
ゼッケン№ 氏名 フリガナ

ゼッケン№ 氏名 フリガナ 57 渡邉　菜々花 ワタナベナナカ

1 宮澤　千尋 ミヤザワチヒロ 58 八木　琴音 ヤギコトネ

2 西岡　このみ ニシオカコノミ 59 中野　璃里華 ナカノリリカ

3 村上　杏奈 ムラカミアンナ 60 横内　菜乃 ヨコウチナノ

4 星野　結衣 ホシノユイ 61 伊東　彩海 イトウアヤミ

5 星野　麻衣 ホシノマイ 62 藤森　蓮美 フジモリレミ

6 鈴木　愛由 スズキアユ 63 赤星　夏菜 アカホシナナ

7 沼尻　彩里 ヌマジリアヤリ 64 沼尻　怜馬 ヌマジリリョウマ

8 落合　結 オチアイユイ 65 関塚　あやの セキツカアヤノ

9 野村　愛莉 ノムラアイリ 66 江原　愛実 エハラマナミ

10 斉藤　琴弓 サイトウコトミ 67 松本　萌花 マツモトモエカ

11 秋山　優奈 アキヤマユナ 68 秋元　梨菜 アキモトリナ

12 高﨑　祐香里 タカサキユカリ 69 田北　千鶴 タキタチヅル

13 齊藤　来愛 サイトウクレア 70 松尾　碧海 マツオアミ

14 荒井　羽織 アライハオリ 71 秋山　夢翔 アキヤマユメカ

15 秋山　飛依 アキヤマヒヨリ 72 塩月　桂 シオツキカツラ

16 土屋　菜々子 ツチヤナナコ 73

17 小林　未佳 コバヤシミカ 74

18 金子　沙姫 カネコサキ 75

19 髙橋　遥空 タカハシハルア

20 村木　詩歩 ムラキシホ

21 高山　弥生 タカヤマユイ ゼッケン№ 氏名 フリガナ

22 戸村　花 トムラハナ 81 吉田　海鈴 ヨシダミスズ

23 石原　菜月 イシハラナヅキ 82 丸　ひなの マルヒナノ

24 竹内　彩 タケウチアヤ 83 野口　桃子 ノグチモモコ

25 飛田　夏希 トビタナツキ 84 武田　あやね タケダアヤネ

26 西畑　彩梨 ニシハタアヤリ 85 佐藤　彩水 サトウアヤミ

27 宮下　夢羽 ミヤシタユラ 86 宇佐美　萌香 ウサミモエカ

28 87 配島　彩乃 ハイジマアヤノ

29 88 盛山　愛香 モリヤマアイカ

30 89 西村　実来 ニシムラミク

90 塩月　瑛 シオツキアキラ

91 佐々木　みちる ササキミチル

ゼッケン№ 氏名 フリガナ 92 向井　千景 ムカイチヒロ

51 勝田　葉南 カツタハナ 93 石井　亜衣 イシイアイ

52 野口　雛子 ノグチヒナコ 94 古見 さくら フルミサクラ

53 西岡　みのり ニシオカミノリ 95

54 村上　梨紗 ムラカミリサ 96

55 森田　しおり モリタシオリ 97

56 渡邉　瑠々花 ワタナベルルカ

第２部　フライト部門

小学校5・6年生

小学校4年生以下

中学生

◇氏名、フリガナ、カテゴリーなどの間違いや、受付もれなどがある場合は至急お知らせ下さい。

◇当日の受付手続きをもって、下記の内容にご承諾いただいたものとみなします。内容をご確認ください。

3.参加者の肖像権は主催者側に帰属します。予めご了承ください。

1.当日のケガについては主催者側が応急処置をいたしますが、その後の責任は負いかねます。

2.会場内における盗難、その他の事故については責任を追いかねますので、各自万全のご注意をお願いいたします。



ゼッケン№ 氏名 フリガナ 161 高橋　才明 タカハシサイメイ

101 宮下　瀬南 ミヤシタセナ 162 冨永　賢治 トミナガケンジ

102 小野　祐里奈 オノユリナ 163 乃村　慎一 ノムラシンイチ

103 柳田　綾里咲 ヤナギダアリサ 164 岡田　訓幸 オカダノリユキ

104 麻上　紗恵 アサガミサエ 165 福井　正記 フクイマサノリ

105 関口　瑞希 セキグチミズキ 166 川島　崇男 カワシマタカオ

106 関口　優希 セキグチユウキ 167 今井　和成 イマイカズナリ

107 168 金子　周平 カネコシュウヘイ

108 169

109 170

110 171

111 172

121 菊池　志穂美 キクチシホミ 201 築山　明美 ツキヤマアケミ

122 青木　知美 アオキトモミ 202 菅澤　敬久 スガサワタカヒサ

123 岸　妙子 キシタエコ 203 柳田　毅 ヤナギダツヨシ

124 草間　亜矢子 クサマアヤコ 204 吉野　誠一 ヨシノセイイチ

125 205 西川　隆哉 ニシカワタカヤ

126 206 斉藤　美治 サイトウヨシハル

127 207 麻上　由子 アサガミユウコ

128 208 銭場　伸一 センバシンイチ

129 209 野田　賢一 ノダケンイチ

210 原田　重行 ハラダシゲユキ

211 佐藤　弘子 サトウヒロコ

131 滝田　奈生 タキタナオ 212 小野寺　敦子 オノデラアツコ

132 溝江　有香 ミゾエアリカ 213

133 高橋　哉子 タカハシカナコ 214

134 鈴木　祐子 スズキユウコ 215

135 肥沼　悦子 コイヌマエツコ 216

136 土屋　康子 ツチヤヤスコ

137 美濃辺　美奈 ミノベミナ

138 櫛谷　喜美子 クシヤキミコ 221 井上　三芳 イノウエミヨシ

139 岩澤　富美子 イワサワフミコ 222 坂本　典子 サカモトノリコ

140 223 田中　裕子 タナカヒロコ

141 224 篠塚　信子 シノヅカノブコ

142 225 中村　功 ナカムライサオ

143 226 二宮　邦夫 ニノミヤクニオ

144 227 齊藤　操 サイトウミサオ

228 古賀　紀子 コガノリコ

229 古賀　朝可 コガトモヨシ

ゼッケン№ 氏名 フリガナ 230 島田　徹 シマダトオル

151 渡部　茂至 ワタノベシゲノリ 231 岩倉　昌穂 イワクラマサホ

152 232

153 233

154 234

155 235

156 236

男子3

女子2

女子1

男子2

マスターズ１

マスターズ１

女子3


