
「六ツ美中部　竹馬でギネスに挑戦！」　挑戦者名簿　　①～⑧組

①組　５：００ ②組　６：００ ③組　７：００ ④組　８：００
町名 氏名 町名 氏名 町名 氏名 町名 氏名
下三ツ木 筒井 陽介 上青野 稲前恵潤 下青野 澤村晶寛 本郷 川澄幸浩
下青野 志賀勇介 在家 小澤慎悟 下青野 澤村咲花 本郷 古川利一
坂左右 藤本 健太 在家 小澤咲来 下青野 本田　寛 本郷 古川晴音
上合歓木 竹本隆浩 在家 小澤彩花 下青野 本田　彩 本郷 古川瑞樹
上青野 村田雄貴 在家 尾崎里津子 高橋 伊奈紀幸 本郷 古川ひとみ
上青野 萩原悠 在家 尾崎雅大 高橋 伊奈孝准 本郷 阪本真弘
在家 石田啓 在家 尾崎悌大 高橋 伊奈咲歩 本郷 阪本真由
上合歓木 蜂須賀智 福桶 山田洋助 下三ツ木 松原秀敏 本郷 細井望央
上合歓木 蜂須賀隆敏 福桶 安藤隆志 下三ツ木 松原茂次 本郷 伊奈浩樹
上合歓木 蜂須賀一輝 福桶 安藤美結 上青野 松本晴海 本郷 伊奈侑輝
上合歓木 蜂須賀文隆 福桶 安藤槇之介 下三ツ木 鈴木峰俊 本郷 森　晴美
上合歓木 蜂須賀美帆 坂左右 星野久雄 下三ツ木 土屋幹雄 本郷 川澄美沙紀
福桶 坂部智也 坂左右 星野峻大 下三ツ木 畔栁久喜 本郷 川澄遼太
上三ツ木 土屋　誠 坂左右 星野晃成 下三ツ木 畔栁正美 本郷 川澄杏奈
上三ツ木 太田佳美 坂左右 大河原利恵子 下三ツ木 畔栁翔太 本郷 森　尚章
下三ツ木 畔栁和敏 坂左右 大河原晴斗 下三ツ木 畔栁　司 本郷 森　湊斗
上青野 萩原元康 坂左右 浦野範子 下三ツ木 織部宗紀 本郷 宮本大介
先生 石川　駿 坂左右 成瀬好栄 下三ツ木 織部大地 本郷 宮本千代
先生 青山将太朗 坂左右 成瀬恵子 下三ツ木 松原昌雄 本郷 宮本和夏
先生 本多友則 坂左右 成瀬薫 下三ツ木 冨田洋一 本郷 宮本いろは
先生 鈴木智記 坂左右 成瀬蓮 下三ツ木 冨田則久 本郷 宮本詩子
下合歓木 二村和人 上三ツ木 佐野陽色 下三ツ木 山崎雅樹

上三ツ木 佐野陽菜 下三ツ木 山崎美波
上三ツ木 佐野真奈美 下三ツ木 山崎大雅
上三ツ木 名倉　彰 下三ツ木 山崎晃浩
上三ツ木 名倉陽太 下三ツ木 山崎詩音

下三ツ木 山崎　潔
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⑤組　９：００ ⑥組　10：００ ⑦組　11：００ ⑧組　12：００
町名 氏名 町名 氏名 町名 氏名 町名 氏名
上三ツ木 柴田　楓 横浜市 田中弘隆 上青野 宮崎希実 下青野 碧海文俊
上三ツ木 田中政幸 上青野 柴田直美 上青野 宮瀬あおい 下青野 碧海諦良
上三ツ木 田中佐弥 上青野 赤堀信幸 上青野 萩原潤一 下青野 山吉知美
上三ツ木 田中秀汰 上青野 赤堀千恵美 上青野 萩原悠太 下青野 野村獅恩
上三ツ木 山香由美子 上青野 稲前華音 上青野 萩原菜々美 下青野 野村美有
上三ツ木 山香尚大 上青野 小島真里 上青野 萩原康介 下青野 野村いづみ
上三ツ木 永田さおり 上青野 小島夢乃 福桶 坂部ひなた 福桶 野田大貴
上三ツ木 田中元基 上青野 萩原豊文 福桶 杉浦貴行 福桶 新家　武
上三ツ木 田中公麻 上青野 萩原大翔 福桶 杉浦秀 福桶 末永　誠
上三ツ木 太田耕治 上青野 山本一仁 福桶 青山文雄 福桶 末永憲多郎
上三ツ木 土屋智紀 上青野 川上浩一 福桶 中根広幸 福桶 大河内夕真
上三ツ木 太田守男 上青野 川上竜輝 福桶 中根彩葵 福桶 杉浦弘祐
上三ツ木 太田阿里香 上青野 川上隼太 福桶 坂部展子 福桶 杉浦由愛
上三ツ木 太田えみり 上青野 小林颯真 福桶 成瀬進哉 福桶 杉浦玲南
上三ツ木 大野芳和 上青野 大杉育恵 福桶 石原恒二 下青野 深谷晶子
上三ツ木 大野悦子 上青野 藤井賢一 福桶 鳥居貴司 下青野 深谷太郎良
上三ツ木 大野　遼 上青野 藤井香帆 福桶 杉浦千恵 下青野 深谷羽南
上三ツ木 大野美樹 上青野 蜂須賀蒼 福桶 野田純一 下青野 小寺　晃
上三ツ木 太田忠幸 上青野 蜂須賀剤慧 福桶 野田あや音 下青野 小寺ここる
上三ツ木 太田辰弥 上青野 森　啓太 福桶 杉浦喜久男 下青野 山吉孝宏

先生 佐藤亮太 福桶 杉浦恵子 下青野 和田紗奈
先生 近藤佳奈 福桶 杉浦来実

福桶 杉浦快青
20 22 23 21

各組内は順不同、敬称略



「六ツ美中部　竹馬でギネスに挑戦！」　挑戦者名簿　　⑨～⑮組

⑨組　13：００ ⑩組　14：００ ⑪組　15：００ ⑫組　16：００
町名 氏名 町名 氏名 町名 氏名 町名 氏名
下青野 佐内三恵 坂左右 野口公恵 下合歓木 中嶋智恵美 上青野 榊原淳子
下青野 佐内あか里 坂左右 野口華芳 下合歓木 中嶋知香 上青野 榊原佑香
下青野 前原あおい 坂左右 平井由之 下合歓木 清水憲二 上青野 岩月俊行
高橋 段下賢治郎 坂左右 平井雄大 下合歓木 清水保充 上青野 岩月仁哉
高橋 伊奈姫香 坂左右 平井佑貴 下合歓木 本田匡宏 上青野 岩月耀平
高橋 伊奈雄希斗 坂左右 近藤幹男 下合歓木 本田望紘 上青野 村田誠治
高橋 村松重行 坂左右 山下斗摩 下合歓木 犬塚祥規 上青野 村田朋弥
高橋 大久保浩 坂左右 星野昌孝 下合歓木 犬塚幹泰 上青野 佐藤文仁
高橋 伊奈義雄 坂左右 星野早也佳 下合歓木 犬塚稔充 上青野 佐藤竜貴
高橋 瀬戸英男 坂左右 星野凪沙 下合歓木 犬塚梨紗 上青野 佐藤安純
高橋 太田政志 坂左右 加藤明生 下合歓木 清水あい子 在家 小林和也
高橋 瀬戸好博 坂左右 加藤直樹 下合歓木 清水朱音 在家 小林幹大
坂左右 星野　透 坂左右 加藤翔太 下合歓木 二村真也 在家 小林翼作
坂左右 都筑順一 坂左右 長島　潤 下合歓木 二村咲帆 上合歓木 大久保秀幸
坂左右 原　直孝 坂左右 長島琴子 下合歓木 菅沼好俊 福桶 杉浦吉成
坂左右 矢野憲司 坂左右 鈴木勝久 下合歓木 菅沼由貴枝 福桶 杉浦実莉
坂左右 矢野雄飛 坂左右 鈴木春花 下合歓木 菅沼伊織 福桶 杉浦恵利子
坂左右 天野未有 坂左右 牧野和花 下合歓木 菅沼花梨 福桶 大島吏乃
坂左右 天野永太 坂左右 山口桃子 下合歓木 本田成人 下合歓木 二村和孝
坂左右 小林喜代治 坂左右 須田浩之 下合歓木 中嶋光則 下合歓木 二村教予

坂左右 夏目萌衣 下合歓木 二村　孔
坂左右 成瀬博隆 上青野 パウエル海
坂左右 成瀬愛莉 上青野 パウエルキアヌショーン

坂左右 成瀬太陽 先生 岩田美沙
坂左右 成瀬光莉
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⑬組　17：００ ⑭組　18：００ ⑮組　19：００
町名 氏名 町名 氏名 町名 氏名
在家 鈴木真菜 在家 村松渡 中島町 鈴木哲男 挑戦者
在家 足立　廉 在家 杉本久美子 中島町 後藤秀明 合計 349
在家 阿部弘司 在家 杉本莉央 橋目町 山中諒介
在家 阿部幹大 在家 植田泰全 在家 高須正夫
在家 石田梢 在家 松岡久美子 在家 高須真由美
在家 石田虹花 在家 松岡紗良 在家 高須彩聖
下青野 尹　千織 在家 鈴木郁生 在家 藤井智恵
下青野 尹　美輔 在家 鈴木絆心 在家 藤井しずく
坂左右 藤田いずみ 在家 鈴木望心 在家 鈴木義則
坂左右 成瀬夏帆 在家 北村道徳 在家 鈴木智士
坂左右 原　和津生 在家 村松和明 在家 鈴木陽翔
上三ツ木 山崎弘満 在家 村松篤史 下青野 小林愛奈
上三ツ木 山崎絢葉 在家 石川洋平 下青野 小林優和
下三ツ木 畔栁あけみ 在家 石川瑛都 上合歓木 大久保勲
下三ツ木 黒栁浅治 在家 石川世弥 上合歓木 大久保美紅
下三ツ木 山崎健吾 在家 久長高幸 上合歓木 前田利広
下三ツ木 山崎優奈 在家 久長雅幸 上合歓木 大久保　徹
下三ツ木 鈴木立夫 在家 細井則昭 上合歓木 大久保龍斗
下三ツ木 鈴木幸夫 在家 隅　和道 上合歓木 野地由紀
下三ツ木 牧原　伸 上三ツ木 名倉大喜 上合歓木 野地桜生
下三ツ木 牧原美代子 上三ツ木 山崎康孝 上合歓木 蜂須賀厚
下三ツ木 畔栁伸充 上三ツ木 山崎康太 上合歓木 蜂須賀淑世
下三ツ木 畔栁瑞希 上三ツ木 山崎陽人 福桶 足立智成
下三ツ木 犬塚　司 上三ツ木 山崎　諒 福桶 足立紗彩
下三ツ木 犬塚悠心 在家 村松佳津子 下三ツ木 山崎鉱司
下三ツ木 犬塚大地 明大寺町 今泉　尚人

中島町 竹田 美結

26 25 27

各組内は順不同、敬称略


