
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 樋口　圭佑 ひぐち　けいすけ 26 千葉県

2 柳澤　陽 やなぎさわ　ひかる 26 長野県

3 瀧澤　梨句 たきざわ　りく 20 長野県

4 酒井　洸人 さかい　ひろと 23 新潟県

5 牧内　佳太 まきうち　けいた 23 長野県

6 小井土　雅佳 こいど　まさよし 20 長野県

7 村瀬　結士 むらせ　ゆうし 24 東京都

8 臼田　将斗 うすだ　まさと 22 長野県

9 小山　将信 こやま　まさのぶ 23 長野県

10 佐々木　駿 ささき　しゅん 25 愛知県

11 平安名　常之 へいあんな　つねゆき 26 山梨県

12 田村　和暉 たむら　かずき 25 新潟県

13 青島　慎 あおしま　しん 26 長野県

14 菱谷　永河 ひしたに　えいが 24 大阪府

15 清水　誠也 しみず　せいや 26 愛知県

16 秋山　太郎 あきやま　たろう 24 長野県

17 藤井　大志 ふじい　たいし 23 長野県

18 高部　裕也 たかべ　ゆうや 28 山梨県

19 古岩井　健三 こいわい　けんぞう 28 長野県

20 佐藤　広野 さとう　ひろや 29 東京都

21 市川　貴久 いちかわ　たかひさ 28 東京都

22 高橋　真吾 たかはし　しんご 28 長野県

23 堀口　遊 ほりぐち　ゆう 24 静岡県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

24 小柳　竜也 こやなぎ　たつや 33 長野県

25 依田　剛史 よだ　たけふみ 32 長野県

26 藤浪　祐貴 ふじなみ　ゆうき 33 東京都

27 柄澤　峻哉 からさわ　しゅんや 37 長野県

28 山田　篤志 やまだ　あつし 39 東京都

29 長谷川　観 はせがわ　みかた 31 長野県

30 上田　佳胤 うえだ　よしたね 37 長野県

31 西原　正樹 にしはら　まさき 36 長野県

32 瀬戸　隆 せと　たかし 31 大阪府

33 小野　祐貴 おの　ゆうき 30 静岡県

34 長谷川　雄一 はせがわ　ゆういち 36 千葉県

35 堀越　弘透 ほりこし　ひろゆき 33 群馬県

36 宮下　克秀 みやした　かつひで 37 長野県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

37 高原　祐樹 たかはら　ゆうき 42 長野県

38 堀米　雄樹 ほりごめ　ゆうき 43 長野県

39 岡田　知之 おかだ　ともゆき 41 長野県

40 上釜　陵 うえかま　りょう 41 東京都

41 高橋　徹 たかはし　てつ 43 神奈川県
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42 金谷　祐樹 かなたに　ゆうき 43 長野県

43 手塚　秀樹 てづか　ひでき 44 長野県

44 奥原　大樹 おくはら　だいき 42 長野県

45 丸山　治 まるやま　おさむ 40 長野県

46 野元　邦義 のもと　くによし 46 愛知県

47 岡田　啓嗣 おかだ　けいじ 48 長野県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

48 岡　喜浩 おか　よしひろ 52 東京都

49 瀬川　将人 せがわ　まさと 50 富山県

50 東本　強 ひがしもと　つよし 52 長野県

51 笠原　俊弥 かさはら　としひろ 52 長野県

52 福永　亘 ふくなが　わたる 57 神奈川県

53 滝澤　博文 たきざわ　ひろふみ 52 埼玉県

54 金井　高志 かない　たかし 56 東京都

55 小野寺　英樹 おのでら　ひでき 52 埼玉県

56 津沢　幹彦 つざわ　みきひこ 55 新潟県

57 芹澤　剛 せりざわ　たけし 55 東京都

58 上杉　学 うえすぎ　まなぶ 53 埼玉県

59 岩瀬　智芳 いわせ　ともよし 51 愛知県

60 海老原　隆則 えびはら　たかのり 52 埼玉県

61 迎　武秀 むかえ　たけひで 56 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 石田　絵里子 いしだ　えりこ 22 東京都

2 宮澤　早希 みやざわ　さき 28 長野県

3 牛山　咲季 うしやま　さき 25 長野県

4 竹村　幸子 たけむら　さちこ 27 神奈川県

5 浅野　史帆 あさの　しほ 22 三重県

6 佐藤　詩子 さとう　うたこ 25 東京都

7 福与　美咲 ふくよ　みさき 23 長野県

8 朝日奈　美絢 あさひな　みあ 27 埼玉県

9 國分　麗子 こくぶ　れいこ 29 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

10 加藤　美帆 かとう　みほ 31 埼玉県

11 木下　智絵 きのした　ともえ 32 長野県

12 浜野　円香 はまの　まどか 35 千葉県

13 プレストン　亜希 ぷれすとん　あき 37 長野県

14 北原　彌紗 きたはら　みさ 34 長野県

15 平山　裕子 ひらやま　ゆうこ 33 東京都

16 植田　温子 うえだ　あつこ 34 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

17 山田　聖子 やまだ　せいこ 45 東京都

18 町田　典子 まちだ　のりこ 48 東京都

19 破入　文子 はにゅう　ふみこ 49 新潟県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



20 高橋　枝里 たかはし　えり 44 東京都

21 白鳥　香理 しらとり　かおり 45 北海道

22 土田　奈津子 つちだ　なつこ 41 長野県

23 平井　美奈 ひらい　みな 44 新潟県

24 岩崎　いずみ いわさき　いずみ 40 長野県

25 中沢　利江子 なかざわ　りえこ 48 山梨県

26 上村　美和 かみむら　みわ 45 長野県

27 石川　美生子 いしかわ　みおこ 48 神奈川県

28 松井　麻美 まつい　あさみ 41 長野県

29 佐野　瑞穂 さの　みずほ 41 静岡県

30 今橋　由紀 いまはし　ゆき 44 神奈川県

31 沖　桜子 おき　さくらこ 42 東京都

32 湯本　真理 ゆもと　まり 42 長野県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

33 千頭和　由美 ちずわ　ゆみ 57 山梨県

34 荒井　有美 あらい　ありみ 53 埼玉県

35 田島　美保代 たじま　みほよ 51 群馬県

36 宮川　美登里 みやがわ　みどり 56 長野県

37 千葉　玲子 ちば　れいこ 51 群馬県

38 赤杖　佳江子 あかづえ　かえこ 57 神奈川県

【クイーンクラス】


