
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭崎 純平 やまざき じゅんぺい 20 東京都
2 ⼭根 駿 やまね しゅん 28 東京都
3 峰岸 隼⽃ みねぎし はやと 24 群⾺県
4 豊⽥ 優樹 とよだ ゆうき 24 茨城県
5 栗原 誠 くりはら まこと 22 栃⽊県
6 堂前 貴将 どうまえ たかまさ 25 群⾺県
7 吉⽥ 涼⾺ よしだ りょうま 20 東京都
8 町⽥ 貴弘 まちだ たかひろ 24 群⾺県
9 磯部 隼 いそべ しゅん 27 群⾺県

10 五⽉⼥ 佑太 そうとめ ゆうた 22 群⾺県
11 ⼤澤 ⻯也 おおさわ りゅうや 26 群⾺県
12 ⼩林 快渡 こばやし かいと 23 千葉県
13 湯澤 優 ゆざわ すぐる 24 栃⽊県
14 鈴⽊ 勇治 すずき ゆうじ 28 群⾺県
15 船川 和希 ふなかわ かずき 21 埼⽟県
16 相川 康平 あいかわ こうへい 26 群⾺県
17 末武 佑太 すえたけ ゆうた 26 埼⽟県
18 松本 ⼤佑 まつもと だいすけ 24 栃⽊県
19 志賀 圭⼀郎 しが けいいちろう 24 栃⽊県
20 ⽟⽥ 瑛久 たまだ あきひさ 24 栃⽊県
21 内⾕ 裕樹 うちや ゆうき 20 東京都
22 前⼭ 太洋 まえやま たいよう 19 東京都
23 ⼤野 敦也 おおの あつや 19 千葉県
24 今泉 僚介 いまいずみ りょうすけ 20 神奈川県
25 ⼩貫 凌 おぬき りょう 26 神奈川県
26 ⼩林 隼太 こばやし はやた 21 群⾺県
27 ⽣島 直弥 おじま なおや 23 埼⽟県
28 新⼭ 泰規 にいやま たいき 28 群⾺県
29 ⼤橋 佑光 おおはし ゆうこう 25 群⾺県
30 ⼤⾕ 悠志 おおたに ゆうし 27 群⾺県
31 天沼 翔太 あまぬま しょうた 29 群⾺県
32 三浦 依蕗 みうら いぶき 21 神奈川県
33 市川 進之介 いちかわ しんのすけ 28 群⾺県
34 押⽥ ⻯弥 おしだ たつや 23 埼⽟県
35 宮⾥ 佑貴 みやざと ゆうき 24 千葉県
36 ⽊村 純平 きむら じゅんぺい 25 東京都
37 京⾓ 省吾 きょうかく しょうご 23 埼⽟県
38 市之瀬 ⼤地 いちのせ だいち 20 埼⽟県
39 池⽥ 開⼈ いけだ かいと 22 東京都
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40 ⿇⽣ 伴嗣 あさお ともつぐ 27 埼⽟県
41 川俣 和平 かわまた わへい 20 東京都
42 ⼋⽊ 航貴 やぎ こうき 19 東京都
43 遠藤 歩 えんどう あゆむ 29 埼⽟県
44 ⾼⽥ 基希 たかだ もとき 21 埼⽟県
45 堀⽥ 歩希 ほった あるき 23 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
46 町⼭ 真澄 まちやま ますみ 30 群⾺県
47 ⽉丘 侑成 つきおか ゆうせい 31 東京都
48 ⼩松 喬 こまつ たかし 34 千葉県
49 松井 孝彦 まつい たかひこ 37 千葉県
50 ⼩澤 広和 おざわ ひろかず 37 埼⽟県
51 廣瀬 将之 ひろせ まさゆき 39 埼⽟県
52 新⽥ 武徳 にった たけのり 32 群⾺県
53 笠原 守 かさはら まもる 33 群⾺県
54 ⼭本 寛也 やまもと ひろや 33 群⾺県
55 松井 孝彦 まつい たかひこ 37 千葉県
56 冨菜 政次 とみな まさつぐ 34 東京都
57 蓮沼 敏亨 はすぬま としみち 32 群⾺県
58 佐藤 慶吾 さとう けいご 35 群⾺県
59 藤野 智久 ふじの さとし 37 埼⽟県
60 新井 悠介 あらい ゆうすけ 31 群⾺県
61 ⽊村 真⼈ きむら まさと 37 埼⽟県
62 懸川 裕太 かけがわ ゆうた 30 群⾺県
63 坂梨 翼 さかなし つばさ 32 埼⽟県
64 廣⽥ 和彦 ひろた かずひこ 35 群⾺県
65 岩村 真実 いわむら まさみ 31 群⾺県
66 広⽊ 健太 ひろき けんた 31 群⾺県
67 松⽥ 誠 まつだ まこと 38 群⾺県
68 内堀 達也 うちぼり たつや 34 ⻑野県
69 久松 晃⼠ ひさまつ こうじ 34 埼⽟県
70 ⼭本 祥平 やまもと しょうへい 32 東京都
71 ⼩林  正貴 こばやし まさき 36 ⻑野県
72 ⽯川 喜也 いしかわ よしや 33 埼⽟県
73 中村 和裕 なかむら かずひろ 32 群⾺県
74 茂⽊ 遼 もてき りょう 30 東京都
75 安⽥ 雄⼆ やすだ ゆうじ 38 神奈川県
76 桐⽣ 昌毅 きりゅう まさき 32 群⾺県
77 瀧川 温⼟ たきがわ あつと 30 埼⽟県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
78 狩野 正秀 かのう まさひで 46 群⾺県
79 峰 浩也 みね ひろや 41 栃⽊県
80 佐藤 範和 さとう のりかず 46 東京都
81 枦⼭ 猛 はしやま たけし 41 東京都
82 勝⼜ 智⼈ かつまた ともひと 41 群⾺県
83 ⾦井 裕 かない ゆたか 40 群⾺県
84 中野 常⼀ なかの じょういち 48 埼⽟県
85 齋藤 良太郎 さいとう りょうたろう 46 埼⽟県
86 岡⼾ ⼀史 おかど かずのぶ 47 埼⽟県
87 松崎 法⾏ まつざき のりゆき 41 群⾺県
88 塩原 聡 しおばら さとし 42 群⾺県
89 井上 貴照 いのうえ たかあき 47 群⾺県
90 ⽚蓋 祐⼆ かたふた ゆうじ 44 埼⽟県
91 佐藤 謙⼀ さとう けんいち 43 東京都
92 ⼩畑 宏之 こばた ひろゆき 47 神奈川県
93 新井 洋⼀ あらい よういち 42 埼⽟県
94 ⽊村 宏 きむら ひろし 44 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
95 藤⽥ 彰 ふじた あきら 53 埼⽟県
96 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 55 ⼭梨県
97 池⽥ 秀則 いけだ ひでのり 61 東京都
98 多胡 和寛 たご かずひろ 60 群⾺県
99 ⽥中 輝彦 たなか てるひこ 50 群⾺県
100 篠⽥  和幸 しのだ かずゆき 50 群⾺県
101 摂待 学 せったい まなぶ 52 神奈川県
102 岩瀬 洋之 いわせ ひろゆき 54 千葉県
103 福⽥ 隆 ふくだ たかし 58 新潟県
104 上杉 学 うえすぎ まなぶ 52 埼⽟県
105 迎 武秀 むかえ たけひで 55 東京都
106 海⽼原 隆則 えびはら たかのり 51 埼⽟県
107 関根 洋⼀ せきね よういち 50 埼⽟県
108 林 ⼀成 はやし かずしげ 56 埼⽟県
109 加藤 ⼀秀 かとう かずひで 52 東京都
110 本澤 清⼀ ほんざわ きよかず 56 静岡県
111 ⼭⽥ 進 やまだ すすむ 52 群⾺県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻫藤 亜⾥沙 さいとう ありさ 25 埼⽟県

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】
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2 佐藤 彩織 さとう さおり 24 東京都
3 ⿂住 幸 うおずみ さち 28 東京都
4 本澤 紗希 ほんざわ さき 23 東京都
5 ⻄澤 あゆみ にしざわ あゆみ 25 群⾺県
6 望⽉ 美優 もちづき みゆ 24 ⼭梨県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
7 渡部 玲奈 わたなべ れな 30 東京都
8 ⽜込 仁美 うしごめ ひとみ 36 群⾺県
9 鈴⽊ 絢⾹ すずき あやか 32 栃⽊県

10 沖村 絵梨佳 おきむら えりか 32 埼⽟県
11 ⽊村 麗⼦ きむら れいこ 35 埼⽟県
12 ⽴⽯ 久美⼦ たていし くみこ 36 東京都
13 佐⼭ 涼⼦ さやま りょうこ 35 栃⽊県
14 恒松 恵⾥⼦ つねまつ えりこ 35 東京都
15 ⼩野 梓 おの あずさ 36 東京都
16 ⼩野塚 久美 おのづか くみ 35 神奈川県
17 ⾶⽥ ⿇未 とびた まみ 30 茨城県
18 ⼩島 美⾹ こじま みか 38 神奈川県
19 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
20 布施 純恵 ふせ すみえ 37 東京都
21 ⼭下 絵美 やました えみ 38 神奈川県
22 岡⽥ 未華 おかだ みか 31 群⾺県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
23 岡⽥ 真澄 おかだ ますみ 42 埼⽟県
24 荒井 舞 あらい まい 43 埼⽟県
25 宮村 真紀 みやむら まき 48 北海道
26 窪⽥ 咲⼦ くぼた さきこ 48 東京都
27 堀江 ともみ ほりえ ともみ 45 東京都
28 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 43 東京都
29 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 44 茨城県
30 古賀 真理愛 こが まりあ 40 東京都
31 ⽯⽥ 美成好 いしだ みなこ 40 千葉県
32 宮澤 暁⼦ みやざわ あきこ 45 ⻑野県
33 牧寄 乃理⼦ まきより のりこ 44 東京都
34 安蒜 優⼦ あんびる ゆうこ 42 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
35 梅⽥ 久美⼦ うめだ くみこ 53 埼⽟県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】
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36 ⽔野 恭⼦ みずの きょうこ 50 埼⽟県
37 平⽥  ⽐登美 ひらた ひとみ 52 千葉県
38 荒井 有美 あらい ありみ 52 埼⽟県
39 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 52 東京都


