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年 度 分野 分 類 氏 名 年 齢 年 度 分野 分 類 氏 名 年 齢

S42 文化 作文 井上　まり子 13 S57 スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 後藤  伸昭 15

文化 舞踊 今井　綾子 19 スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 柴　　雄太 14

技術 家具 桑原　義彦 21 文化 バレエ 千葉るり子 27

スポーツ レスリング 中田　茂男 22 文化 ギター 早坂  糸織 11

S43 スポーツ ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ 大塚　博文 21 技術 家具 福島  克定 19

スポーツ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 高橋　　勇 17 文化 書道 矢野  敏文 29

S44 文化 作文 佐々木美智子 13 S58 スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 小枝  逸人 15

スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 千葉　晴久 18 文化 ギター 工藤　　仁 18

技術 家具 吉田　幸男 20 スポーツ 卓球 佐藤  孝之 14

S45 スポーツ 剣道 生出  明子 21 スポーツ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 関口　　譲 15

スポーツ 陸上競技 斉藤登世彦 25 スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 三船  昌晴 15

S46 スポーツ グライダー 小泉  増明 20 S59 スポーツ 柔道 奥林  洋樹 18

文化 美術 高橋三加子 28 スポーツ 卓球 坂田ひとみ 18

S47 スポーツ 陸上競技 奥田　善和 18 スポーツ 卓球 北川佳世子 18

スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 小野  千鶴 15 S60 文化 バレエ 秋山  珠子 16

文化 小説・短歌 佐藤  陽子 23 技術 ボイラー 桑原  英昭 28

S48 文化 評論 浅井  京子 25 スポーツ 弓道 佐竹  明美 29

技術 家具 大門　　巌 21 S61 スポーツ 陸上競技 境田  裕之 15

スポーツ ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ 武田  俊之 18 スポーツ 柔道 加納　　薫 17

S49 文化 詩・童話 稲垣  陽一 22 スポーツ サッカー 富居  徹雄 15

スポーツ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 村上  克彦 18 スポーツ 野球 星野  伸之 21

S50 文化 書道 大高  秀蔵 28 S62 スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 上村  文代 14

スポーツ 体操 中村  秀世 18 技術 ボイラー 下谷  昇久 25

文化 詩 山崎  嘉晃 29 技術 家具 小林　　守 20

S51 スポーツ 馬術 斉藤  武彦 24 文化 演劇 野村  玲子 26

文化 少女ﾏﾝｶﾞ 布浦奈穂子 22 その他 珠算 中田  克彦 13

S52 文化 バレエ 越智ひとみ 26 S63 文化 声楽 五郎部俊朗 29

スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 大久保一美 15 文化 作文 山田  仁志 14

スポーツ 水泳 高田  幸江 14 スポーツ ｱｰﾁｪﾘｰ 高田  芳江 16

S53 文化 ﾌｫｰｸｿﾝｸﾞ 上山　勝己 25 スポーツ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 松浦　　元 18

スポーツ レスリング 岸本　茂範 18 スポーツ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 平沼さやか 16

S54 スポーツ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 中谷由美子 18 H元 スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 中山智香子 14

スポーツ 陸上競技 赤松  幸広 16 スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 増茂  孝枝 13

文化 少女ﾏﾝｶﾞ 柏谷  仁美 22 スポーツ レスリング 伊東  克佳 14

S55 スポーツ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 山岸洋次郎 23 文化 ピアノ 揚原  祥子 20

スポーツ 柔道 野村　幸生 16 スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 川口  城二 15

文化 将棋 小野  敦生 18 H2 スポーツ 陸上競技 伊藤新太郎 15

S56 スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 大久保雅弘 18 スポーツ 空手道 柴田奈未子 13

文化 作文 太田  美穂 11 H3 スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 一宮  孝一 15

スポーツ 卓球 川森みゆき 17 スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 下村  泰則 16

文化 ﾋﾟｱﾉ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 鈴木しおり 28 スポーツ 体操 小島  正憲 15

スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 関    治美 15 H4 スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 馬木  智一 15
スポーツ 水泳 田村  幸司 14 スポーツ サッカー 大西  昌之 15

スポーツ 陸上競技 篠永　　学 15
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H5 スポーツ 空手道 上田奈津子 20 H18 スポーツ フットサル 嵯峨　祐太 27

スポーツ ｱｰﾁｪﾘｰ 齊藤　比咲 17 文化 バレエ 根本　奈々 25

スポーツ 柔道 佐藤　和枝 14 文化 書道 清水　貴彦 21

H6 文化 ピアノ 岡　理香子 26 スポーツ 柔道 川島巴瑠菜 18

文化 バレエ 蔵　　健太 16 H19 スポーツ 柔道 上野　巴恵 18

スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 上田  大輔 15 スポーツ 銃剣道 大野　裕美 29

H7 スポーツ 弓道 岩上　敦子 26 スポーツ 基礎ｽｷｰ 佐々木　要 28

技術 家具 櫻井　邦昭 20 文化 書道 西川　竜矢 21

スポーツ 柔道 佐藤　慎子 18 文化 フルート 南　加奈子 29

スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 橋本　暁人 14 H20 スポーツ クロスカントリースキー 下坂　雄一 24

H8 文化 短歌 岡　しのぶ 20 技術 家具 中島　一樹 21

技術 家具 井上　勝人 20 スポーツ 銃剣道 村上　泰啓 18

スポーツ 柔道 森　　大助 18 スポーツ クロスカントリースキー 山田　雄太 22

スポーツ 柔道 上野　雅恵 18 H21 スポーツ アルペンスキー 加藤　智佳 23

H9 科学 自然科学 尾関　俊浩 30 スポーツ 体操 菊池　收祐 18

スポーツ テニス 杉村　太蔵 18 H22 スポーツ アルペンスキー 安藤　　麻 14

スポーツ ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ 江刺　　学 15 スポーツ アルペンスキー 安藤佑太朗 17

H10 スポーツ 陸上競技 由井さおり 27 スポーツ フットサル 菅原　和紀 28

文化 囲碁 山下　敬吾 20 スポーツ バスケットボール 高田　汐織 18

文化 書道 加藤　雄太 17 文化 美術 藤田　大地 15

H11 技術 家具 川上　博美 22 スポーツ バスケットボール 町田　瑠唯 18

技術 タイル張り 武田　博慎 22 スポーツ 銃剣道 村上　浩隆 18

H12 文化 演劇 坂田加奈子 24 文化 バレエ 茂田絵美子 23

技術 家具 木村　亮三 20 スポーツ テニス 渡邊　廣乃 23

スポーツ 柔道 上野　順恵 17 H23 スポーツ アルペンスキー 片桐　麻海 12

スポーツ 柔道 佐藤　愛子 17 スポーツ アルペンスキー 片桐　成海 14

H13 スポーツ ｽｷｰ(ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ) 植野　由香 21 技術 自動車工 武田　将大 21

文化 詩・短歌 加藤　千恵 18 H24 文化 書道 石澤　俊介 23

スポーツ 体操 池田　賢明 17 科学 自然科学 高成　壯磨 17

スポーツ 陸上競技 高平  慎士 17 スポーツ 水泳 松村　翔太 15

H14 スポーツ ｱｲｽｽﾚｯｼﾞﾎｯｹｰ 永瀬　　充 27 H25 スポーツ 銃剣道 川崎　喜一 18

スポーツ 陸上競技 久保倉里美 20 スポーツ アルペンスキー 中村　舜 18

H15 文化 バレエ 米倉　雅枝 29 技術 家具 林　香 22

文化 ピアノ 太田　有香 24 H26 技術 家 具 大谷　周平 21

技術 家具 原　　弘治 22 スポーツ アルペンスキー 髙羽　素直 14

スポーツ 銃剣道 樋口　敬太 15 H27 スポーツ 陸上競技 北口　榛花 18

スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 上田　維子 15 H28 技術 家 具 安藤　哲平 22

スポーツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 布宮ゆり恵 14 H29 スポーツ アルペンスキー 今　颯人 18

H16 文化 ピアノ 安田　里沙 28 スポーツ アーチェリー 中村　美優 18

スポーツ フットサル 高橋　健介 23 H30 スポーツ アルペンスキー 片山 龍馬 15

スポーツ 水泳 及川真沙紀 20 R1 技術 家 具 倉 橋 司 22

スポーツ 空手道 小林　優祐 15 技術 家 具 山口 智大 23

H17 スポーツ ﾀﾞﾝｽスポーツ 久保田弓椰 14 R2 スポーツ 柔剣道 石岡　悠来 19

スポーツ ﾀﾞﾝｽスポーツ 久保田蘭羅 13 スポーツ アルペンスキー 広田　静空 19

文化 競技かるた 田原　大地 24 176 名合　　　計


