
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 岩井 柾讓 いわい まさのり 21 埼⽟県
2 梅津 ⽴樹 うめつ りき 22 埼⽟県
3 計良 昂介 けいら こうすけ 28 群⾺県
4 岩松 究仁浩 いわまつ くにひろ 24 埼⽟県
5 沼⽥ レイ ぬまた れい 21 千葉県
6 櫻井 隆⼈ さくらい りゅうと 26 東京都
7 ⾜⽴ 正友 あだち まさとも 21 群⾺県
8 倉⽥ ⼤樹 くらた もとき 27 埼⽟県
9 横濱 優⽃ よこはま ゆうと 22 千葉県

10 勅使河原 裕貴 てしがはら ゆうき 20 群⾺県
11 清⽔ 和宏 しみず かずひろ 23 埼⽟県
12 ⼩倉 直⼈ おぐら なおと 22 東京都
13 ⼭本 ⼤樹 やまもと たいき 23 群⾺県
14 宮前 ⼀樹 みやまえ かずき 24 神奈川県
15 平岡 泰成 ひらおか たいせい 25 埼⽟県
16 相川 康平 あいかわ こうへい 27 群⾺県
17 村上 潤 むらかみ じゅん 22 群⾺県
18 五⽉⼥ 佑太 そうとめ ゆうた 23 群⾺県
19 岩井 豪 いわい ごう 26 東京都
20 能條 崇昭 のうじょう たかあき 29 東京都
21 ⼩野寺 慶久 おのでら よしひさ 27 埼⽟県
22 船⼾ 速⼈ ふなと はやと 28 東京都
23 松岡 弘樹 まつおか ひろき 25 千葉県
24 ⾼⽥ 基希 たかだ もとき 23 埼⽟県
25 ⽊村 純平 きむら じゅんぺい 26 東京都
26 平⼭ 晴輝 ひらやま はるき 21 千葉県
27 平間 拓未 ひらま たくみ 23 東京都
28 川島 史哉 かわしま ふみや 23 栃⽊県
29 新井 雄⼤ あらい ゆうだい 26 東京都
30 橋本 宗佑 はしもと そうすけ 25 埼⽟県
31 嶋⽅ ⼤迅 しまかた まさとし 25 群⾺県
32 ⿓⾒ 智也 たつみ ともや 21 群⾺県
33 鈴⽊ 貴賀 すずき たかよし 20 埼⽟県
34 及川 新平 おいかわ しんぺい 27 千葉県
35 坂下 正樹 さかした まさき 27 埼⽟県
36 澤⽥ 孝樹 さわだ たかき 24 群⾺県
37 ⼤⾕ 悠志 おおたに ゆうし 28 群⾺県
38 内⽥ ⼀弥 うちだ かずや 29 埼⽟県
39 及川 雅貴 おいかわ まさき 26 千葉県
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40 三好 正之 みよし まさゆき 25 千葉県
41 ⼭⼝ 央貴 やまぐち ひろき 27 群⾺県
42 ⻘⽊ 亮 あおき りょう 29 埼⽟県
43 ⾚⽯ 和応 あかいし かつまさ 29 東京都
44 飯野 洋平 いいの ようへい 23 東京都
45 新井 勇貴 あらい ゆうき 27 群⾺県
46 落合 貴則 おちあい たかのり 27 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
47 早坂 亮樹 はやさか りょうじゅ 33 群⾺県
48 外丸 憲⼀ とまる けんいち 38 群⾺県
49 佐藤 慶吾 さとう けいご 36 群⾺県
50 ⾓⽥ 正樹 つのだ まさき 32 群⾺県
51 七五三⽊ 義妃 しめぎ よしき 30 群⾺県
52 ⼤隅 優貴 おおすみ ゆうき 39 栃⽊県
53 川⽥ 充宏 かわだ みつひろ 38 栃⽊県
54 倉重 育将 くらしげ いくまさ 36 埼⽟県
55 ⼩澤 広和 おざわ ひろかず 38 埼⽟県
56 村上 ⽐佐夫 むらかみ ひさお 39 栃⽊県
57 岡本 友輔 おかもと ゆうすけ 37 群⾺県
58 宇津⽊ 諭 うつぎ さとし 37 群⾺県
59 松⽥ 祥平 まつだ しょうへい 31 群⾺県
60 秋⼭ 純司 あきやま じゅんじ 39 埼⽟県
61 増渕 翔平 ますぶち しょうへい 32 埼⽟県
62 岡庭 達郎 おかにわ たつろう 29 群⾺県
63 ⾼橋 直也 たかはし なおや 37 群⾺県
64 兼丸 和⼈ かねまる かずと 37 群⾺県
65 宮本 健太郎 みやもと けんたろう 32 東京都
66 ⼩屋原 卓也 こやはら たくや 37 群⾺県
67 カーン ズヘブアリ かーん ずへぶあり 30 東京都
68 上野 隼⼈ うえの はやと 34 埼⽟県
69 松⽥ 誠 まつだ まこと 39 群⾺県
70 笠原 守 かさはら まもる 33 群⾺県
71 稲葉 雄基 いなば ゆうき 37 神奈川県
72 ⾦⽥ 英真 かねだ えいしん 35 東京都
73 遠藤  歩 えんどう あゆむ 30 埼⽟県
74 堀越 弘透 ほりこし ひろゆき 33 群⾺県
75 新井 悠介 あらい ゆうすけ 32 群⾺県
76 蛭間 康太 ひるま こうた 32 東京都
77 新⽥ 武徳 にった たけのり 33 群⾺県
78 北井 頌太 きたい しょうた 30 群⾺県
79 ⽥中 幸夫 たなか ゆきお 32 群⾺県
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80 堀 悠樹 ほり ゆうき 30 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
81 三浦 務 みうら つとむ 47 埼⽟県
82 狩野   正秀 かのう まさひで 47 群⾺県
83 ⼤澤 素彦 おおさわ もとひこ 45 群⾺県
84 岡⼾  ⼀史 おかど かずのぶ 48 埼⽟県
85 勝⼜ 智⼈ かつまた ともひと 42 群⾺県
86 関 隆雄 せき たかお 42 栃⽊県
87 ⽻⽣ 孝 はぶ たかし 46 栃⽊県
88 ⾚根 正太 あかね しょうた 43 群⾺県
89 井桁 健⼆ いげた けんじ 49 神奈川県
90 渡辺 史朗 わたなべ しろう 42 ⼭梨県
91 ⾦井 裕 かない ゆたか 42 群⾺県
92 樋⼝ 賢 ひぐち さとし 40 群⾺県
93 宮上 啓喜 みやがみ ひろき 43 東京都
94 柴崎 拓実 しばさき たくみ 40 群⾺県
95 塩原 聡 しおばら さとし 43 群⾺県
96 井上 貴照 いのうえ たかあき 48 群⾺県
97 Johnson Percy じょんそん ぺるし 44 群⾺県
98 橋本 忠則 はしもと ただのり 44 東京都
99 鈴⽊ 啓介 すずき けいすけ 49 神奈川県
100 ⽊村 宏 きむら ひろし 45 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
101 鈴⽊ 周 すずき しゅう 50 東京都
102 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 52 埼⽟県
103 関根 洋⼀ せきね よういち 51 埼⽟県
104 ⽔島 裕⼀ みずしま ゆういち 54 東京都
105 ⽥中 輝彦 たなか てるひこ 51 群⾺県
106 ⼩此⽊ 能信 おこのぎ よしのぶ 50 群⾺県
107 ⼭⽥ 進 やまだ すすむ 54 群⾺県
108 須賀 義宏 すが よしひろ 61 茨城県
109 海⽼原 隆則 えびはら たかのり 52 埼⽟県
110 迎 武秀 むかえ たけひで 56 東京都
111 林 ⼀成 はやし かずしげ 57 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 實川 鈴加 じつかわ すずか 28 千葉県
2 相澤 ゆりな あいざわ ゆりな 23 新潟県
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3 早川 未紘 はやかわ みひろ 25 東京都
4 佐藤 ⾥⾹⼦ さとう りかこ 24 東京都
5 早川 あやの はやかわ あやの 26 千葉県
6 ⿊⾕ 典加 くろたに ふみか 28 京都府
7 とももと もも とももと もも 22 神奈川県
8 ⽥中 佑奈 たなか ゆうな 24 東京都
9 朝⽇奈 美絢 あさひな みあ 27 埼⽟県

10 松野 菜名 まつの なな 24 千葉県
11 野⼝ 愛未 のぐち あいみ 25 千葉県
12 伊波 美鈴 いは みれい 26 千葉県
13 伊藤 綾華 いとう あやか 27 群⾺県
14 ⽥村 美有 たむら みゆ 23 群⾺県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
15 ⾨間 ⾹奈 もんま かな 32 群⾺県
16 福島 聖世 ふくしま まさよ 30 埼⽟県
17 寺⽥ 有加 てらだ ゆか 30 埼⽟県
18 平⼭ 裕⼦ ひらやま ゆうこ 33 東京都
19 五⼗嵐 ひとみ いがらし ひとみ 39 群⾺県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
20 ⼩林 園⼦ こばやし そのこ 41 東京都
21 ⻲井 千尋 かめい ちひろ 40 埼⽟県
22 種市 渚 たねいち なぎさ 40 群⾺県
23 三浦 真理⼦ みうら まりこ 47 神奈川県
24 古賀 真理愛 こが まりあ 41 東京都
25 三澤 舞 みさわ まい 40 群⾺県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
26 新井 幸⼦ あらい さちこ 54 東京都
27 磯⽥ 三和 いそだ みわ 55 東京都
28 廣川 まどか ひろかわ まどか 53 東京都
29 ⻘⼭ 成美 あおやま まさみ 52 神奈川県
30 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 53 東京都
31 ⽥邉 しのぶ たなべ しのぶ 52 千葉県
32 ⽥島 美保代 たじま みほよ 51 群⾺県
33 須賀 スミ⼦ すが すみこ 65 茨城県
34 村⽥ 壽⾥ むらた じゅり 53 東京都
35 ⽩数 玲穂 しらす たまほ 55 東京都
36 ⻘⽊ 朋⼦ あおき ともこ 61 静岡県
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37 ⼤澤 照代 おおさわ てるよ 54 静岡県
38 ⽵花 由美⼦ たけはな ゆみこ 50 埼⽟県


