15名)
(8名)

大庭 弘子(70WD,70XD)
国生 千鶴子(70WS)
下山田 和子(70WS,70WD)
田中 美恵子(70WD)
福永 典子(70WD)
(17名)
小山 綾子(75WS,75WD)
西田 ヨシエ(75WS,70WD)
(7名)
(2名)

