
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡辺 悠⽃ わたなべ ゆうと 24 茨城県
2 武蔵 拓光 むさし たくみ 23 茨城県
3 杉⽥ 鋭治 すぎた えいじ 24 茨城県
4 ⽯井 徹 いしい とおる 27 茨城県
5 ⽊村 隆慈 きむら りゅうじ 29 茨城県
6 ⼭⽥ 司 やまだ つかさ 24 茨城県
7 ⾼橋 拓也 たかはし たくや 29 茨城県
8 ⿂野 健⽃ うおの けんと 24 茨城県
9 藤原 拓哉 ふじわら たくや 25 茨城県
10 新⽥ ⼤裕 にった だいすけ 27 茨城県
11 宗形 陸 むなかた だいち 25 福島県
12 永⽥ 聖⼈ ながた まさと 26 東京都
13 倉持 ⿓⼀朗 くらもち りゅういちろう 19 茨城県
14 ⽯川 遼 いしかわ りょう 21 茨城県
15 ⾼野 光平 たかの こうへい 25 茨城県
16 菅野 良浩 かんの よしひろ 22 茨城県
17 梁原 啓朗 はしはら たかあき 24 東京都
18 浦 隼将 うら としゆき 26 栃⽊県
19 落合 貴則 おちあい たかおり 27 埼⽟県
20 福島 俊介 ふくしま しゅんすけ 27 埼⽟県
21 岩⽥ 聖健 いわた せいけん 24 東京都
22 ⼩林 慎平 こばやし しんぺい 28 千葉県
23 牧 健司 まき けんじ 28 神奈川県
24 ⽥中 勇⼈ たなか ゆうと 23 神奈川県
25 ⻘⽊ 秀樹 あおき ひでき 25 神奈川県
26 蓑⽑ 壮⾺ みのも そうま 21 茨城県
27 ⼩森 諒 こもり りょう 26 茨城県
28 齋藤 元気 さいとう げんき 28 茨城県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
29 福永 将司 ふくなが まさし 30 東京都
30 叶野 卓也 かのう たくや 30 茨城県
31 坂梨 翼 さかなし つばさ 34 埼⽟県
32 ⼋城 貴⾏ やしろ たかゆき 33 茨城県
33 近藤 裕司 こんどう ゆうじ 35 栃⽊県
34 ⽯橋 喜裕 いしばし よしひろ 30 千葉県
35 河野 孝男 かわの たかお 30 茨城県
36 柴⽥ 知之 しばた ともゆき 32 茨城県
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37 ⼭本 俊介 やまもと しゅんすけ 37 茨城県
38 平本 泰博 ひらもと やすひろ 34 福島県
39 ⼤岡 忠敏 おおおか ただとし 31 栃⽊県
40 ⼤岩 俊基 おおいわ としき 30 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
41 ⼿澤 康彦 てざわ やすひこ 47 茨城県
42 ⼩原 茂樹 おばら しげき 45 千葉県
43 齋藤 良太郎 さいとう りょうたろう 47 埼⽟県
44 関⾕ 稔 せきや みのる 49 東京都
45 安⽥ 強 やすだ つよし 46 茨城県
46 稲⽥ 明男 いなだ あきお 46 東京都
47 中根 章博 なかね あきひろ 45 茨城県
48 布留川 潔 ふるかわ きよし 47 東京都
49 常川 貴扶 つねかわ たかお 46 東京都
50 中村 航 なかむら わたる 48 埼⽟県
51 ⽇向寺 ⼤介 ひゅうがじ だいすけ 40 福島県
52 坂井 俊幸 さかい としゆき 43 神奈川県
53 ⾵⾒ 隆広 かざみ たかひろ 45 茨城県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
54 福永 亘 ふくなが わたる 57 神奈川県
55 加藤 勉 かとう つとむ 53 埼⽟県
56 須賀 義宏 すが よしひろ 61 茨城県
57 ⼩⽵ 譲 こたけ ゆずる 50 千葉県
58 中村 忠史 なかむら ただふみ 54 東京都
59 渡 晃久 わたり てるひさ 50 千葉県
60 ⼭⽥ 進 やまだ すすむ 53 群⾺県
61 上杉 学 うえすぎ まなぶ 53 埼⽟県
62 林 ⼀成 はやし かずしげ 57 埼⽟県
63 坂本 弘幸 さかもと ひろゆき 57 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 近藤 志緒⾥ こんどう しおり 28 神奈川県
2 東野 朱⾳ とうの あかね 25 栃⽊県
3 福永 愛美 ふくなが めぐみ 27 ⼤阪府
4 佐藤 優季奈 さとう ゆきな 24 茨城県
5 及川 泉 おいかわ いづみ 23 茨城県
6 ⽥中 佑奈 たなか ゆうな 23 東京都
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
7 杉本 涼佳 すぎもと さやか 36 東京都
8 ⼤平 佐和⼦ おおひら さわこ 33 神奈川県
9 ⾶⽥ ⿇未 とびた まみ 31 茨城県
10 ⼭⽥ 詩織 やまだ しおり 33 千葉県
11 ⽯野⽥ 紗帆 いしのだ さほ 30 千葉県
12 甲村 順⼦ こうむら じゅんこ 38 東京都
13 倉迫 あゆみ くらさこ あゆみ 33 千葉県
14 ⽩⽥  美佳 しらた みか 33 東京都
15 園部 鮎味 そのべ あゆみ 31 茨城県
16 吉田　祐子 よしだ　ゆうこ 31 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
17 豊島 愛⼦ としま あいこ 42 東京都
18 千葉 佳弥 ちば よしみ 42 千葉県
19 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 45 茨城県
20 杉⽥ 真純 すぎた ますみ 42 千葉県
21 原⽥ 尚⼦ はらだ なおこ 46 茨城県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
22 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 58 東京都
23 ⽥邉 しのぶ たなべ しのぶ 52 千葉県
24 廣川 まどか ひろかわ まどか 53 東京都
25 ⻘⼭ 成美 あおやま まさみ 52 神奈川県
26 中島 由美⼦ なかじま ゆみこ 52 東京都
27 須賀 スミ⼦ すが すみこ 65 茨城県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


