
[ 1] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ　５種目 21組
1 島竹　逸郎 島竹　恵美子 富山県
2 綿貫　龍一 植原　英子 長野県
3 綾部　賢人 鈴木　美紀 学連
4 服部　篤志 高木　多依 愛知県
5 徳永　喜由 徳永　淳子 新潟県
6 出村　信幸 山下　保子 石川県
7 山口　光信 吉田　美子 東京都
8 柴山　和樹 都築　朋代 愛知県
9 田中　豊 田中　ひろみ 長野県

10 岩崎　千春 岩崎　恵美子 静岡県
11 伊地知　誠一郎 田村　美和子 岐阜県
12 羽田　和弘 小出　美江子 長野県
13 田玉　仁 田玉　公子 東京都
14 長澤　良典 長澤　光枝 新潟県
15 西浦　稔 進地　明美 石川県
16 酒井　誠 酒井　多加子 東京都
17 岩田　宗也 大嶋　英里衣 学連
18 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知県
19 本多　曠 塩原　良子 群馬県
20 山下　彰 山下　照美 山梨県
81 後藤　晋 後藤　閲子 長野県
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[ 3] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｂ級　Ｔ・Ｑ 15組
5 徳永　喜由 徳永　淳子 新潟県

21 鈴木　琢磨 冨田　奈汐 学連
22 日水　秀 碓井　尚子 富山県
23 山崎　好司 内山　琇子 長野県
24 川瀬　茂 舟橋　扶美子 岐阜県
25 小谷　良太郎 小谷　由紀子 愛知県
26 米谷　照良 柳川　生美 富山県
27 内山　国晴 市川　征子 長野県
28 鈴木　啓修 鈴木　和香子 宮城県
29 桜井　進之助 桜井　重子 長野県
30 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井県
31 平山　幸一郎 関根　きみ枝 栃木県
32 森　太喜夫 渡辺　郁子 石川県
33 上倉　国雄 外谷　千代 長野県
34 邑上　幸雄 邑上　公子 富山県
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[ 4] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｂ級　Ｃ・Ｐ 5組
27 内山　国晴 市川　征子 長野県
42 福井　誠 荻枝　正子 富山県
49 湊　剛 湊　憲子 富山県
58 松浦　太陽 平出　瑞紀 学連
81 後藤　晋 後藤　閲子 長野県

出場選手一覧表



[ 5] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｃ級　Ｗ 24組
21 鈴木　琢磨 冨田　奈汐 学連
35 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知県
36 砂子田　哲夫 西田　春美 富山県
37 近田　敏弘 近田　弘子 愛知県
38 藤枝　昭栄 高橋　由美子 富山県
39 新野　圭介 新野　眞佐子 静岡県
40 市澤　隆 市澤　暁美 富山県
41 藤村　正治 藤村　伊津子 三重県
42 福井　誠 荻枝　正子 富山県
43 長岡　行三 小川　香代 石川県
44 野田　康弘 野田　紀代美 富山県
45 佐々木　昭 佐々木　房枝 愛知県
46 谷口　外志雄 庄田　節子 石川県
47 大須賀　久了 中野　みえ 愛知県
48 池田　英世 杉山　京子 愛知県
49 湊　剛 湊　憲子 富山県
50 遠藤　保弘 遠藤　はるみ 三重県
51 七澤　純一 永森　尚美 富山県
52 山口　忠司 坂林　厚子 富山県
53 辻川　繁 細江　ひとみ 福井県
54 山内　利光 山内　栄子 富山県
55 村上　茂郎 村上　明子 石川県
56 森永　照男 森永　真知子 富山県
57 小林　廣美 小林　文子 長野県
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[ 6] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｓ 9組
18 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知県
22 日水　秀 碓井　尚子 富山県
28 鈴木　啓修 鈴木　和香子 宮城県
33 上倉　国雄 外谷　千代 長野県
47 大須賀　久了 中野　みえ 愛知県
57 小林　廣美 小林　文子 長野県
58 松浦　太陽 平出　瑞紀 学連
67 薄井　芳樹 薄井　敏子 滋賀県
71 坂口　誠 福島　美好 富山県
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[ 7] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｃ級　Ｆ 24組
21 鈴木　琢磨 冨田　奈汐 学連
35 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知県
36 砂子田　哲夫 西田　春美 富山県
37 近田　敏弘 近田　弘子 愛知県
38 藤枝　昭栄 高橋　由美子 富山県
39 新野　圭介 新野　眞佐子 静岡県
40 市澤　隆 市澤　暁美 富山県
41 藤村　正治 藤村　伊津子 三重県
42 福井　誠 荻枝　正子 富山県
43 長岡　行三 小川　香代 石川県
44 野田　康弘 野田　紀代美 富山県
45 佐々木　昭 佐々木　房枝 愛知県
46 谷口　外志雄 庄田　節子 石川県
47 大須賀　久了 中野　みえ 愛知県
48 池田　英世 杉山　京子 愛知県
49 湊　剛 湊　憲子 富山県
50 遠藤　保弘 遠藤　はるみ 三重県
51 七澤　純一 永森　尚美 富山県
52 山口　忠司 坂林　厚子 富山県
53 辻川　繁 細江　ひとみ 福井県
54 山内　利光 山内　栄子 富山県
55 村上　茂郎 村上　明子 石川県
56 森永　照男 森永　真知子 富山県
57 小林　廣美 小林　文子 長野県
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[ 8] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｃ級　Ｒ 9組
22 日水　秀 碓井　尚子 富山県
28 鈴木　啓修 鈴木　和香子 宮城県
33 上倉　国雄 外谷　千代 長野県
35 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知県
47 大須賀　久了 中野　みえ 愛知県
57 小林　廣美 小林　文子 長野県
58 松浦　太陽 平出　瑞紀 学連
67 薄井　芳樹 薄井　敏子 滋賀県
71 坂口　誠 福島　美好 富山県
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[ 9] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｄ級　Ｗ 16組
59 東　光一 上田　紀子 石川県
60 佛崎　正昭 磯野　敬子 富山県
61 木下　洋 木村　賢珠 富山県
62 柴田　信行 金子　サヨ 新潟県
63 金谷　睿 杉田　真知子 富山県
64 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知県
65 野村　一郎 野村　たか子 富山県
66 髙宮　継治 池田　悦子 愛知県
67 薄井　芳樹 薄井　敏子 滋賀県
68 棚橋　富雄 高橋　雪子 石川県
69 毛利　正俊 毛利　富美子 富山県
70 柳谷　正史 柳谷　照代 愛知県
71 坂口　誠 福島　美好 富山県
72 山田　修身 石川　昌代 石川県
73 阿原　潤司 塚原　清美 富山県
75 中村　脩 中村　睦子 石川県
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[10] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｃ 10組
15 西浦　稔 進地　明美 石川県
37 近田　敏弘 近田　弘子 愛知県
48 池田　英世 杉山　京子 愛知県
51 七澤　純一 永森　尚美 富山県
54 山内　利光 山内　栄子 富山県
64 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知県
66 髙宮　継治 池田　悦子 愛知県
70 柳谷　正史 柳谷　照代 愛知県
74 水谷　吉宏 冨田　やよ 愛知県
75 中村　脩 中村　睦子 石川県
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[11] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｄ級　Ｔ 16組
59 東　光一 上田　紀子 石川県
60 佛崎　正昭 磯野　敬子 富山県
61 木下　洋 木村　賢珠 富山県
62 柴田　信行 金子　サヨ 新潟県
63 金谷　睿 杉田　真知子 富山県
64 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知県
65 野村　一郎 野村　たか子 富山県
66 髙宮　継治 池田　悦子 愛知県
67 薄井　芳樹 薄井　敏子 滋賀県
68 棚橋　富雄 高橋　雪子 石川県
69 毛利　正俊 毛利　富美子 富山県
70 柳谷　正史 柳谷　照代 愛知県
71 坂口　誠 福島　美好 富山県
72 山田　修身 石川　昌代 石川県
73 阿原　潤司 塚原　清美 富山県
75 中村　脩 中村　睦子 石川県
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[12] ｱﾏ･ﾗﾃﾝ･Ｄ級　Ｒ 11組
15 西浦　稔 進地　明美 石川県
30 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井県
37 近田　敏弘 近田　弘子 愛知県
48 池田　英世 杉山　京子 愛知県
51 七澤　純一 永森　尚美 富山県
54 山内　利光 山内　栄子 富山県
64 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知県
66 髙宮　継治 池田　悦子 愛知県
70 柳谷　正史 柳谷　照代 愛知県
74 水谷　吉宏 冨田　やよ 愛知県
75 中村　脩 中村　睦子 石川県
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[13] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｎ級　Ｗ 5組
76 青柳　良孝 春川　朝子 静岡県
77 草島　武雄 岩田　裕美子 富山県
78 庭田　益己 田島　賢美 富山県
79 西川　清司 西川　幸子 富山県
80 赤塚　鐵男 竹端　花枝 富山県
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[15] ｱﾏ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｎ級　Ｔ 5組
76 青柳　良孝 春川　朝子 静岡県
77 草島　武雄 岩田　裕美子 富山県
78 庭田　益己 田島　賢美 富山県
79 西川　清司 西川　幸子 富山県
80 赤塚　鐵男 竹端　花枝 富山県
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[17] ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ  Ｗ・Ｑ 9組
85 松田　彩音 松村　舞凪 富山県
86 岡田　愛彩 松村　愛花 富山県
87 中村　ひかり 布瀬　桃香 富山県
88 岡崎　茜 清水　明香 富山県
89 吉田　真緒 中村　美月 富山県
90 角　優希 角　夏希 富山県
91 中尾　萌乃 中尾　梨乃 富山県
92 四宮　涼帆 濱田　歩佳 富山県
93 平井　琴音 武崎　聖恋 富山県
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[18] ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ  Ｓ・Ｃ 9組
85 松田　彩音 松村　舞凪 富山県
86 岡田　愛彩 松村　愛花 富山県
87 中村　ひかり 布瀬　桃香 富山県
88 岡崎　茜 清水　明香 富山県
89 吉田　真緒 中村　美月 富山県
90 角　優希 角　夏希 富山県
91 中尾　萌乃 中尾　梨乃 富山県
92 四宮　涼帆 濱田　歩佳 富山県
93 平井　琴音 武崎　聖恋 富山県
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[19] ﾚﾃﾞｨｰｽ　Ｗ・Ｔ 3組
82 山口　道子 杉本　敦子 富山県
83 竹端　花枝 吉井　博子 富山県
84 谷口　美枝子 阪本　尚子 富山県
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