
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 岡⽥ 有太 おかだ ゆうた 27 茨城県
2 佐藤 謙次郎 さとう けんじろう 20 茨城県
3 ⼤⽯ 建 おおいし たつる 26 茨城県
4 ⾼橋 祐⼆郎 たかはし ゆうじろう 25 東京都
5 菅⾕ 直道 すがや なおみち 26 千葉県
6 中村 和良 なかむら かずよし 24 茨城県
7 阿部 真之 あべ なおゆき 20 茨城県
8 叶野 卓也 かのう たくや 29 茨城県
9 ⽵之内 隆乃輔 たけのうち りゅうのすけ 28 茨城県

10 栗原 正敏 くりはら まさとし 23 愛知県
11 ⽶⽥ 昂平 よねだ こうへい 28 兵庫県
12 吉原 翔也 よしはら しょうや 22 茨城県
13 ⽯川 遼 いしかわ りょう 20 茨城県
14 上之原 幸祐 かみのはら こうすけ 23 神奈川県
15 宮崎 正史 みやざき まさし 25 茨城県
16 富澤 凌 とみざわ りょう 26 群⾺県
17 浅野 裕⼆ あさの ゆうじ 21 東京都
18 松岡 晃平 まつおか こうへい 28 神奈川県
19 井上 裕介 いのうえ ゆうすけ 29 茨城県
20 遠藤 寛和 えんどう のぶとし 25 東京都
21 ⽯神 啓⼈ いしがみ ひろと 27 茨城県
22 ⼩林 慎平 こばやし しんぺい 27 千葉県
23 武藤 佑希 むとう ゆうき 23 千葉県
24 UDDINIRFAN ウッディンイルファン 25 埼⽟県
25 関⼝ 直樹 せきぐち なおき 26 茨城県
26 ⾼岡 建 たかおか たける 24 東京都
27 ⼭城 尚也 やましろ なおや 25 群⾺県
28 株⽊ 優樹 かぶき ゆうき 24 茨城県
29 箕輪 元 みのわ はじめ 29 茨城県
30 近藤 拓磨 こんどう  たくま 22 千葉県
31 野宮 健司 のみや けんじ 26 群⾺県
32 新⼭ 泰規 にいやま たいき 28 群⾺県
33 藤⽥ 和也 ふじた かずや 29 群⾺県
34 ⽥中 勇⼈ たなか ゆうと 22 神奈川県
35 髙橋 拓也 たかはし たくや 28 茨城県
36 蓑⽑ 壮⾺ みのも そうま 20 千葉県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
37 髙橋 剛 たかはし ごう 35 埼⽟県
38 松本 幸伸 まつもと ゆきのぶ 39 茨城県
39 ⼤貫 正雄 おおぬき まさお 36 東京都
40 ⼩⾕ 孝志 こたに たかし 31 埼⽟県
41 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 37 千葉県
42 川島 伸也 かわしま しんや 36 埼⽟県
43 川⽥ 直宏 かわだ なおひろ 34 千葉県
44 眞仁⽥ 太洋 まにた たいよう 37 埼⽟県
45 粕⾕ 純 かすや じゅん 30 神奈川県
46 ⽥中 幸夫 たなか ゆきお 31 群⾺県
47 上野 隼⼈ うえの はやと 33 埼⽟県
48 所 ⼤樹 ところ だいき 31 茨城県
49 佐々⽊ 豊茂 ささき とよしげ 36 東京都
50 桜井 啓⼈ さくらい よしひと 31 茨城県
51 中島 嘉之 なかじま よしゆき 32 茨城県
52 岡⽥ 和明 おかだ かずあき 35 茨城県
53 鴇⽥ 賢⼀ ときた けんいち 35 茨城県
54 ⼭崎 達弥 やまざき たつや 30 群⾺県
55 池⼝ 伸之 いけぐち のぶゆき 35 千葉県
56 ⾼橋 俊英 たかはし としひで 36 群⾺県
57 ⼤國 敦 おおくに あつし 37 兵庫県
58 猪瀬 雄⼤ いのせ ゆうた 32 茨城県
59 川嶋 和也 かわしま かずや 30 茨城県
60 増渕 翔平 ますぶち しょうへい 30 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
61 松野 広貴 まつの ひろき 42 埼⽟県
62 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 47 島根県
63 ⼿澤 康彦 てざわ やすひこ 45 茨城県
64 安⽥ 強 やすだ つよし 45 茨城県
65 中島 清男 なかじま やすお 48 茨城県
66 ⾨⾕ 誠 もんや まこと 42 新潟県
67 ⼩原 光⼀ おばら こういち 46 茨城県
68 ⾵⾒ 隆広 かざみ たかひろ 43 茨城県
69 導祖 隆志 どうそ たかし 44 茨城県
70 堀 雅⽂ ほり まさふみ 47 兵庫県
71 Percy ジョンソン ペルシ ジョンソン 43 群⾺県
72 ⼩崎 陽 おざき あきら 40 茨城県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
73 加藤 勉 かとう つとむ 52 埼⽟県
74 ⼩林 明  こばやし あきら 65 埼⽟県
75 ⽥辺 哲 たなべ さとし 57 静岡県
76 ⾦井 ⾼志 かない たかし 55 東京都
77 須賀 義宏 すが よしひろ 60 茨城県
78 伊藤 孝 いとう たかし 50 神奈川県
79 ⼭⽥ 進 やまだ すすむ 52 群⾺県
80 福永 亘 ふくなが わたる 56 神奈川県
81 鈴⽊ 智 すずき さとし 52 静岡県
82 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 50 埼⽟県
83 渡部 嘉⽂ わたなべ よしふみ 52 群⾺県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 沖津 三枝 おきつ みえ 24 千葉県
2 ⻫藤 友加⾥ さいとう ゆかり 26 東京都
3 笹⾕ 真菜実 ささや まなみ 28 千葉県
4 中島 綾⾹ なかじま あやか 24 兵庫県
5 柿崎 愛⾥ かきざき あいり 22 茨城県
6 ⼩林 美穂 こばやし みほ 25 茨城県
7 チャベス 愛 チャベス あい 26 愛知県
8 ⻄原 昌奈美 にしはら まなみ 29 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
9 ⽵林 早苗 たけばやし さなえ 32 東京都

10 ⼭崎 真緒 やまさき まお 31 東京都
11 鶉橋 正⼦ うずらはし まさこ 33 東京都
12 嵯峨 由美⼦ さが ゆみこ 31 栃⽊県
13 ⼭⼝ 加奈⼦ やまぐち かなこ 39 兵庫県
14 畠⼭ 美保 はたけやま みほ 39 千葉県
15 ⾦⼦ 美保 かねこ みほ 36 東京都
16 河原井 美冴 かわらい みさえ 39 茨城県
17 加藤 亜沙美 かとう あさみ 35 茨城県
18 網城 詩織 あみしろ しおり 31 埼⽟県
19 ⼤森 ⼀美 おおもり かずみ 38 千葉県
20 ⾓井 ⿇⼦ つのい あさこ 38 東京都
21 井樽 貴⼦ いたる たかこ 37 東京都
22 新井 絵⾥ あらい えり 38 千葉県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
23 荒井 舞 あらい まい 43 埼⽟県
24 宇留野 郁⼦ うるの いくこ 45 茨城県
25 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 44 茨城県
26 関⼝ 雅代 せきぐち  まさよ 44 茨城県
27 安蒜 優⼦ あんびる ゆうこ 42 千葉県
28 松本 ⿇⾐⼦ まつもと まいこ 40 東京都
29 ⽚岡 梢 かたおか こずえ 41 埼⽟県
30 森 由希⼦ もり ゆきこ 48 千葉県
31 三澤 恭⼦ みさわ きょうこ 42 埼⽟県
32 ⽯⽥ 美成好 いしだ みなこ 40 千葉県
33 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 45 奈良県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
34 平⽥ ⽐登美 ひらた ひとみ 52 千葉県
35 ⼤澤 美⾹ おおさわ みか 54 茨城県
36 荒井 有美 あらい ありみ 52 埼⽟県
37 三橋 純⼦ みつはし じゅんこ 57 東京都
38 植⽥ 明⼦ うえた あきこ 52 茨城県
39 曽⼭ 典枝 そやま のりえ 52 埼⽟県
40 川島 めぐみ かわしま めぐみ 50 東京都
41 塚本 由美 つかもと ゆみ 54 千葉県
42 廣川 まどか ひろかわ まどか 52 東京都

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


