
ROSSIGNOL Opening Cup 2022 エントリーリスト

※スタートリストではありません

本間かほる ホンマカオル シニアF(90才以上)女子
１名

白井嘉子 シライヨシコ シニアD(80～89才)女子
星田慶子 ホシダケイコ シニアD(80～89才)女子
２名

桶谷牧子 オケタニマキコ シニアC(70～79才)女子
谷　寿子 タニ　ヒサコ シニアC(70～79才)女子
辻あき江 ツジアキエ シニアC(70～79才)女子
安福正子 ヤスフクマサコ シニアC(70～79才)女子
４名

久保田昌恵 クボタマサエ シニアB(60～69才)女子
坂井　真由美 サカイ　マユミ シニアB(60～69才)女子
瀧　真志子 タキ　マシコ シニアB(60～69才)女子
内藤　えみ子 ナイトウ　エミコ シニアB(60～69才)女子
中村章子 ナカムラ　ショウコ シニアB(60～69才)女子
５名

池浦　智恵美 イケウラ　チエミ シニアA(50～59才)女子
城田千晶 シロタチアキ シニアA(50～59才)女子
西　由加 ニシ　ユカ シニアA(50～59才)女子
干場智子 ホシバトモコ シニアA(50～59才)女子
室田陽子 ムロタヨウコ シニアA(50～59才)女子
５名

長谷川　武 ハセガワ　タケシ シニアE(90才以上)男子
１名

池田重芳 イケダシゲヨシ シニアD(80～89才)男子
谷 啓 タニアキラ シニアD(80～89才)男子
２名

秋葉敬治 アキバケイジ シニアC(70～79才)男子
上野淳一 ウエノジュンイチ シニアC(70～79才)男子
大坂憲行 オオサカ　ノリユキ シニアC(70～79才)男子
桶谷政博 オケタニマサヒロ シニアC(70～79才)男子
小山田孝夫 オヤマダタカオ シニアC(70～79才)男子
君島時吉 キミシマトキヨシ シニアC(70～79才)男子
小酒井朝夫 コザカイアサオ シニアC(70～79才)男子
酒井　孝一 サカイ　タカカズ シニアC(70～79才)男子
塩沢　重利 シオザワ　シゲトシ シニアC(70～79才)男子
千石文夫 センゴクフミオ シニアC(70～79才)男子
棚田　兼蔵 タナダ　カネゾウ シニアC(70～79才)男子
谷　善樹 タニ　ヨシキ シニアC(70～79才)男子
中村　英則 ナカムラヒデノリ シニアC(70～79才)男子
南雲敏幸 ナグモトシユキ シニアC(70～79才)男子
長谷川　勝 ハセガワマサル シニアC(70～79才)男子
星勝実 ホシカツミ シニアC(70～79才)男子
三橋新一 ミツハシシンイチ シニアC(70～79才)男子
見波　弘 ミナミ　ヒロシ シニアC(70～79才)男子
１８名



秋山泰行 アキヤマ　ヤスユキ シニアB(60～69才)男子
阿部宗司 アベソウジ シニアB(60～69才)男子
伊藤慎治 イトウシンジ シニアB(60～69才)男子
岩崎繁嗣 イワキシゲツグ シニアB(60～69才)男子
内海　千春 ウツミチハル シニアB(60～69才)男子
江縁　秀利 エブチヒデトシ シニアB(60～69才)男子
大川　正一 オオカワ　マサカズ シニアB(60～69才)男子
奥田　点 オクダ　トモル シニアB(60～69才)男子
小野直人 オノ　ナオト シニアB(60～69才)男子
神田友義 カンダトモヨシ シニアB(60～69才)男子
岸本　高志 キシモト　タカシ シニアB(60～69才)男子
木村　司 キムラ　ツカサ シニアB(60～69才)男子
熊沢　明 クマザワアキラ シニアB(60～69才)男子
小谷領人 コタニリョウト シニアB(60～69才)男子
澤田　武 サワダ　タケシ シニアB(60～69才)男子
下村　清 シモムラキヨシ シニアB(60～69才)男子
城田克也 シロタカツヤ シニアB(60～69才)男子
鈴木秀樹 スズキ　ヒデキ シニアB(60～69才)男子
高橋　尚志 タカハシ　ヒサシ シニアB(60～69才)男子
髙橋　昌也 タカハシ　マサヤ シニアB(60～69才)男子
高橋真人 タカハシマサト シニアB(60～69才)男子
武田　秀 タケダ　シュウ シニアB(60～69才)男子
千葉伸太郎 チバシンタロウ シニアB(60～69才)男子
角田英明 ツノダヒデアキ シニアB(60～69才)男子
野崎　伸 ノザキ　シン シニアB(60～69才)男子
野辺隼生 ノベハヤオ シニアB(60～69才)男子
久宗　克也 ヒサムネ　カツヤ シニアB(60～69才)男子
松本義光 マツモトヨシミツ シニアB(60～69才)男子
渡辺菊夫 ワタナベキクオ シニアB(60～69才)男子
２９名

秋山　航一 アキヤマ　コウイチ シニアA(50～59才)男子
有金雄志 アリカネユウシ シニアA(50～59才)男子
池浦　成明 イケウラ　シゲアキ シニアA(50～59才)男子
石和　秀紀 イシワ　ヒデキ シニアA(50～59才)男子
市川秀公 イチカワヒデタカ シニアA(50～59才)男子
伊藤　義彦 イトウ　ヨシヒコ シニアA(50～59才)男子
榎本弘容 エノモトヒロカタ シニアA(50～59才)男子
太田　亮久 オオタ　アキヒサ シニアA(50～59才)男子
大谷　英基 オオタニ　ヒデキ シニアA(50～59才)男子
岡泰央 オカヤスヒロ シニアA(50～59才)男子
加藤大二 カトウダイジ シニアA(50～59才)男子
金子久志 カネコヒサシ シニアA(50～59才)男子
古平隆一 コダイラタカカズ シニアA(50～59才)男子
小林知幸 コバヤシトモユキ シニアA(50～59才)男子
小山健司 コヤマケンジ シニアA(50～59才)男子
佐藤和正 サトウカズマサ シニアA(50～59才)男子
城田伸也 シロタノブヤ シニアA(50～59才)男子
新庄　英樹 シンジョウ　ヒデキ シニアA(50～59才)男子
鈴木克実 スズキカツミ シニアA(50～59才)男子
高崎倫行 タカサキノリユキ シニアA(50～59才)男子
舘 英士 タチ エイシ シニアA(50～59才)男子



田中　明彦 タナカ　アキヒコ シニアA(50～59才)男子
千葉　丈雄 チバ　タケオ シニアA(50～59才)男子
中西　孝 ナカニシ　タカシ シニアA(50～59才)男子
西　俊郎 ニシ　トシロウ シニアA(50～59才)男子
西峯　正 ニシミネ　タダシ シニアA(50～59才)男子
西山隆志 ニシヤマタカシ シニアA(50～59才)男子
橋本和典 ハシモトカズノリ シニアA(50～59才)男子
土生　智弘 ハブ　トモヒロ シニアA(50～59才)男子
濱 忠嗣 ハマ タダツグ シニアA(50～59才)男子
早川　信明 ハヤカワ　ノブアキ シニアA(50～59才)男子
藤田　雅保 フジタ　マサヤス シニアA(50～59才)男子
干場英城 ホシバヒデキ シニアA(50～59才)男子
細川　裕司 ホソカワ　ユウジ シニアA(50～59才)男子
桝　正和 マス　マサカズ シニアA(50～59才)男子
舛井禎久 マスイヨシヒサ シニアA(50～59才)男子
松村　洋 マツムラ　ヒロシ シニアA(50～59才)男子
吉川琢磨 ヨシカワタクマ シニアA(50～59才)男子
３８名

茂田　日菜子 シゲタ　ヒナコ 小学生1～3年生女子
古澤亜侑 フルサワアユ 小学生1～3年生女子
升澤結萌 マスザワユメ 小学生1～3年生女子
３名

池田　希愛 イケダ　ノア 小学生4～6年生女子
大谷 明莉 オオタニ アカリ 小学生4～6年生女子
北村優美子 キタムラユミコ 小学生4～6年生女子
木村夏浦 キムラカホ 小学生4～6年生女子
小出幸永 コイデサチエ 小学生4～6年生女子
小嶋 芭奈 コジマ ハナ 小学生4～6年生女子
新海　優月 シンカイ　ユツキ 小学生4～6年生女子
辰己楓佳 タツミフウカ 小学生4～6年生女子
内記　綾菜 ナイキ　アヤナ 小学生4～6年生女子
別府　映奈 ベップ　エナ 小学生4～6年生女子
山本　真凜 ヤマモト　マリン 小学生4～6年生女子
１１名

荒瀬翔大 アラセショウタ 小学生1～3年生男子
池田　路輝 イケダ　ロキ 小学生1～3年生男子
大石 真太朗 オオイシ シンタロウ 小学生1～3年生男子
小田桐　大 オダギリ　ダイ 小学生1～3年生男子
小濱修聖 コハママサト 小学生1～3年生男子
佐々木 慶一郎 ササキ ケイイチロウ 小学生1～3年生男子
内記　海翔 ナイキ　カイト 小学生1～3年生男子
別府　新太 ベップ　アラタ 小学生1～3年生男子
柳町　心路 ヤナギマチ　ココロ 小学生1～3年生男子
渡辺　雅斗 ワタナベ　マサト 小学生1～3年生男子
１０名



石水 来陽 イシミズ　ライヒ 小学生4～6年生男子
大石 楓真 オオイシ フウマ 小学生4～6年生男子
小田 泰聖 オダ タイセイ 小学生4～6年生男子
唐沢純平 カラサワジュンペイ 小学生4～6年生男子
菊地尚樹 キクチナオキ 小学生4～6年生男子
紅林涼雅 クレバヤシリョウガ 小学生4～6年生男子
小﨑粋人 コザキスイト 小学生4～6年生男子
須田　喜森 スダ　ヨシモリ 小学生4～6年生男子
田中遼介 タナカリョウスケ 小学生4～6年生男子
董　文道 トウ　モンド 小学生4～6年生男子
冨岡　丈流 トミオカ　タケル 小学生4～6年生男子
仲山  碧 ナカヤマ  アオイ 小学生4～6年生男子
萩原　瑠彩 ハギワラ　ルイ 小学生4～6年生男子
林　愛琉 ハヤシ　アイル 小学生4～6年生男子
平出快音 ヒライデカイト 小学生4～6年生男子
政木　宗介 マサキ　ソウスケ 小学生4～6年生男子
森田光 モリタヒカル 小学生4～6年生男子
森山　惺矢 モリヤマ　セイヤ 小学生4～6年生男子
柳町　晴音 ヤナギマチ　ハルト 小学生4～6年生男子
渡辺　琉生 ワタナベ　ルイ 小学生4～6年生男子
２０名

山口　映 ヤマグチ　アキ 社会人C(40～49才)女子
１名

松田恕子 マツダユキコ 社会人A(29才以下)女子
１名

石黒　基 イシグロ　モトイ 社会人C(40～49才)男子
石水良治 イシミズ　リョウジ 社会人C(40～49才)男子
磯村昌城 イソムラマサキ 社会人C(40～49才)男子
一井　剛 イチイ　ゴウ 社会人C(40～49才)男子
尾上　宏一 オノエ　コウイチ 社会人C(40～49才)男子
小林　諭 コバヤシ　サトル 社会人C(40～49才)男子
阪上武寛 サカガミ　タケヒロ 社会人C(40～49才)男子
佐々木 克典 ササキ カツノリ 社会人C(40～49才)男子
砂川　智一 スナガワ　トモカズ 社会人C(40～49才)男子
高崎洋 タカサキヒロシ 社会人C(40～49才)男子
中井昌文 ナカイマサフミ 社会人C(40～49才)男子
政木　隆史 マサキ　タカフミ 社会人C(40～49才)男子
三明 拓也 ミアケ タクヤ 社会人C(40～49才)男子
山本　浩也 ヤマモト　ヒロヤ 社会人C(40～49才)男子
１４名

大橋　幸平 オオハシ　コウヘイ 社会人B(30～39才)男子
越智　雅樹　 オチ　マサキ 社会人B(30～39才)男子
相地　久和 ソウジ　ヒサカズ 社会人B(30～39才)男子
平田 久幸 ヒラタヒサユキ 社会人B(30～39才)男子
古澤佑介 フルサワユウスケ 社会人B(30～39才)男子
５名



池浦　快哉 イケウラ　カイヤ 社会人A(29才以下)男子
稲葉貴 イナバタカシ 社会人A(29才以下)男子
加藤　悠 カトウ　ユウ 社会人A(29才以下)男子
小永井　大介 コナガイ　ダイスケ 社会人A(29才以下)男子
金春飛翔 コンパルヒカル 社会人A(29才以下)男子
５名

市村　姫紀 イチムラ　ヒメキ 中学生女子
植田　悠莉 ウエダ　ユウリ 中学生女子
片山　瑞菜 カタヤマ　ミズナ 中学生女子
川端咲千絵 カワバタサチエ 中学生女子
城戸口　芽衣 キドグチ　メイ 中学生女子
小西莉朴 コニシリホ 中学生女子
新海　花奏 シンカイ　カナデ 中学生女子
鈴木　琴絵 スズキ　コトエ 中学生女子
鈴木　優和 スズキ　ユナ 中学生女子
西嶋照紗 ニシジマテレサ 中学生女子

萩原唯 ハギワラユイ 中学生女子

林　ほのか ハヤシ　ホノカ 中学生女子

原　杏樹 ハラ　アンジュ 中学生女子

平出彩音 ヒライデアヤネ 中学生女子

森井愛 モリイアイ 中学生女子

森田彩水 モリタアヤミ 中学生女子

山田 紗羽 ヤマダ サワ 中学生女子

林田　優希 ハヤシダ　ユウキ 中学生女子
１８名

磯村日名子 イソムラヒナコ 高校生女子
加藤　玲奈 カトウ　レナ 高校生女子
木村夕日 キムラユウカ 高校生女子
榊原茅乃 サカキバラカヤノ 高校生女子
田苗優希 タナエユキ 高校生女子
永井 愛莉 ナガイ　アイリ 高校生女子
西川朱音 ニシカワアカネ 高校生女子
野崎　園 ノザキ　ソノ 高校生女子
森井華 モリイハナ 高校生女子
９名

荻野　咲子 オギノ　サキコ 大学生・専門学校生女子
荻野　奈々子 オギノ　ナナコ 大学生・専門学校生女子
三世川　胡桃 ミセガワ　クルミ 大学生・専門学校生女子
３名



石中仁一郎 イシナカジンイチロウ 中学生男子
大谷 聖司 オオタニ セイジ 中学生男子
岡田遥人 オカダハルト 中学生男子
角田智実 カクダトモミ 中学生男子
北村将輝 キタムラマサキ 中学生男子
黒﨑　尚裕 クロサキ　ナオヒロ 中学生男子
竹田柊晴 タケダシュウセイ 中学生男子
千葉悠太 チバユウタ 中学生男子
萩原　叶有 ハギワラ　トア 中学生男子
林 遼真 ハヤシ リョウマ 中学生男子
福島　幸久 フクシマ　ユキヒサ 中学生男子
三田和生 ミタカズキ 中学生男子
輪湖雅治 ワコ　マサハル 中学生男子
渡辺　琳太郎 ワタナベ　リンタロウ 中学生男子
渡辺大翔 ワタナベダイキ 中学生男子
１５名

有賀　勇大郎 アルガ　ユウタロウ 高校生男子
石原　光晟 イシハラ　コウセイ 高校生男子

岡田優人 オカダユウト 高校生男子

沖谷桔平 オキタニ　キッペイ 高校生男子

亀井　勇希 カメイ　ユウキ 高校生男子

北村俊輝 キタムラトシキ 高校生男子

櫻井　翔太 サクライ　ショウタ 高校生男子
船本　力生 フナモト　リキ 高校生男子
村田 悠祐 ムラタ ユウスケ 高校生男子
山本　悠登 ヤマモト　ハルト 高校生男子
１０名


