
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 三浦 ⼤和 みうら やまと 28 千葉県
2 藤本 光喜 ふじもと こうき 27 千葉県
3 村松 寛典 むらまつ ひろのり 23 千葉県
4 ⼭⽥ 芳彰 やまだ よしあき 28 東京都
5 鶴岡 佑磨 つるおか ゆうま 27 東京都
6 古川 淳⼀ ふるかわ じゅんいち 27 東京都
7 ⽊村 卓也 きむら たくや 22 東京都
8 瀧澤 和⼈ たきざわ かずと 27 埼⽟県
9 物江 紀樹 ものえ かずき 22 埼⽟県

10 島村 レイノ しまむら れいの 27 埼⽟県
11 新井 裕太 あらい ゆうた 22 東京都
12 河野 翔 こうの しょう 26 千葉県
13 ⼩川 和也 おがわ かずや 20 千葉県
14 ⽥中 晃司 たなか こうじ 25 千葉県
15 須⾦ 充 すがね みつる 29 千葉県
16 沖本 ショーン 賢太 おきもと ショーン けんた 22 千葉県
17 三橋 友樹 みつはし ゆうき 24 千葉県
18 岩井 慎太郎 いわい しんたろう 26 千葉県
19 新井 健太郎 あらい けんたろう 25 東京都
20 千葉 直哉 ちば なおや 19 神奈川県
21 ⿑藤 雄⼤ さいとう ゆうた 19 千葉県
22 永峰 祐介 ながみね ゆうすけ 27 千葉県
23 ⼤和久 直輝 おおくわ なおき 27 千葉県
24 古澤 海 ふるさわ かい 24 東京都
25 吉岡 摩周 よしおか ましゅう 23 千葉県
26 綱嶋 昭 つなしま あきら 28 東京都
27 菊池 裕貴 きくち ゆうき 22 千葉県
28 守屋 連之将 もりや れんのすけ 19 千葉県
29 ⾬宮 健⼆ あめみや けんじ 27 東京都
30 鶴⽥ ⼤基 つるた だいき 28 東京都
31 関⽔ 準記 せきみず じゅんき 25 ⼤阪府
32 植草 英⾏ うえくさ ひでゆき 24 千葉県
33 佐々⽊ 拓 ささき たく 22 千葉県
34 中村 陸 なかむら りく 21 神奈川県
35 ⽥中 涼太 たなか りょうた 20 千葉県
36 福永 将司 ふくなが まさし 29 東京都
37 ⻑⾕川 海 はせがわ かい 25 千葉県
38 ⽊邊 裕也 きべ ひろや 26 東京都
39 吉野 渉 よしの わたる 22 千葉県
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40 遠藤 翔太朗 えんどう しょうたろう 29 神奈川県
41 熊⾕ 拓也 くまがい たくや 25 埼⽟県
42 庄嶋 ⼤⼀郎 しょうじま たいちろう 24 東京都
43 坂井 輝⾏ さかい てるゆき 26 東京都
44 武藤 佑希 むとう ゆうき 23 千葉県
45 末吉 尚仁 すえよし なおひと 28 神奈川県
46 ⼤村 真琴 おおむら まこと 22 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
47 今関 ⼤輔 いまぜき だいすけ 30 千葉県
48 髙橋 剛 たかはし ごう 35 埼⽟県
49 渡辺 智弘 わたなべ ともひろ 35 東京都
50 坂梨 翼 さかなし つばさ 32 埼⽟県
51 美⾺ 裕幸 みま ひろゆき 31 神奈川県
52 實⽅ 裕章 じつかた ひろあき 32 千葉県
53 ⽯井 ⼤輔 いしい だいすけ 37 千葉県
54 松井 孝彦 まつい たかひこ 36 千葉県
55 阿部 孝 あべ たかし 34 千葉県
56 平⼭ 雅俊 ひらやま まさとし 32 東京都
57 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 37 千葉県
58 林 翔太 はやし しょうた 31 千葉県
59 近藤 勇⽃ こんどう ゆうと 32 東京都
60 ⻑⾕川 雄⼀ はせがわ ゆういち 35 千葉県
61 鈴⽊ 那智 すずき なち 33 千葉県
62 村井 達則 むらい たつのり 31 東京都
63 ⼩⼭ 哲史 こやま さとし 33 神奈川県
64 ⽥中 幸夫 たなか ゆきお 31 群⾺県
65 秋野 智史 あきの さとし 33 千葉県
66 ⼋⽊ 謙治 やぎ けんじ 31 千葉県
67 ⼭⼝ 琢也 やまぐち たくや 30 千葉県
68 佐藤 信吾 さとう しんご 35 千葉県
69 清⽔ 英享 しみず ひでたか 32 千葉県
70 原 博司 はら ひろし 32 東京都
71 横⽥ 賢志郎 よこた けんしろう 30 千葉県
72 鈴⽊ 瑞基 すずき みずき 30 千葉県
73 荒井 和洸 あらい  かずひろ 30 千葉県
74 ⼭内 善夫 やまうち よしお 38 東京都
75 ⼭本 佑輔 やまもと ゆうすけ 37 東京都
76 伊藤 信也 いとう しんや 33 東京都
77 池⼝ 伸之 いけぐち のぶゆき 35 千葉県
78 村⼭ 拓真 むらやま  たくま 30 東京都
79 ⼩松 和芳 こまつ かずよし 37 千葉県

【ミドルクラス】



80 宮下 創志 みやした そうし 33 千葉県
81 内藤 友晴 ないとう ともはる 30 埼⽟県
82 甲斐原 肇 かいばら はじめ 34 埼⽟県
83 坂巻 宏和 さかまき ひろかず 31 千葉県
84 堀井 雄貴 ほりい ゆうき 33 埼⽟県
85 桑島 秋彦 くわじま あきひこ 32 千葉県
86 上野 隼⼈ うえの はやと 33 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
87 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 47 島根県
88 島貫 政義 しまぬき まさよし 42 千葉県
89 ⼩松 親市 こまつ しんいち 49 福島県
90 渡 晃久 わたり てるひさ 49 千葉県
91 増⼦ 昌義 ますこ まさよし 43 東京都
92 ⼭本 圭⼀ やまもと けいいち 42 千葉県
93 番場 亮 ばんば りょう 41 東京都
94 ⼩原 光⼀ おばら こういち 46 茨城県
95 近藤 敦史 こんどう あつし 41 千葉県
96 Percy ジョンソン ペルシ ジョンソン 43 群⾺県
97 ⼭⽥ 敏 やまだ すすむ 42 栃⽊県
98 元神 賢太 もとがみ けんた 45 東京都
99 横⼭ 泰介 よこやま たいすけ 41 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
100 ⼩笠原 正慈 おがさわら しょうじ 54 岩⼿県
101 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 55 ⼭梨県
102 ⽯川 貴博 いしかわ たかひろ 51 千葉県
103 ⾦井 ⾼志 かない たかし 55 東京都
104 坂部 吉昭 さかべ よしあき 65 千葉県
105 東 泰弘 あずま やすひろ 55 千葉県
106 酒井 義正 さかい よしまさ 51 千葉県
107 福永 亘 ふくなが わたる 56 神奈川県
108 酒井 憲⼆ さかい けんじ 52 東京都
109 岩瀬 洋之 いわせ ひろゆき 54 千葉県
110 鈴⽊ 啓⼆ すずき けいじ 55 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 菅野 萌⼦ すがの もえこ 24 東京都
2 伊藤 都 いとう みやこ 26 東京都
3 ⻫藤 奈々 さいとう なな 25 千葉県

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



4 沖津 三枝 おきつ みえ 24 千葉県
5 林 ⾹多 はやし かな 28 東京都
6 神⽥ 奈津⼦ かんだ なつこ 27 神奈川県
7 鈴⽊ ミレーナ すずき ミレーナ 24 千葉県
8 増⽥ 弥奈 ますだ みな 26 千葉県
9 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 27 静岡県

10 鈴⽊ ⿇⾐ すずき まい 20 東京都
11 新井 理裟 あらい  りさ 22 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
12 梁島 瑠美 やなしま るみ 32 神奈川県
13 畠⼭ 美保 はたけやま みほ 38 千葉県
14 須藤 真琴 すどう まこと 36 東京都
15 渡邉 由⾹ わたなべ ゆか 38 東京都
16 ⼭岸 綾 やまぎし あや 35 千葉県
17 奥村 若葉 おくむら わかば 35 東京都
18 ⾦⼦ 美保 かねこ みほ 36 東京都
19 島袋 イベッテ しまぶくろ イベッテ 30 千葉県
20 加藤 亜沙美 かとう あさみ 35 茨城県
21 網城 詩織 あみしろ しおり 31 埼⽟県
22 ⽯原 美奈 いしはら みな 37 東京都
23 新井 絵⾥ あらい えり 38 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
24 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 45 奈良県
25 横⼭ 保江 よこやま やすえ 48 千葉県
26 澁⾕ 実加 しぶや みか 45 東京都
27 ⻑⾕川 真喜 はせがわ まき 45 神奈川県
28 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 44 茨城県
29 ⽥勢 ジャンナ たせ ジャンナ 48 東京都
30 渡邊 るみ わたなべ るみ 45 千葉県
31 森 由希⼦ もり ゆきこ 48 千葉県
32 加藤 由佳理 かとう ゆかり 43 東京都
33 坂本 みず穂 さかもと みずほ 44 東京都
34 宮尾 めぐみ みやお めぐみ 43 神奈川県
35 ⽯⽥ 美成好 いしだ みなこ 40 千葉県
36 宮内 明美 みやうち あけみ 43 千葉県
37 永⼭ 友⾹ ながやま ゆか 40 東京都
38 ⻤澤 美典 おにざわ みのり 45 千葉県
39 ⼩泉 潤⼦ こいずみ じゅんこ 48 千葉県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
40 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 51 ⻑野県
41 星野 起美 ほしの きみ 59 千葉県
42 ⽥邉 しのぶ たなべ しのぶ 51 千葉県
43 中島 由美⼦ なかじま ゆみこ 51 千葉県
44 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 52 東京都
45 ⽯川 敏⼦ いしかわ としこ 53 東京都
46 瀬古 歩 せこ あゆみ 51 千葉県

【クイーンクラス】


