
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼤⻄ 祐之介 おおにし ゆうのすけ 22 東京都
2 上脇⽥ 遼 かみわきた りょう 24 東京都
3 板橋 俊英 いたばし としひで 23 埼⽟県
4 島村 麗乃 しまむら れいの 26 埼⽟県
5 知場 洋明 ちば ひろあき 20 埼⽟県
6 原 享 はら りょう 29 東京都
7 清⽔ 聖 しみず さとし 26 埼⽟県
8 平松 ⼤介 ひらまつ だいすけ 28 埼⽟県
9 岡崎 健太郎 おかざき けんたろう 23 千葉県
10 ⻄野 利⼀ ケヴィン にしの りいち ケヴィン 25 東京都
11 ⽯塚 光 いしづか ひかる 22 東京都
12 須⽥ 裕太 すだ ゆうた 20 東京都
13 深⽥ 豊 ふかだ ゆたか 21 埼⽟県
14 笠原 智 かさはら さとし 20 埼⽟県
15 國信 裕治 くにのぶ ゆうじ 20 神奈川県
16 柳⽥ 翔 やなぎだ しょう 20 埼⽟県
17 粕⾕ 純 かすや じゅん 29 神奈川県
18 安達 貴⽣ あだち たかき 26 東京都
19 中⻄ ⼀誓 なかにし いっせい 25 千葉県
20 因泥 祐⾺ いんでい ゆうま 27 埼⽟県
21 坂井 慎也 さかい しんや 25 埼⽟県
22 ⼩林 尚平 こばやし しょうへい 26 埼⽟県
23 近藤 拓磨 こんどう たくま 21 埼⽟県
24 富⽥ 隆介 とみた りゅうすけ 27 東京都
25 国分 ⼤夢 こくぶん ひろむ 26 東京都
26 ⼀⼾ ⼤樹 いちのへ ひろき 22 東京都
27 ⻄原 潤在 にしはら ゆんじぇ 27 東京都
28 和⽥ 慎司 わだ しんじ 23 埼⽟県
29 上⽥ 将⼤ うえだ  まさひろ 22 神奈川県
30 幸野 惇 こうの あつし 29 神奈川県
31 渡邉 竣介 わたなべ しゅんすけ 26 東京都
32 今野 栄 こんの さかえ 21 神奈川県
33 林 りん太郎 はやし りんたろう 27 東京都
34 正⽊ 奨悟 まさき しょうご 20 埼⽟県
35 ⼤⽥和 知輝 おおたわ ともき 21 埼⽟県
36 酒井 ⼤地 さかい だいち 21 東京都
37 梅原 悠輝 うめはら ゆうき 22 埼⽟県
38 安倍 貴博 あんばい たかひろ 26 埼⽟県
39 坂上 翔太 さかがみ しょうた 25 東京都
40 秋元 亮太 あきもと りょうた 28 千葉県
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41 内⽥ ⼤樹 うちだ だいき 25 埼⽟県
42 河村 勇喜 かわむら ゆうき 28 埼⽟県
43 藤原 隆平 ふじわら りゅうへい 21 埼⽟県
44 諸井 貴⼀ もろい きいち 21 埼⽟県
45 ⼭⽥ 正義 やまだ せいぎ 28 東京都
46 内藤 友晴 ないとう ともはる 29 埼⽟県
47 笠原 佑⽃ かさはら ゆうと 22 東京都
48 橋本 尚志 はしもと ひさし 24 東京都
49 ⾦⼦ 侑⽮ かねこ ゆうや 21 東京都
50 ⼾沢 ジェロームカール とざわ ジェロームカール  22 埼⽟県
51 ⽶澤 雄⼀郎 よねざわ ゆういちろう 29 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 髙橋 剛 たかはし ごう 34 埼⽟県
2 尾花 優 おばな まさる 30 栃⽊県
3 ⽥中 ダニロ たなか ダニロ 30 群⾺県
4 ⾚坂 悠⼆ あかさか ゆうじ 30 神奈川県
5 島崎 晃次 しまざき こうじ 33 神奈川県
6 村川 道雄 むらかわ みちお 32 埼⽟県
7 上野 隼⼈ うえの はやと 32 埼⽟県
8 ⽊⼝ 剣太 きぐち けんた 36 埼⽟県
9 永野 ⼤介 ながの だいすけ 37 埼⽟県
10 ⿊⽥ 健 くろだ たける 30 埼⽟県
11 鈴⽊ 隆也 すずき たかや 32 神奈川県
12 ⽊村 真⼈ きむら まさと 36 埼⽟県
13 相庭 佑樹 あいば ゆうき 32 埼⽟県
14 三浦 剛 みうら ごう 39 埼⽟県
15 網野 弘 あみの ひろむ 30 ⼭梨県
16 ⻄島 完 にしじま ひろし 30 神奈川県
17 倉重 育将 くらしげ いくまさ 34 埼⽟県
18 畠⼭ 秀平 はたけやま しゅうへい 30 東京都
19 坂元 ⼤輔 さかもと だいすけ 37 埼⽟県
20 ⾼津 功徳 こうづ あつのり 33 東京都
21 花⽥ 公彰 はなだ きみあき 31 埼⽟県
22 沖津 翔太 おきつ しょうた 30 千葉県
23 有賀 和幸 ありが かずゆき 31 埼⽟県
24 佐藤 康弘 さとう やすひろ 33 東京都
25 江守 聡史 えもり さとし 30 東京都
26 古⾕ 将也 ふるや しょうや 30 埼⽟県
27 額賀 康次 ぬかが こうじ 35 茨城県
28 岡野 福太郎 おかの ふくたろう 39 東京都
29 ⽯井 健⼀ いしい けんいち 39 埼⽟県
30 ⿅島 賢 かしま けん 31 神奈川県

【ミドルクラス】



31 ⽶⽥ 武史 よねだ たけし 30 埼⽟県
32 松下 ⼒ まつした ちから 37 埼⽟県
33 井上 恭介 いのうえ きょうすけ 30 東京都
34 須永 耕平 すなが こうへい 32 埼⽟県
35 佐藤 択磨 さとう たくま 32 埼⽟県
36 市川 雅晴 いちかわ まさはる 39 東京都
37 平澤 ⼀憲 ひらさわ かずのり 30 神奈川県
38 坂⼝ 彰浩 さかぐち あきひろ 32 群⾺県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 廣澤 賢⾂ ひろさわ けんしん 45 東京都
2 新井 洋⼀ あらい よういち 41 埼⽟県
3 三澤 篤 みさわ あつし 49 埼⽟県
4 ⼾⽥ ⽂也 とだ ふみや 43 埼⽟県
5 橋本 勉 はしもと つとむ 46 東京都
6 中村 航 なかむら わたる 46 埼⽟県
7 菊池 真吾 きくち しんご 44 千葉県
8 加藤 雄⼤ かとう ゆうた 40 埼⽟県
9 ⻄⼭ 幸範 にしやま ゆきのり 47 埼⽟県
10 ⽇下 賢 くさか さとし 44 埼⽟県
11 ⽊村 宏 きむら ひろし 43 埼⽟県
12 吉⽥ 善徳 よしだ よしのり 46 埼⽟県
13 ⾼野 雅也 たかの まさや 45 埼⽟県
14 ⻄村 直晃 にしむら なおあき 42 埼⽟県
15 島⽥ 英輔 しまだ えいすけ 43 埼⽟県
16 荒井 博⽂ あらい ひろふみ 46 神奈川県
17 ⼩川 雄次 おがわ ゆうじ 40 埼⽟県
18 ⼭下 浩⼆ やました こうじ 44 東京都
19 枦⼭ 猛 はしやま たけし 40 東京都
20 ⻑⾕川 雄⼤ はせがわ たけお 48 埼⽟県
21 池⽥ 昌弘 いけだ まさひろ 43 埼⽟県
22 松林 友彦 まつばやし ともひこ 40 埼⽟県
23 難波 孝秀 なんば たかひで 49 埼⽟県
24 上原 勇 うえはら いさむ 45 埼⽟県
25 佐藤 豊 さとう ゆたか 40 東京都
26 ⾼橋 勝⼰ たかはし かつみ 46 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 林 圭⼀ はやし けいいち 51 東京都
2 早瀬 裕⼀ はやせ ゆういち 60 東京都
3 酒井 憲⼆ さかい けんじ 51 東京都
4 宮下 愛彦 みやした よしひこ 56 神奈川県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



5 船本 康晴 ふなもと やすはる 51 埼⽟県
6 本間 慎⼀ ほんま しんいち 50 東京都
7 ⼩林 明 こばやし あきら 63 埼⽟県
8 筒井 光広 つつい みつひろ 55 神奈川県
9 関⼝ 義朗 せきぐち よしお 55 埼⽟県
10 林 ⼀成 はやし かずしげ 55 埼⽟県
11 海⽼原 隆則 えびはら たかのり 50 埼⽟県
12 ⼭野井 好晴 やまのい よしはる 50 埼⽟県
13 安⽥ 法晃 やすだ のりあき 55 東京都
14 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 53 埼⽟県
15 沢⽥ 孝志 さわだ たかし 56 東京都
16 鈴⽊ 智 すずき さとし 51 静岡県
17 五條 健 ごじょう たけし 50 埼⽟県
18 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 50 埼⽟県
19 加藤 勉 かとう つとむ 51 埼⽟県
20 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

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 澤⽥ 有賀 さわだ ゆか 25 東京都
2 瀧本 幸恵 たきもと ゆきえ 25 埼⽟県
3 ⻄⼭ 千絵 にしやま ちえ 28 千葉県
4 古部 晶⼦ ふるべ しょうこ 28 埼⽟県
5 奈良 奈美 なら なみ 29 埼⽟県
6 柳本 絵美 やなぎもと えみ 25 東京都
7 松澤 彩恵⼦ まつざわ さえこ 27 神奈川県
8 ⼤⼭ 成美 おおやま なるみ 24 埼⽟県
9 ⼭内 愛 やまうち あい 25 愛知県
10 福⽥ 友美 ふくだ ともみ 24 埼⽟県
11 中⼭ 知佳穂 なかやま ちかほ 27 埼⽟県
12 清⽔ 暁⼦ しみず あきこ 28 神奈川県
13 林 ⾹ はやし かおり 29 千葉県
14 冨⽥ 真奈 とみた まな 24 東京都
15 中野 桜⼦ なかの さくらこ 26 群⾺県
16 ⽯井 奈緒⼦ いしい なおこ 26 埼⽟県
17 宮河 マヤ みやがわ まや 27 東京都
18 ⻄沢 アレクシス 涼⼦ にしざわ アレクシス りょうこ 21 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 梶 さやか かじ さやか 36 東京都
2 ⼤野 詩⼦ おおの うたこ 38 埼⽟県
3 佐藤 隆⼦ さとう たかこ 38 東京都
4 ⾼久 あゆみ たかく あゆみ 38 埼⽟県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



5 松本 陽⼦ まつもと ようこ 32 埼⽟県
6 橋本 理緒 はしもと りお 38 東京都
7 ⼤野 宏美 おおの ひろみ 32 東京都
8 ⼤塚 かおり おおつか かおり 32 東京都
9 宮野 しず花 みやの しずか 30 神奈川県
10 半⾕ 美⾥ はんや みさと 30 東京都
11 岩下 絢美 いわした あやみ 30 栃⽊県
12 川原 ⿇美 かわはら あさみ 30 東京都
13 ⽔落 友美 みずおち ともみ 37 埼⽟県
14 甲村 順⼦ こうむら じゅんこ 35 東京都
15 占部 陽⼦ うらべ ようこ 36 埼⽟県
16 佐藤 君⼦ さとう きみこ 36 東京都
17 品⽥ 朋⼦ しなだ ともこ 36 東京都
18 中村 有紀 なかむら ゆうき 32 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 MARIA SIMABUKO マリア しまぶこ 41 群⾺県
2 井埜 奈々絵 いの ななえ 43 埼⽟県
3 荒井 舞 あらい まい 42 埼⽟県
4 ⼤塚 佳美 おおつ よしみ 45 埼⽟県
5 ⻤防 雅美 きぼう まさみ 49 神奈川県
6 冨永 ⿇理 とみなが まり 41 東京都
7 ⽔本 真帆 みずもと まほ 45 東京都
8 渡邊 るみ わたなべ るみ 49 千葉県
9 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 43 埼⽟県
10 中⽥ かんな なかだ かんな 41 東京都
11 ⼭本 真美 やまもと まみ 45 埼⽟県
12 本⽥ 美佳 ほんだ みか 48 東京都
13 加藤 由佳理 かとう ゆかり 42 東京都
14 箱⽥ 和美 はこだ かずみ 41 東京都
15 三澤 恭⼦ みさわ きょうこ 40 埼⽟県

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 渡辺 由美 わたなべ ゆみ 56 東京都
3 渡邉 美和 わたなべ みわ 50 福島県
4 服部 彩⾹ はっとり さやか 55 ⼤阪府
5 ⾕ 美和⼦ たに みわこ 60 東京都
6 ⾼⼭ 美穂⼦ たかやま みほこ 57 東京都
7 松⽥ 直美 まつだ なおみ 51 東京都

【ウーマンズクラス】

【クイーンクラス】


