
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩島 ⼀球 こじま いっきゅう 29 神奈川県
2 野⼝ 杏太 のぐち きょうた 21 千葉県
3 沖本 ショーン賢太 おきもと しょーんけんた 23 千葉県
4 橋本 拓也 はしもと たくや 23 東京都
5 牧 健司 まき けんじ 28 神奈川県
6 内⽥ 涼太 うちだ りょうた 25 神奈川県
7 吉岡 摩周 よしおか ましゅう 23 千葉県
8 柴崎 研司 しばさき けんじ 25 千葉県
9 福⽥ ⼤地 ふくだ だいち 23 東京都

10 神保 博⼀ じんぼ ひろかず 27 茨城県
11 ⽊村 優⽃ きむら ゆうと 20 千葉県
12 阿多 ⼀彦 あた かずひこ 25 千葉県
13 瀧澤 和⼈ たきざわ かずと 28 埼⽟県
14 ⽯井 樹 いしい たつき 25 千葉県
15 ⾐川 尚志 きぬがわ しょうし 25 東京都
16 城間 脩平 しろま しゅうへい 24 東京都
17 荒井 ⼤聖 あらい たいせい 23 千葉県
18 安部 優太 あべ ゆうた 22 千葉県
19 梅津 ⿓磨 うめづ りゅうま 21 神奈川県
20 ⼭室 拓郎 やまむろ たくろう 25 東京都
21 ⼩笠原 和葵 おがさわら かずき 21 千葉県
22 岩⾕ 達磨 いわや たつま 28 東京都
23 佐増 優之介 さそう ゆうのすけ 20 千葉県
24 濱野 雅史 はまの まさふみ 22 千葉県
25 ⼭⼝ 優⼈ やまぐち ゆうと 21 千葉県
26 古屋 全基 ふるや まさき 21 千葉県
27 諸岡 ⼀沙 もろおか かずさ 29 千葉県
28 ⻄村 ⿓之輔 にしむら りゅうのすけ 21 千葉県
29 佐藤 廉 さとう れん 24 東京都
30 佐藤 達也 さとう たつや 27 埼⽟県
31 ⼤和久 明⽣ おおわく あきお 24 千葉県
32 ⼭本 雄策 やまもと ゆうさく 27 千葉県
33 ⻘⽊ 秀樹 あおき ひでき 25 神奈川県
34 内⽥ 君平 うちだ くんぺい 24 埼⽟県
35 河野 祐⼈ こうの まさと 22 神奈川県
36 岩井 慎太郎 いわい しんたろう 27 千葉県
37 北村 紘也 きたむら ひろや 29 東京都
38 ⽯⽥ 拓郎 いしだ たくろう 26 新潟県
39 江藤 ⼀樹 えとう かずき 22 千葉県
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40 近藤 拓武 こんどう たくむ 21 東京都
41 丸⼭ 卓也 まるやま たくや 27 東京都
42 上原 拓海 うえはら たくみ 22 千葉県
43 古川 寛太 ふるかわ かんた 23 千葉県
44 坂⽥ 貴⼤ さかた たかひろ 26 東京都
45 阪上 航 さかがみ わたる 22 千葉県
46 遠藤 崚太 えんどう りょうた 25 東京都
47 ⼭本 克弥 やまもと かつや 23 東京都
48 松嶋 ケイネツ まつしま けいねつ 29 埼⽟県
49 内⽥ 良 うちた りょう 27 千葉県
50 渡邉 航希 わたなべ こうき 23 神奈川県
51 真野 雄⼤ まの ゆうだい 25 千葉県
52 橋本 英男 はしもと ひでお 21 埼⽟県
53 柿沼 健太 かきぬま けんた 24 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
54 佐⽵ 正道 さたけ まさみち 35 千葉県
55 ⾼橋 剛 たかはし ごう 36 埼⽟県
56 松井 孝彦 まつい たかひこ 37 千葉県
57 鈴⽊ 隆裕 すずき たかひろ 35 千葉県
58 坂梨 翼 さかなし つばさ 34 埼⽟県
59 鈴⽊ 那智 すずき なち 34 千葉県
60 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 38 千葉県
61 佐藤 光 さとう ひかる 35 千葉県
62 ⻑⾕川 雄⼀ はせがわ ゆういち 36 千葉県
63 ⼩野 和史 おの かずふみ 30 千葉県
64 ⽮萩 ⾼志 やはぎ たかし 30 東京都
65 秋野 智史 あきの さとし 34 千葉県
66 河⻄ ⾼⾏ かさい たかゆき 38 ⼭梨県
67 ⼭内 善夫 やまうち よしお 39 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
68 渡邉 博之 わたなべ ひろゆき 44 千葉県
69 鈴⽊ 孝章 すずき たかあき 40 千葉県
70 関⾕ 稔 せきや みのる 49 東京都
71 坂井 俊幸 さかい としゆき 43 神奈川県
72 ⼿澤 康彦 てざわ やすひこ 47 茨城県
73 廣澤 賢⾂ ひろさわ けんしん 47 東京都
74 柴⽥ 直也 しばた なおや 40 千葉県
75 ⼩原 茂樹 おばら しげき 45 千葉県
76 ⻫藤 寛 さいとう かん 40 東京都

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



77 渡邊 和博 わたなべ かずひろ 44 千葉県
78 加藤 清⼠ かとう きよし 45 東京都
79 吉峯 晃司 よしみね こうじ 42 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
80 森永 隆之 もりなが たかゆき 53 千葉県
81 福永 亘 ふくなが わたる 57 神奈川県
82 渡 晃久 わたり てるひさ 50 千葉県
83 酒井 憲⼆ さかい けんじ 53 東京都
84 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 52 埼⽟県
85 久保⽥ 耕治 くぼた こうじ 51 千葉県
86 ⼯藤 智之 くどう ともゆき 52 千葉県
87 島崎 篤弥 しまざき とくや 53 千葉県
88 松本 基 まつもと もとい 55 東京都
89 錦織 智明 にしきおり ともあき 50 千葉県
90 関 和昭 せき かずあき 51 埼⽟県
91 三宅 勝将 みやけ かつまさ 54 千葉県
92 鈴⽊ 啓⼆ すずき けいじ 56 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩野寺 愛 おのでら まな 26 千葉県
2 ⼤畑 美菜 おおはた みな 29 神奈川県
3 鈴⽊ 沙亜也 すずき さあや 29 東京都
4 菅野 萌⼦ すがの もえこ 25 東京都
5 ⾼村 真奈 たかむら まな 23 ⼭梨県
6 渡辺 未紗 わたなべ みさ 27 ⼭梨県
7 蕨 由⾹ わらび ゆか 29 北海道
8 ⽮野 暖⼦ やの あつこ 26 東京都
9 早川 あやの はやかわ あやの 26 千葉県

10 五⼗嵐 千華 いがらし ゆきか 29 神奈川県
11 笠⽯ 真智⼦ かさいし まちこ 28 東京都
12 三浦 紫珠華 みうら しずか 28 東京都
13 實川 鈴加 じつかわ すずか 28 千葉県
14 渡邉 実穂 わたなべ みほ 24 東京都
15 伊波 美鈴 いは みれい 27 千葉県
16 渡辺 梢 わたなべ こずえ 27 千葉県
17 中島 美⾥ なかじま みさと 29 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
18 浜野 円⾹ はまの まどか 35 千葉県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



19 ⽯野⽥ 紗帆 いしのだ さほ 30 千葉県
20 倉迫 あゆみ くらさこ あゆみ 33 千葉県
21 ⿊江 誠⼦ くろえ ともこ 39 東京都
22 古宮 絵美⼦ こみや えみこ 34 千葉県
23 松清 美彩 まつきよ みどり 36 東京都
24 夏⽬ ⿇⾐ なつめ まい 32 愛知県
25 櫻井 夏⼦ さくらい なつこ 31 東京都
26 相⾺ りこ そうま りこ 34 東京都
27 室橋 利江 むろはし としえ 30 東京都
28 牧野 仁美 まきの ひとみ 35 東京都
29 福⽥ 茉莉⾳ ふくだ まりね 35 東京都
30 ⼤平 佐和⼦ おおひら さわこ 33 神奈川県
31 ⼭下 絵美 やました えみ 38 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
32 千葉 佳弥 ちば よしみ 42 千葉県
33 杉⽥ 真純 すぎた ますみ 42 千葉県
34 渡邊 るみ わたなべ るみ 47 千葉県
35 治⾯地 瑠美 じめんぢ るみ 42 東京都
36 ⼩泉 潤⼦ こいずみ じゅんこ 49 千葉県
37 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 44 愛知県
38 新井 絵⾥ あらい えり 40 千葉県
39 松本 ⿇⾐⼦ まつもと まいこ 40 千葉県
40 平松 陽⼦ ひらまつ ようこ 43 東京都
41 加藤 由佳理 かとう ゆかり 44 東京都
42 今橋 由紀 いまはし ゆき 44 神奈川県
43 Lazarescu  Corina らざれすく こりな 44 東京都
44 峯⽥ 好美 みねた よしみ 45 東京都
45 原⽥ 尚⼦ はらだ なおこ 46 茨城県
46 横⼭ 保江 よこやま やすえ 49 千葉県
47 曽根 美千⼦ そね みちこ 41 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
48 平⽥ ⽐登美 ひらた ひとみ 53 千葉県
49 功⼑ 亨⼦ くぬぎ きょうこ 54 東京都
50 堀野 祐美 ほりの ゆみ 50 東京都
51 ⼩林 実千代 こばやし みちよ 61 東京都
52 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 51 東京都
53 荒井 有美 あらい ありみ 53 埼⽟県
54 ⻘⼭ 成美 あおやま まさみ 52 神奈川県
55 星野 起美 ほしの きみ 60 千葉県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】



56 河島 智惠 かわしま ともえ 56 東京都
57 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 58 東京都
58 ⼭⼝ 芳恵 やまぐち よしえ 58 千葉県
59 ⽥邉 しのぶ たなべ しのぶ 52 千葉県
60 佐野 倫代 さの みちよ 51 愛知県
61 新井 幸⼦ あらい さちこ 54 東京都
62 ⼩⽥ 由美 おだ ゆみ 52 北海道
63 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 53 北海道
64 ⾼橋 弘⼦ たかはし ひろこ 53 東京都
65 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 53 東京都


