
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 我妻　一樹 わがつま　かずき 24 栃木県

2 伊藤　直人 いとう　なおと 27 東京都

3 草野　琢人 くさの　たくと 24 埼玉県

4 川口　聖 かわぐち　さとる 22 埼玉県

5 工藤　知輝 くどう　ともき 25 埼玉県

6 久我　健太 くが　けんた 22 埼玉県

7 菊田　一輝 きくた　いっき 24 東京都

8 青木　克也 あおき　かつや 23 埼玉県

9 鈴木　良祐 すずき　りょうすけ 26 栃木県

10 伊藤　太一 いとう　たいち 23 神奈川県

11 松永　真弥 まつなが　しんや 25 東京都

12 池田　翔太郎 いけだ　しょうたろう 25 東京都

13 坂本　昂一 さかもと　こういち 22 埼玉県

14 加藤　貴朗 かとう　たかあき 24 東京都

15 河崎　哲太 かわさき　てった 24 埼玉県

16 五味淵　雅 ごみぶち　まさし 26 栃木県

17 柳岡　直樹 やなおか　なおき 27 栃木県

18 新保　良樹 にいほ　よしき 28 東京都

19 勅使河原　裕貴 てしがはら　ゆうき 21 群馬県

20 飯塚　俊輝 いいづか　としき 22 群馬県

21 井上　将一 いのうえ　しょういち 20 神奈川県

22 冨岡　翼 とみおか　つばさ 21 神奈川県

23 荒井　政穂 あらい　かずほ 22 埼玉県

24 三ツ井　聡 みつい　さとる 25 栃木県

25 櫻井　秀和 さくらい　ひでかず 29 栃木県

26 水沼　義智 みずぬま　よしとも 25 栃木県

27 加藤　将吾 かとう　しょうご 24 埼玉県

28 井上　優馬 いのうえ　ゆうま 24 群馬県

29 田中　匡輔 たなか　きょうすけ 25 群馬県

30 井塚　雅史 いづか　まさし 23 東京都

31 館内　基 たてうち　もとき 22 千葉県

32 新井　雄大 あらい　ゆうだい 26 東京都

33 奈良崎　駿人 ならざき　はやと 28 山形県

34 那波　修南 なば　しゅうな 22 東京都

35 菊地　匠平 きくち　しょうへい 22 神奈川県

36 大竹　健太 おおたけ　けんた 26 茨城県

37 内田　拓郎 うちだ　たくろう 24 東京都

38 大野　隆之 おおの　たかゆき 24 東京都

39 佐野　開 さの　ひらく 29 栃木県

40 増田　颯 ますだ　はやて 22 東京都

41 鷭　力気博 ばん　りきひろ 22 東京都

42 峰岸　隼斗 みねぎし　はやと 25 群馬県

43 岩瀬　慎吾 いわせ　しんご 23 東京都

44 山野　圭貴 やまの　けいき 28 東京都

45 山中 　祥輝 やまなか　よしき 27 茨城県

46 相川　康平 あいかわ　こうへい 27 群馬県

47 川野　伸之 かわの　のぶゆき 25 愛知県
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48 加藤　好也 かとう　よしや 25 栃木県

49 大友　悠 おおとも　ゆう 29 福島県

50 内記　渓人 ないき　けいと 22 東京都

51 鈴木　丈登 すずき　たけと 21 神奈川県

52 今仲　司 いまなか　つかさ 26 千葉県

53 山根　崇道 やまね　たかみち 25 埼玉県

54 大熊　健太 おおくま　けんた 23 埼玉県

55 豊田　優也 とよだ　ゆうや 28 千葉県

56 高橋　新 たかはし　あらた 25 栃木県

57 渡辺　駿典 わたなべ　たかのり 25 東京都

58 木村　海 きむら　かい 25 栃木県

59 田嶋　翔 たじま　しょう 22 埼玉県

60 堤　康介 つつみ　こうすけ 25 東京都

61 山田　悠介 やまだ　ゆうすけ 25 千葉県

62 福田　昂生 ふくだ　こうき 26 東京都

63 坂本　力哉 さかもと　りきや 24 東京都

64 松本　湧豊 まつもと　ゆうと 22 群馬県

65 谷崎　紘規 たにさき　ひろのり 28 東京都

66 青木　玲 あおき　れい 20 東京都

67 松嶋　ケイネツ まつしま　けいねつ 29 埼玉県

68 内谷　裕樹 うちや　ゆうき 21 東京都

69 熊谷　集 くまがい　つどい 26 千葉県

70 嶋崎　拓也 しまざき　たくや 28 群馬県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

71 須藤　慶輔 すとう　けいすけ 31 栃木県

72 田中　祐介 たなか　ゆうすけ 36 栃木県

73 川岸　正臣 かわぎし　まさおみ 33 栃木県

74 兪　琳 ゆ　りん 34 東京都

75 有賀　和幸 ありが　かずゆき 33 埼玉県

76 安藤　徹 あんどう　とおる 35 埼玉県

77 高野　淳一 たかの　じゅんいち 36 千葉県

78 浅田　昌也 あさだ　まさや 36 東京都

79 佐藤　孝 さとう　たかし 32 埼玉県

80 添田　善誉 そえた　よしたか 31 栃木県

81 辻　貴文 つじ　たかふみ 31 栃木県

82 金子　達彦 かねこ　たつひこ 31 東京都

83 井上　健太 いのうえ　けんた 34 茨城県

84 廣田　和彦 ひろた　かずひこ 36 群馬県

85 鶴見　安崇 つるみ　やすたか 35 宮城県

86 田嶋　真規 たじま　まさき 37 栃木県

87 磯　公二 いそ　こうじ 30 栃木県

88 七五三木　義妃 しめぎ　よしき 30 群馬県

89 駒場　俊一 こまば　しゅんいち 31 茨城県

90 東後　和樹 とうご　かずき 36 東京都

91 宮本　健太郎 みやもと　けんたろう 32 東京都

92 川瀬　比呂史 かわせ　ひろし 31 埼玉県

93 大坂　勇武 おおさか　いさむ 31 東京都

94 新田　武徳 にった　たけのり 33 群馬県

95 堀野　洋貴 ほりの　ひろき 34 東京都

【ミドルクラス】



96 権　虎世 こん　ほせ 33 埼玉県

97 駒野　徹 こまの　とおる 31 栃木県

98 桑山　正広 くわやま　まさひろ 36 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

99 小島　政孝 こじま　まさたか 47 神奈川県

100 青木　恵一 あおき　けいいち 46 栃木県

101 手塚　靖人 てづか　のぶひと 46 栃木県

102 篠原　卓 しのはら　たく 47 埼玉県

103 桑田　健一 くわた　けんいち 42 千葉県

104 大関　真悟 おおぜき　しんご 42 東京都

105 古賀　康史 こが　やすふみ 42 千葉県

106 小暮　康伸 こぐれ　やすのぶ 41 群馬県

107 手塚　秀樹 てづか　ひでき 44 長野県

108 樋口　賢 ひぐち　さとし 40 群馬県

109 枦山　猛 はしやま　たけし 42 東京都

110 徳田　一浩 とくだ　かずひろ 47 茨城県

111 島崎　仁 しまざき　ひとし 43 群馬県

112 井上　貴照 いのうえ　たかあき 48 群馬県

113 本田　英樹 ほんだ　ひでき 46 埼玉県

114 菅　明宏 かん　あきひろ 47 埼玉県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

115 鈴木　智 すずき　さとし 53 静岡県

116 田中　徳之 たなか　のりゆき 50 神奈川県

117 大瀧　伸二 おおたき　しんじ 55 埼玉県

118 野村　茂 のむら　しげる 51 東京都

119 鈴木　靖彦 すずき　やすひこ 50 東京都

120 加藤　一秀 かとう　かずひで 54 東京都

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 外尾　綺乃 ほかお　あやの 22 埼玉県

2 鈴木　沙亜也 すずき　さあや 29 東京都

3 野口　沙織 のぐち　さおり 29 神奈川県

4 渡邊　香里 わたなべ　かおり 26 東京都

5 冨田　亜由美 とみた　あゆみ 24 栃木県

6 東野　朱音 とうの　あかね 25 栃木県

7 宮崎　彩花 みやざき　あやか 27 神奈川県

8 桑原　真也加 くわばら　まやか 24 埼玉県

9 竹村　幸子 たけむら　さちこ 27 神奈川県

10 遠藤　夏海 えんどう　なつみ 29 東京都

11 徳永　悠里 とくなが　ゆうり 24 東京都

12 朝日奈　美絢 あさひな　みあ 27 埼玉県

13 松本　玲奈 まつもと　れな 22 東京都

14 村岡　亜紀 むらおか　あき 21 群馬県

15 三浦　紫珠華 みうら　しずか 27 東京都

16 長廻　英里 ながさこ　えり 25 千葉県

17 高草木　りか たかくさぎ　りか 26 群馬県

18 神藤　叶子 しんどう　かなこ 29 東京都

19 浅野　香子 あさの　かこ 24 東京都

20 田村　美有 たむら　みゆ 23 群馬県

21 丸山　綾香 まるやま　あやか 24 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

22 星先　浩子 ほしざき　ひろこ 37 千葉県

23 齋藤　静 さいとう　しずか 39 山梨県

24 浜野　円香 はまの　まどか 35 千葉県

25 石野田　紗帆 いしのだ　さほ 30 千葉県

26 須藤　法子 すとう　のりこ 37 千葉県

27 鹿野　真央 しかの　まお 33 東京都

28 岩崎　真由子 いわさき　まゆこ 37 東京都

29 大山　芳子 おおやま　よしこ 30 東京都

30 石川　奈津紀 いしかわ　なつき 30 東京都

31 嶺石　典子 みねいし　のりこ 38 東京都

32 林　恵里子 はやし　えりこ 36 東京都

33 小山　美幸 こやま　みゆき 30 東京都

34 村瀬　真由 むらせ　まゆ 33 東京都

35 今野　愛妙 こんの　まなみ 34 埼玉県

36 牧野　仁美 まきの　ひとみ 36 東京都

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

37 寺田　晴 てらだ　せい 48 東京都

38 加藤　和子 かとう　かずこ 49 神奈川県

39 千葉　香織 ちば　かおり 44 東京都

40 岡田　純子 おかだ　じゅんこ 49 東京都

41 上村　美和 かみむら　みわ 45 長野県

42 松本　典子 まつもと　のりこ 47 神奈川県

43 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

44 橋本　理緒 はしもと　りお 40 東京都

45 坂本　由紀子 さかもと　ゆきこ 42 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

46 功刀　亨子 くぬぎ　きょうこ 54 東京都

47 矢部　陽子 やべ　ようこ 51 東京都

48 五味　由美子 ごみ　ゆみこ 50 東京都

49 鈴木　多美子 すずき　たみこ 58 東京都

50 荒井　広子 あらい　ひろこ 58 東京都

51 矢崎　絵美 やざき　えみ 61 東京都

52 宮川　美登里 みやがわ　みどり 56 長野県

53 吉田　邦子 よしだ　くにこ 59 千葉県

54 武井　久美子 たけい　くみこ 54 東京都

55 白数　玲穂 しらす　たまほ 55 東京都

56 青木　朋子 あおき　ともこ 61 静岡県

57 森口　優子 もりぐち　ゆうこ 58 東京都

58 松本　宏枝 まつもと　ひろえ 51 東京都

59 赤杖　佳江子 あかづえ　かえこ 57 神奈川県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


