
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 船⽊ 永登 ふなき ひさのり 29 東京都
2 草野 ⼀也 くさの かずや 25 宮城県
3 中野 幹也 なかの みきや 23 東京都
4 柏倉 有佑 かしわぐら ゆうすけ 26 ⼭形県
5 ⼩俣 雄 おまた ゆう 24 北海道
6 三浦 宏幸 みうら ひろゆき 28 宮城県
7 中⼭ ⼤鳳 なかやま たいほう 23 秋⽥県
8 逸⾒ 秀 へんみ しゅう 25 宮城県
9 佐藤 伸哉 さとう しんや 23 福島県

10 林 優⼀ はやし ゆういち 24 宮城県
11 滑川 竣太 なめかわ しゅんた 21 宮城県
12 今⽥ 充 いまだ みつる 28 宮城県
13 今野 発 こんの ひらく 29 神奈川県
14 野⽥ 佑磨 のだ ゆうま 25 宮城県
15 佐藤 翔 さとう しょう 20 宮城県
16 佐藤 陽⼀ さとう よういち 24 宮城県
17 清野 政尭 せいの まさあき 21 宮城県
18 聖前 雄也 しょうぜん ゆうや 25 宮城県
19 齋藤 貴聡 さいとう たかあき 25 宮城県
20 ⼤場 裕貴 おおば ひろき 24 ⼭形県
21 鈴⽊ 健太 すずき けんた 23 宮城県
22 横⽥ 賢志郎 よこた けんしろう 29 千葉県
23 ⿑藤 光汰 さいとう こうた 24 宮城県
24 井上 樹 いのうえ たつき 28 宮城県
25 神⽥ 栄⼠ かんだ えいじ 20 兵庫県
26 伊藤 ⼀崇 いとう かずたか 26 宮城県
27 浅⽥ 健悟 あさだ けんご 27 宮城県
28 阿部 祐樹 あべ ゆうき 26 宮城県
29 ⽥宮 優輔 たみや ゆうすけ 19 宮城県
30 鍋⽥ 倫光 なべた ともみつ 25 宮城県
31 橋本 裕⾺ はしもと ゆうま 28 宮城県
32 岩崎 勇⼈ いわさき はやと 23 岩⼿県
33 ⾥館 紳⼀ さとだて しんいち 24 宮城県
34 ⼩野 邦幸 おの くにゆき 24 宮城県
35 ⾼橋 尚志 たかはし ひさし 25 岩⼿県
36 ⼤隅 ⾶⿃ おおすみ あすか 26 宮城県
37 髙橋 晴弥 たかはし せいや 26 東京都
38 藤森 ⼀伎 ふじもり かずき 23 岩⼿県
39 佐藤 聖也 さとう せいや 27 東京都
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40 松本 慎⼀ まつもと しんいち 28 東京都
41 千葉 康弘 ちば やすひろ 29 宮城県
42 橋本 尚志 はしもと ひさし 24 東京都
43 岩⽥ 希⾥⽣ いわた きりゅう 20 宮城県
44 ⼾草内 凌 とくさない りょう 19 宮城県
45 照井 崚太 てるい りょうた 20 宮城県
46 遠藤 ⼤輔 えんどう だいすけ 23 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ビリュコブ オレクサンダー ビリュコブ オレクサンダー 35 新潟県
2 佐藤 敏寛 さとう としひろ 35 宮城県
3 ⾚坂 悠⼆ あかさか ゆうじ 30 神奈川県
4 鈴⽊ ⼀平 すずき いっぺい 38 神奈川県
5 今野 智志 こんの さとし 39 宮城県
6 菊池 勝⼰ きくち かつみ 37 岩⼿県
7 ⼤泉 和平 おおいずみ かずひら 30 埼⽟県
8 佐々⽊ 祐典 ささき ゆうすけ 36 宮城県
9 増⽥ 陽平 ますだ ようへい 34 東京都

10 松下 翔 まつした しょう 36 宮城県
11 渡部 誠 わたなべ まこと 35 宮城県
12 齋藤 正継 さいとう まさつぐ 39 宮城県
13 松本 裕⼀ まつもと ゆういち 35 岩⼿県
14 菊地 純平 きくち じゅんぺい 30 宮城県
15 清⽔ 英享 しみず ひでたか 31 千葉県
16 伊藤 和智 いとう かずとも 35 千葉県
17 三浦 佑介 みうら ゆうすけ 36 秋⽥県
18 今井 俊秀 いまい としひで 33 宮城県
19 佐藤 宰 さとう つかさ 31 神奈川県
20 ⽊村 誠 きむら まこと 36 宮城県
21 ⼩川 佑⼆ おがわ ゆうじ 33 岩⼿県
22 菊池 誠 きくち まこと 32 岩⼿県
23 井上 恭介 いのうえ きょうすけ 30 東京都
24 佐藤 ⼤輔 さとう だいすけ 32 福島県
25 ⽵⿐ 尚史 たけはな なおふみ 30 宮城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
2 ⼩松 親市 こまつ しんいち 48 福島県
3 ⽥中 聡 たなか さとし 49 宮城県
4 筒井 達也 つつい たつや 47 宮城県
5 菅崎 正伸 すがさき まさのぶ 41 岩⼿県

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



6 由良 雅彦 ゆら まさひこ 48 ⼭形県
7 柴⽥ 正則 しばた まさのり 49 埼⽟県
8 ⼟屋 哲 つちや さとる 46 岩⼿県
9 伊藤 謙次 いとう けんじ 47 神奈川県

10 佐藤 豊 さとう ゆたか 40 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩笠原 正慈 おがさわら しょうじ 53 岩⼿県
2 坂部 吉昭 さかべ よしあき 64 千葉県
3 ⽥中 数⼈ たなか かずひと 53 ⻘森県
4 吉⽥ 強 よしだ つよし 50 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 葛⻄ エリカ かさい えりか 23 東京都
2 ⼩川 杏奈 おがわ あんな 26 東京都
3 是川 茉耶 これかわ まや 26 ⻘森県
4 尾崎 未佳 おざき みか 28 東京都
5 ⽊下 美希 きのした みき 26 東京都
6 松⽥ ⿇耶 まつだ まや 23 宮城県
7 北村 明⽇美 きたむら あすみ 27 埼⽟県
8 宇都宮 茉優 うつのみや まゆ 21 東京都
9 齋藤 貴穂 さいとう きほ 25 宮城県

10 佐々⽊ 悠 ささき はるか 27 東京都
11 稲妻 まどか いなづま まどか 24 宮城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡部 彩⼦ わたなべ あやこ 36 宮城県
2 相原 貴代⼦ あいはら きよこ 35 宮城県
3 塩⼊ 彩⼦ しおいり さえこ 38 宮城県
4 加藤 裕⼦ かとう ひろこ 34 福島県
5 鶴⽥ ⿇未 つるた まみ 32 東京都
6 安永 真⼸ やすなが まゆみ 37 東京都
7 ⽥村 依⾥⼦ たむら えりこ 38 東京都
8 坂⽥ 唯⼦ さかた ゆいこ 32 東京都
9 ⽵内 志保 たけうち しほ 35 東京都

10 ⼤畑 千恵 おおはた ちえ 30 宮城県
11 阿部 みどり あべ みどり 31 宮城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア

【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】



1 ⻄塚 繭⼦ にしづか まゆこ 46 ⻘森県
2 横⼭ 保江 よこやま やすえ 47 千葉県
3 中⽥ かんな なかた かんな 41 東京都
4 星 美咲 ほし みさき 41 神奈川県
5 池⽥ 千恵 いけだ ちえ 47 福島県
6 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 44 茨城県
7 礒津 幹⼦ いそづ みきこ 43 東京都
8 鈴⽊ りえ すずき りえ 41 東京都
9 ⻤沢 美典 おにざわ みのり 44 千葉県

10 ⻤防 雅美 きぼう まさみ 49 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 瀬古 歩 せこ あゆみ 50 千葉県
2 渡邉 美和 わたなべ みわ 50 福島県
3 鈴⽊ えみ⼦ すずき えみこ 53 宮城県
4 三宅 多佳⼦ みやけ たかこ 54 東京都

【クイーンクラス】


