
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 熊⾕ 拓也 くまがい たくや 26 埼⽟県
2 杉⽥ 鋭治 すぎた えいじ 23 茨城県
3 ⼤橋 佑光 おおはし ゆうこう 26 群⾺県
4 黛 洸希 まゆずみ こうき 21 東京都
5 ⼿塚 寛 てづか ひろし 29 栃⽊県
6 柏崎 陸 かしわざき りく 19 栃⽊県
7 豊⽥ 優樹 とよだ ゆうき 24 茨城県
8 綾部 裕介 あやべ ゆうすけ 26 埼⽟県
9 栗⼭ ヒデキ くりやま ひでき 19 栃⽊県

10 堂前 貴将 どうまえ たかまさ 25 群⾺県
11 ⽥中 健太郎 たなか けんたろう 20 群⾺県
12 助川 友樹 すけがわ ゆうき 26 神奈川県
13 佐藤 成隆 さとう なりたか 20 宮城県
14 福⽔ 魁 ふくみず かい 22 千葉県
15 ⼭本 祐希 やまもと ゆうき 19 ⼭形県
16 加納 翔 かのう しょう 26 茨城県
17 ⼭崎 泰敬 やまざき やすあき 25 埼⽟県
18 ⼭崎 晃太郎 やまざき こうたろう 29 東京都
19 安藤 公貴 あんどう こうき 22 東京都
20 鈴⽊ 毅 すずき つよし 22 栃⽊県
21 ⽊村 卓也 きむら たくや 22 東京都
22 佐藤 広野 さとう ひろや 28 東京都
23 九嶋 延昌 くしま のぶまさ 29 群⾺県
24 岩⾕ 涼平 いわや りょうへい 20 東京都
25 ⽥中 涼太 たなか りょうた 20 千葉県
26 須藤 康太 すとう こうた 29 千葉県
27 佐藤 伸哉 さとう しんや 24 ⼭形県
28 渡辺 寛之 わたなべ ひろゆき 25 埼⽟県
29 ⼀野⾕ ⼤空 いちのや ひろたか 21 茨城県
30 渡辺 悠⽃ わたなべ ゆうと 23 茨城県
31 阿川 弘樹 あがわ ひろき 27 神奈川県
32 鶴岡 佑磨 つるおか ゆうま 27 東京都
33 千葉 ⿓ ちば りゅう 24 千葉県
34 ⾼野 光平 たかの こうへい 24 茨城県
35 ⽥中 優也 たなか ゆうや 25 千葉県
36 数⽮ 直輝 すうや なおき 27 埼⽟県
37 ⽔沼 義智 みずぬま よしとも 24 栃⽊県
38 益⽥ 秀太朗 ますだ しゅうたろう 24 千葉県
39 畠⼭ 健太郎 はたけやま けんたろう 20 東京都
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40 ⾕津 翔汰 やつ しょうた 20 東京都
41 外川 友輔 とがわ ゆうすけ 27 埼⽟県
42 畑⼭ 真悟 はたやま しんご 27 埼⽟県
43 中村 和良 なかむら かずよし 24 茨城県
44 ⽯⽥ 康⼤ いしだ こうだい 22 愛知県
45 ⾼橋 悟志 たかはし さとし 23 神奈川県
46 ⼩⼭ 篤史 こやま あつし 28 東京都
47 ⽥村 知之 たむら ともゆき 24 群⾺県
48 ⾳⽥ 耀範 おとだ あきのり 20 京都府
49 堀川 耀⽣ ほりかわ ようせい 22 愛知県
50 渡部 祐太 わたべ ゆうた 21 東京都
51 ⼩野寺 陸 おのでら りく 22 東京都
52 藁⾕ 伸吾 わらがい しんご 27 茨城県
53 ⻘⽊ 秀樹 あおき ひでき 24 神奈川県
54 永井 健 ながい けん 29 群⾺県
55 岡本 慶太 おかもと けいた 28 東京都
56 井上 健太 いのうえ けんた 21 神奈川県
57 具志堅 達紀 ぐしけん たつき 23 神奈川県
58 七五三⽊ 義妃 しめぎ よしき 29 群⾺県
59 ⻄⼭ 佳希 にしやま よしき 26 静岡県
60 ⻘⽊ 良平 あおき りょうへい 21 茨城県
61 安川 颯 やすかわ そう 21 神奈川県
62 鈴⽊ 直⼈ すずき なおと 24 千葉県
63 横江 真⼈ よこえ まさと 27 宮城県
64 楠元  勇輝 くすもと ゆうき 22 東京都
65 ⼩川 俊 おがわ しゅん 26 神奈川県
66 ⿓⼝ 貴幸 たつぐち たかゆき 25 ⻑野県
67 飯塚 洋⼆朗 いいづか ようじろう 23 東京都
68 ⼭中 祥輝 やまなか よしき 26 茨城県
69 朝穂 ⼀将 あさほ かずまさ 23 埼⽟県
70 橋⽥ ⼤輝 はしだ だいき 21 東京都
71 ⽮萩 ⾼志 やはぎ たかし 29 東京都
72 村野 慶太 むらの けいた 26 東京都
73 板橋 直希 いたばし なおき 20 神奈川県
74 阿久津 祥太 あくつ しょうた 23 栃⽊県
75 鈴⽊ 京 すずき けい 23 栃⽊県
76 淺川 寛太 あさかわ かんた 19 京都府
77 ⽊村 拳太 きむら けんた 22 神奈川県
78 齋藤 晃太郎 さいとう こうたろう 26 神奈川県
79 渡邉 駿 わたなべ しゅん 25 愛知県
80 三⽥ 颯野 みた そうや 22 東京都
81 川本 ⽂平 かわもと ぶんぺい 24 東京都
82 久川 智基 くがわ ともき 22 東京都



83 ⿊澤 裕⽮ くろさわ ゆうや 21 埼⽟県
84 薮野 輝 やぶの ひかる 29 東京都
85 松嶋 ケイネツ まつしま けいねつ 28 埼⽟県
86 松澤 貴幸 まつざわ たかゆき 27 東京都
87 川島 祥太 かわしま しょうた 22 神奈川県
88 後藤 達朗 ごとう たつろう 28 東京都
89 ⼭⼝ 琢⾺ やまぐち たくま 25 新潟県
90 五⼗嵐 直⼈ いがらし なおと 24 静岡県
91 陰⼭ 太⼀ かげやま たいち 21 ⼤阪府
92 ⼤友 真次 おおとも しんじ 20 東京都
93 本橋 宏将 もとはし ひろまさ 23 千葉県
94 橋本 宗佑 はしもと そうすけ 24 埼⽟県
95 久保 達也 くぼ たつや 29 東京都
96 岡⽥ 潤 おかだ じゅん 23 群⾺県
97 ⽚峯 暢章 かたみね のぶあき 26 東京都
98 渡邊 翼 わたなべ つばさ 24 宮城県
99 兼松 拓也 かねまつ たくや 29 岐⾩県
100 橋本 拓也 はしもと たくや 22 東京都
101 ⽯丸 恵祐 いしまる けいすけ 24 茨城県
102 ⽴⽥ ⼤貴 たつだ ひろき 28 栃⽊県
103 ⼩笠原 正吾 おがさわら しょうご 26 東京都
104 ⼯藤 亮太 くどう りょうた 27 宮城県
105 宮嶋 純也 みやじま じゅんや 22 東京都
106 粕⾕ 恭平 かすや きょうへい 27 千葉県
107 橋本 英男 はしもと ひでお 20 埼⽟県
108 伊藤 ⻯哉 いとう たつや 27 茨城県
109 熊⾕ 集 くまがい つどい 25 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
110 笠原 守 かさはら まもる 33 群⾺県
111 ⻑⾕部 慶介 はせべ けいすけ 31 栃⽊県
112 ⼭⽥ 茂 やまだ しげる 38 群⾺県
113 梁島 教晃 やなしま たかあき 30 栃⽊県
114 久野 伸弘 ひさの のぶひろ 32 埼⽟県
115 ⼭⼝ 琢也 やまぐち たくや 31 千葉県
116 飯塚 徹 いいづか とおる 33 群⾺県
117 川野 洋介 かわの ようすけ 36 東京都
118 ⽥嶋 真規 たじま まさき 36 栃⽊県
119 安達 翔太 あだち しょうた 36 栃⽊県
120 川上 智広 かわかみ ともひろ 32 埼⽟県
121 佐藤 敏寛 さとう としひろ 36 宮城県
122 本郷 剛史 ほんごう たけし 38 栃⽊県

【ミドルクラス】



123 ⼩林 将⼤ こばやし まさひろ 29 茨城県
124 ⼋⽊ 謙治 やぎ けんじ 31 千葉県
125 堀⽥ 亘 ほりた わたる 37 北海道
126 ⻄川路 將太 にしかわじ まさひろ 36 東京都
127 ⽩岩 剛 しらいわ ごう 34 神奈川県
128 ⼭盛 純輝 やまもり じゅんき 30 東京都
129 ⽥中 和起 たなか かずき 37 東京都
130 添⽥ 善誉 そえた よしたか 30 栃⽊県
131 ⾦⼦ 亮平 かねこ りょうへい 30 新潟県
132 ⼩林 和弘 こばやし かづひろ 32 埼⽟県
133 佐々⽊ 絢也 ささき じゅんや 39 東京都
134 宮内 善光 みやうち ぜんこう 37 群⾺県
135 三宮 剛 さんぐ たけし 36 神奈川県
136 ⽵野 真央 たけの まお 35 千葉県
137 萬代 裕⼀ まんだい ゆういち 33 茨城県
138 ⼭⼝ 佳正 やまぐち よしまさ 32 東京都
139 松本 裕⼀ まつもと ゆういち 36 岩⼿県
140 坂本 悠哉 さかもと ゆうや 34 群⾺県
141 村⼭ 拓真 むらやま たくま 30 東京都
142 有賀 和幸 ありが かずゆき 32 埼⽟県
143 ⼭形 秀幸 やまがた ひでゆき 31 栃⽊県
144 佐藤 ⼤典 さとう ひろのり 33 東京都
145 杉⼭ 克典 すぎやま よしのり 32 栃⽊県
146 ⽥中 利政 たなか としまさ 31 東京都
147 武藤 和也 むとう かずや 30 神奈川県
148 ⻄川 潤 にしかわ じゅん 35 東京都
149 岩崎 太⼀ いわさき たいち 32 東京都
150 ⽥崎 遼 たざき りょう 30 東京都
151 ⼭内 善夫 やまうち よしお 38 東京都
152 近藤 武寿 こんどう たけひさ 32 静岡県
153 堀越 弘透 ほりこし ひろゆき 32 群⾺県
154 藤本 康太郎 ふじもと こうたろう 31 東京都
155 松井 秀輔 まつい しゅうすけ 38 神奈川県
156 ⼩俣 勇次 おまた ゆうじ 34 埼⽟県
157 ⻄潟 洸徳 にしかた ひろのり 30 神奈川県
158 安達 剛 あだち ごう 38 東京都
159 堀松 朋⼤ ほりまつ ともひろ 36 東京都
160 須藤 慶輔 すとう けいすけ 30 栃⽊県
161 富⽥ 優⼀ とみた ゆういち 38 神奈川県
162 川北 陽司 かわきた ようじ 31 東京都
163 加賀⾕ 昂範 かがや たかのり 33 栃⽊県
164 稲葉 雄基 いなば ゆうき 36 神奈川県
165 中村 光司 なかむら こうじ 30 熊本県



166 半⾕ 雄佑 はんがい ゆうすけ 35 東京都
167 野中 敏明 のなか としあき 38 埼⽟県
168 四⾕ 佳陽 よつや よしはる 38 神奈川県
169 ⼩堀 雄⼠ こぼり ゆうじ 30 千葉県
170 武藤 将徳 むとう まさのり 33 千葉県
171 杉本 洋気 すぎもと ようき 30 東京都
172 杉⼭ 明徳 すぎやま あきのり 31 東京都
173 関根 吏宏 せきね ふみひろ 35 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
174 岩原 ⽂明 いわはら ふみあき 40 栃⽊県
175 関⾕ 稔 せきや みのる 48 東京都
176 ⼿澤 康彦 てざわ やすひこ 46 茨城県
177 関 隆雄 せき たかお 42 栃⽊県
178 ⼿塚 靖⼈ てづか のぶひと 45 栃⽊県
179 ⽑利 卓也 もうり たくや 48 神奈川県
180 ⻑澤 圭岳 ながさわ よしたけ 40 東京都
181 野⽥ 孝洋 のだ たかひろ 43 栃⽊県
182 ⾼野 雅也 たかの まさや 46 埼⽟県
183 岡澤 英⼈ おかざわ ひでと 46 茨城県
184 宮林 ⼤ みやばやし はじめ 42 東京都
185 ⼩澤 雄⼀ おざわ ゆういち 42 埼⽟県
186 ⼩島 敦 こじま あつし 48 東京都
187 三浦 剛 みうら ごう 40 埼⽟県
188 常川 貴扶 つねかわ たかお 45 東京都
189 藤⽥ 秀策 ふじた ひでかず 42 埼⽟県
190 ⻫藤 寛 さいとう かん 40 東京都
191 新井 洋⼀ あらい よういち 42 埼⽟県
192 ⼭⼝ 正⼀ やまぐち まさかず 41 東京都
193 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 47 島根県
194 伊藤 敬⼆ いとう けいじ 45 東京都
195 ⼾⼭  兼⼀ とやま けんいち 46 千葉県
196 峰 浩也 みね ひろや 41 栃⽊県
197 古賀 康史 こが やすふみ 41 千葉県
198 岡⼾ ⼀史 おかど かずのぶ 47 埼⽟県
199 村上 稔 むらかみ みのる 46 茨城県
200 井上 貴照 いのうえ たかあき 47 群⾺県
201 塩原 聡 しおばら さとし 42 群⾺県
202 Percy Johnson ぺるし じょんそん 43 群⾺県
203 通場 宣貴 つうば のぶき 45 愛知県
204 ⾦⼦ 雅史 かねこ まさし 42 埼⽟県
205 ⼭⽥ 敏 やまだ すすむ 42 栃⽊県

【マスターズクラス】



206 ⻄川 和弘 にしかわ かずひろ 40 東京都
207 梶本 守 かじもと まもる 42 栃⽊県
208 ⻑⾕川 雄⼤ はせがわ たけお 49 埼⽟県
209 三浦 敏夫 みうら としお 41 埼⽟県
210 安⽥ 強 やすだ つよし 45 茨城県
211 LEE DONGHYUN い どんひょん 42 東京都
212 細⾕ 和⽣ ほそや かずお 46 埼⽟県
213 由良 雅彦 ゆら まさひこ 49 ⼭形県
214 森本 隆司 もりもと たかし 44 埼⽟県
215 ⾵⾒ 隆広 かざみ たかひろ 44 茨城県
216 菅 明宏 かん あきひろ 46 埼⽟県
217 ⽜込 雅彦 うしごめ まさひこ 41 茨城県
218 鈴⽊ 貴⼈ すずき たかひと 44 栃⽊県
219 佐藤 誠 さとう まこと 47 東京都
220 末川 勇仁 すえかわ ゆうじ 49 埼⽟県
221 佐藤 豊 さとう ゆたか 41 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
222 ⼩湊 秀輝 こみなと ひでき 51 埼⽟県
223 松永 淳 まつなが あつし 53 神奈川県
224 ⽥中 裕⼆ たなか ひろつぐ 53 東京都
225 岡 喜浩 おか よしひろ 51 東京都
226 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 51 埼⽟県
227 ⽥辺 哲 たなべ さとし 57 静岡県
228 ⽥中 輝彦 たなか てるひこ 50 群⾺県
229 ⼤塚 義久 おおつか よしひさ 53 静岡県
230 鈴⽊ 智 すずき さとし 52 静岡県
231 上野 勤 うえの つとむ 50 栃⽊県
232 飯塚 盛康 いいづか もりやす 63 埼⽟県
233 難波 孝秀 なんば たかひで 50 埼⽟県
234 伊藤 伸明 いとう のぶあき 50 東京都
235 須賀 義宏 すが よしひろ 60 茨城県
236 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 54 埼⽟県
237 岩瀬 洋之 いわせ ひろゆき 54 千葉県
238 ⼭⼝ 勝久 やまぐち かつひさ 57 神奈川県
239 ⼋⽊ 忠顯 やぎ ちゅうけん 51 東京都
240 林 ⼀成 はやし かずしげ 56 埼⽟県
241 上杉 学 うえすぎ まなぶ 52 埼⽟県
242 森 和哉 もり かずや 55 東京都
243 ⽥村 豊 たむら ゆたか 53 神奈川県
244 ⽊村 智 きむら さとし 52 埼⽟県

【ゴールドクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡邉 菜⽉ わたなべ なつき 28 東京都
2 ⾼原 愛 たかはら あい 28 東京都
3 岡部 桃⾹ おかべ ももこ 26 神奈川県
4 杉⽥ 恵⼦ すぎた けいこ 27 東京都
5 深沢 季世 ふかさわ きよ 20 ⼭梨県
6 佐藤 彩織 さとう さおり 24 東京都
7 ⾼野 七海 たかの ななみ 25 ⼭梨県
8 ⾼根沢 彰乃 たかねざわ あやの 27 栃⽊県
9 朝賀 美咲 あさか みさき 27 新潟県

10 関⼝ 眞由 せきぐち まゆ 23 神奈川県
11 ⼤塚 華奈⼦ おおつか かなこ 24 神奈川県
12 桑原 真也加 くわばら まやか 23 埼⽟県
13 井本 成美 いもと なるみ 29 東京都
14 ⽊原 彩 きはら あや 22 東京都
15 野村 ⿇⾐ のむら まい 28 東京都
16 阿部 菜乃⼦ あべ なのこ 24 滋賀県
17 ⾼村 真奈 たかむら まな 22 ⼭梨県
18 津村 知江 つむら のりえ 27 東京都
19 親川 未来 おやかわ みく 26 東京都
20 上笹 真⾥奈 うえささ まりな 24 東京都
21 笹部 綾 ささべ あや 24 栃⽊県
22 澤⽥ アンナトリシア さわだ あんなとりしあ 21 埼⽟県
23 渡辺 未紗 わたなべ みさ 26 ⼭梨県
24 ⿑藤 悠 さいとう はるか 28 東京都
25 ⽊村 優美 きむら ゆうみ 24 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
26 本河 ⽣実 もとかわ いくみ 36 栃⽊県
27 上⼭ 和恵 うえやま かずえ 35 茨城県
28 ⽜込 仁美 うしごめ ひとみ 36 群⾺県
29 三上 玲菜 みかみ れいな 32 東京都
30 吉⽥ 安奈 よしだ あんな 32 東京都
31 友利 有希 ともり ゆき 31 東京都
32 ⾼⼭ 美央 たかやま みお 30 東京都
33 今泉 絵理⾹ いまいずみ えりか 31 東京都
34 ⼭中 絵⾥奈 やまなか えりな 32 東京都
35 関根 純⼦ せきね じゅんこ 36 東京都
36 ⻄岡 瑠伊花 にしおか るいか 39 茨城県
37 ⾼橋 磨美 たかはし まみ 34 東京都
38 ⼿賀 真奈美 てが まなみ 39 茨城県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



39 河原井 美冴 かわらい みさえ 39 茨城県
40 愛葉 ⾹ あいば かおる 38 神奈川県
41 佐藤 さくら さとう さくら 30 東京都
42 池⽥ あゆ いけだ あゆ 38 東京都
43 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
44 荒川 未彩 あらかわ みさ 30 栃⽊県
45 ⾶⽥ ⿇未 とびた まみ 30 茨城県
46 伊東 佐由理 いとう さゆり 30 栃⽊県
47 中⾺ 明⼦ ちゅうま あきこ 30 栃⽊県
48 志垣 裕美 しがき ゆみ 31 東京都
49 成⽥ ⿇⾐ なりた まい 34 東京都
50 河合 朋⼦ かわい ともこ 36 神奈川県
51 ⻄ 亜紀⼦ にし あきこ 37 東京都
52 Rosimeire Yang ろしめいれ やん 32 群⾺県
53 ⼩野 梓 おの あずさ 36 東京都
54 ⽯⼭ 恵⾥ いしやま えり 37 群⾺県
55 遠藤 由貴 えんどう ゆき 30 神奈川県
56 ⼭中 ⿇⾥絵 やまなか まりえ 30 神奈川県
57 岡村 祐希 おかむら ゆうき 34 新潟県
58 慶秀 安⾐⼦ けいしゅう あいこ 33 東京都
59 千⽥ 裕⼦ ちだ ひろこ 35 福島県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
60 上野 ⿇⾐⼦ うえの まいこ 41 神奈川県
61 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 43 愛知県
62 ⽯井 マリーザ いしい まりーざ 43 東京都
63 前川 薫 まえかわ かおる 42 東京都
64 三浦 久美⼦ みうら くみこ 43 愛知県
65 ⼩林 園⼦ こばやし そのこ 41 東京都
66 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 43 東京都
67 ⼭⽥ 聖⼦ やまだ せいこ 44 東京都
68 峰 直美 みね なおみ 41 栃⽊県
69  冨永 ⿇理 とみなが まり 42 東京都
70 今橋 由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
71 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 45 茨城県
72 中澤 利江⼦ なかざわ りえこ 47 ⼭梨県
73 牧寄 乃理⼦ まきより のりこ 45 東京都
74 櫛⼭ 聡⼦ くしやま さとこ 40 宮城県
75 塚原 由佳 つかはら ゆか 41 北海道
76 牧寄 乃理⼦ まきより のりこ 45 東京都
77 藤井 由美 ふじい ゆみ 43 東京都
78 三澤 恭⼦ みさわ きょうこ 42 埼⽟県

【ウーマンズクラス】



79 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 45 茨城県
80 ⽩⽯ 智美 しらいし ともみ 43 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
81 荒井 有美 あらい ありみ 52 埼⽟県
82 ⽥中 恵⾥⼦ たなか えりこ 55 埼⽟県
83 ⽮崎 絵美 やざき えみ 60 東京都
84 渡邉 美和 わたなべ みわ 51 福島県
85 吉岡 和⼦ よしおか かずこ 59 東京都
86 ⼩林 実千代 こばやし みちよ 60 東京都
87 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 57 東京都
88 ⼩宮 久仁⼦ こみや くにこ 50 神奈川県
89 浦 京⼦ うら きょうこ 52 神奈川県
90 秋⼭ 季久榮 あきやま きくえ 52 千葉県
91 ⻤防 雅美 きぼう まさみ 50 神奈川県
92 川⼝ 悦⼦ かわぐち えつこ 56 東京都
93 ⽥村 ⿇佐⼦ たむら まさこ 51 神奈川県
94 武井 久美⼦ たけい くみこ 53 東京都

【クイーンクラス】


