
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 豊⽥ 優樹 とよだ ゆうき 22 茨城県
2 宗形 陸 むなかた だいち 23 福島県
3 ⼩川 雄翔 おがわ ゆうと 23 埼⽟県
4 住⾕ 悠太 すみや ゆうた 29 茨城県
5 杉⽥ 鋭治 すぎた えいじ 22 茨城県
6 城⼾ 晃⼀ きど こういち 24 茨城県
7 落合 智 おちあい さとし 25 千葉県
8 中道 元 なかみち はじめ 20 静岡県
9 須永 英⼠ すなが えいじ 22 千葉県
10 中野 健太郎 なかの けんたろう 20 茨城県
11 遠藤 崚太 えんどう りょうた 22 東京都
12 河村 勇喜 かわむら ゆうき 28 埼⽟県
13 井橋 拓微 いはし たくみ 21 茨城県
14 島村 麗乃 しまむら れいの 26 埼⽟県
15 ⻄野 利⼀ にしの りいち 26 東京都
16 松場 優樹 まつば ゆうき 23 茨城県
17 草間 ⼀成 くさま かずなり 21 茨城県
18 浮⾕ 奉⽂ うきや ともゆき 25 千葉県
19 ⽯神 啓⼈ いしがみ ひろと 26 茨城県
20 ⽯川 翔也 いしかわ しょうや 26 茨城県
21 佐藤 駿匡 さとう としまさ 24 茨城県
22 ⼤⽵ 宏武 おおたけ ひろむ 28 茨城県
23 ⼭⼝ 正⼈ やまぐち まさと 20 東京都
24 ⻑井 恒介 ながい こうすけ 27 茨城県
25 ⼩林 慎平 こばやし しんぺい 26 千葉県
26 京⾕ ⽂彦 きょうや ふみひこ 29 茨城県
27 早川 和貴 はやかわ かずき 26 千葉県
28 伊藤 ⻯哉 いとう たつや 25 茨城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩崎 陽 おざき あきら 38 茨城県
2 ⾼橋 剛 たかはし ごう 34 埼⽟県
3 岸 英明 きし ひであき 30 東京都
4 村⽥ 徒夢 むらた とむ 30 千葉県
5 堀井 雄貴 ほりい ゆうき 32 埼⽟県
6 尾花 優 おばな まさる 30 栃⽊県
7 塩⽥ 和正 しおた かずまさ 31 東京都
8 坂本 祐也 さかもと ゆうや 32 茨城県
9 ⼭中 信広 やまなか のぶひろ 36 茨城県
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10 村中 俊之 むらなか としゆき 39 茨城県
11 中島 嘉之 なかじま よしゆき 30 茨城県
12 栗林 雅樹 くりばやし まさき 31 茨城県
13 荻原 謙⼀ おぎわら けんいち 36 茨城県
14 鐘ヶ江 翔 かねがえ しょう 34 東京都
15 ⻤澤 幸廣 おにざわ ゆきひろ 34 茨城県
16 額賀 康次 ぬかが こうじ 35 茨城県
17 所 ⼤樹 ところ だいき 30 茨城県
18 福⽥ 敬也 ふくだ たかや 33 茨城県
19 平⽥ 雄⼤ ひらた ゆうだい 35 東京都
20 吉⽥ 公善 よしだ こおき 35 茨城県
21 吉永 恭介 よしなが ようすけ 33 東京都
22 鈴⽊ 祐⼆ すずき ゆうじ 30 茨城県
23 倉重 育将 くらしげ いくまさ 34 埼⽟県
24 島⽥ 和幸 しまだ かずゆき 30 茨城県
25 橋本 祐樹 はしもと ゆうき 30 東京都
26 鈴村 将史 すずむら まさし 32 東京都
27 柴崎 拓実 しばさき たくみ 38 群⾺県
28 杉村 恭平 すぎむら きょうへい 30 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 飯塚 勝美 いいつか かつみ 48 茨城県
2 齋藤 繁⼀ さいとう しげかず 41 東京都
3 渡 晃久 わたり てるひさ 48 千葉県
4 稲⽥ 明男 いなだ あきお 44 東京都
5 野崎 美昌 のざき よしまさ 42 茨城県
6 加藤 清⼠ かとう きよし 42 東京都
7 ⽚岡 優 かたおか まさる 48 茨城県
8 鈴⽊ 正弘 すずき まさひろ 44 茨城県
9 川井 勇治 かわい ゆうじ 48 茨城県
10 野⽥ 裕⼆ のだ ゆうじ 46 東京都
11 神川 剛⼀ じんかわ こういち 43 神奈川県
12 ⽂蔵 道也 ふみくら みちや 48 栃⽊県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾦井 ⾼志 かない たかし 54 東京都
2 北村 滋久 きたむら しげひさ 54 茨城県
3 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 50 埼⽟県
4 ⽩⽯ 信之 しらいし のぶゆき 55 茨城県
5 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
6 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 50 埼⽟県
7 ⽯原 サンチェス 陽⼀ いしはら サンチェス よういち 52 東京都
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8 深尾 耕造 ふかお こうぞう 59 栃⽊県
9 森 和哉 もり かずや 54 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻑嶋 千春 ながしま ちはる 26 千葉県
2 川島 智佳 かわしま ちか 26 千葉県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽵林 早苗 たけばやし さなえ 31 東京都
2 ⻑⾕川 千紘 はせがわ ちひろ 36 東京都
3 岩下 絢美 いわした あやみ 30 栃⽊県
4 野本 唯 のもと ゆい 32 東京都
5 梶 さやか かじ さやか 36 東京都
6 岩下 知⼦ いわした ともこ 31 茨城県
7 柳⽥ 有佳⾥ やなぎた ゆかり 33 栃⽊県
8 岩⽥ 佳⼦ いわた よしこ 34 茨城県
9 ⼭崎 真緒 やまさき まお 30 東京都
10 ⿃澤 美奈⼦ とりさわ みなこ 32 茨城県
11 川原 ⿇美 かわはら あさみ 30 東京都
12 加藤 亜沙美 かとう あさみ 34 茨城県
13 本⽥ 景⼦ ほんだ けいこ 34 神奈川県
14 眞岩 杏⼦ まいわ きょうこ 38 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡邉 ⾹林 わたなべ かりん 42 茨城県
2 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 49 東京都
3 鈴⽊ 亜希⼦ すずき あきこ 45 茨城県
4 飯島 美智⼦ いいじま みちこ 40 東京都
5 酒井 久美⼦ さかい くみこ 48 千葉県
6 朝妻 亜希恵 あさつま あきえ 41 千葉県
7 ⻑井 由紀 ながい ゆき 44 茨城県
8 佐藤 靖⼦ さとう やすこ 48 東京都
9 加藤 由佳理 かとう ゆかり 42 東京都
10 佐野 茜 さの あかね 46 東京都
11 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 43 茨城県
12 坪野⾕ 有花 つぼのや ありか 40 東京都
13 愛洲 伸⼦ あいす のぶこ 43 北海道
14 原⽥ 尚⼦ はらだ なおこ 44 茨城県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 荒井 有美 あらい ありみ 51 埼⽟県
2 川島 めぐみ かわしま めぐみ 50 東京都
3 ⼤澤  美⾹ おおさわ みか 53 茨城県
4 芦刈 直⼦ あしかり なおこ 50 東京都
5 久保⽥ 和枝 くぼた かずえ 51 福島県
6 廣川 まどか ひろかわ まどか 50 東京都
7 ⾼⼭ 由⾹ たかやま ゆか 50 東京都
8 梶⽥ 由美⼦ かじた ゆみこ 52 茨城県
9 渡辺 操 わたなべ みさお 51 茨城県
10 柏 公⼦ かしわ きみこ 55 茨城県
11 松⽥ 直美 まつだ なおみ 51 東京都
12 伊藤 ⼩夜⼦ いとう さよこ 51 東京都

【クイーンクラス】


