
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 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
2 草野 ⼀也 くさの かずや 25 宮城県
3 浦 隼将 うら としゆき 24 栃⽊県
4 佐藤 達也 さとう たつや 25 埼⽟県
5 ⾈⼭ 潤 ふなやま じゅん 24 宮城県
6 菊池 裕貴 きくち ゆうき 21 千葉県
7 井上 翔 いのうえ しょう 25 福島県
8 佐藤 陽⼀ さとう よういち 24 宮城県
9 ⼩澤 海那⽉ おざわ みなづき 23 神奈川県
10 橋本 裕⾺ はしもと ゆうま 28 宮城県
11 渡邉 怜⼈ わたなべ れいど 23 福島県
12 野⽥ 佑磨 のだ ゆうま 25 宮城県
13 岡崎 健太郎 おかざき けんたろう 23 千葉県
14 相葉 将也 あいば まさや 23 東京都
15 草野 ⻯ くさの りょう 29 福島県
16 ⼩林 稔也 こばやし としや 21 福島県
17 須⽥ 恭平 すだ きょうへい 27 福島県
18 中島 ⼤貴 なかじま だいき 25 埼⽟県
19 ⼤野 芳宏 おおの よしひろ 29 栃⽊県
20 中野 光輝 なかの こうき 27 福島県
21 齋藤 和⼈ さいとう かずと 28 福島県
22 ⽥中 寿希也 たなか じゅきや 24 新潟県
23 ⾺渕 慎太郎 まぶち しんたろう 23 福島県
24 ⽴⽥ ⼤貴 たつだ ひろき 27 栃⽊県
25 ⽯丸 恵祐 いしまる けいすけ 23 茨城県
26 佐藤 圭佑 さとう けいすけ 28 東京都
27 ⼤⽯ 建 おおいし たつる 25 茨城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 伊藤 ⻯⼆ いとう りゅうじ 30 福島県
2 佐藤 敏寛 さとう としひろ 35 宮城県
3 ⻑⾕川 雄⼀ はせがわ ゆういち 34 千葉県
4 富岡 修 とみおか おさむ 34 福島県
5 林 英樹 はやし ひでき 33 福島県
6 ⼩崎 陽 おざき あきら 38 茨城県
7 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 36 千葉県
8 今野 智志 こんの さとし 39 宮城県
9 三井 健司 みつい けんじ 33 東京都
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10 稲村 ⼤輔 いなむら だいすけ 33 ⼭形県
11 中島 ⼀清 なかじま かずきよ 30 福島県
12 ⽵澤 秀晃 たけざわ ひであき 33 栃⽊県
13 横⽥ 篤 よこた あつし 33 福島県
14 ⽩尾 尚之 しろお なおゆき 33 茨城県
15 三浦 佑介 みうら ゆうすけ 36 秋⽥県
16 村⽥ 光⼀ むらた こういち 33 東京都
17 ⽔⾕ 浩⼆ みずたに こうじ 38 東京都
18 ⾼橋 茂岐 たかはし しげき 30 埼⽟県
19 ⼩川 敏和 おがわ としかず 33 北海道
20 ⼩林 泉 こばやし いずみ 38 新潟県
21 堀越 安志 ほりこし やすし 31 福島県
22 渡部 直⼈ わたなべ なおと 34 千葉県
23 ⼭形 秀幸 やまがた ひでゆき 30 栃⽊県
24 後藤 夏貢 ごとう なつき 31 東京都
25 畠⼭ 勇樹 はたけやま ゆうき 31 福島県
26 橋本 祐樹 はしもと ゆうき 31 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽇下 賢 くさか さとし 44 埼⽟県
2 倉⾕ 耕平 くらたに こうへい 40 埼⽟県
3 ⼩松 親市 こまつ しんいち 48 福島県
4 ⻄⼭ 幸範 にしやま ゆきのり 46 埼⽟県
5 秋⼭ 信之 あきやま のぶゆき 40 千葉県
6 ⽻⽣ 孝 はぶ たかし 44 栃⽊県
7 川出 貴⼠ かわいで たかし 47 栃⽊県
8 坂⽥ 正⼈ さかた まさと 40 東京都
9 ⿅島 正也 かしま まさや 42 東京都
10 神川 剛⼀ じんかわ こういち 43 神奈川県
11 ⽥⼝ 良介 たぐち りょうすけ 44 福島県
12 ⽇暮 美明 ひぐらし よしあき 48 埼⽟県
13 ⽯⽥ 寛 いしだ ひろし 40 新潟県
14 渡邊 直樹 わたなべ なおき 47 神奈川県
15 吉川 忍 よしかわ しのぶ 47 福島県
16 筒井 達也 つつい たつや 47 宮城県
17 松⽊ 吉彦 まつき よしひこ 45 福島県
18 菅野 祐久 すがの ゆうき 43 福島県
19 由良 雅彦 ゆら まさひこ 48 ⼭形県
20 ⽜込 雅彦 うしごめ まさひこ 40 茨城県
21 ⾚沢 孝 あかざわ たかし 49 神奈川県
22 ⽚岡 優 かたおか まさる 48 茨城県
23 飯塚 勝美 いいづか かつみ 48 茨城県
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24 ⻑嶋 公⼀郎 ながしま こういちろう 41 埼⽟県
25 ⾨⾕ 誠 もんや まこと 41 新潟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
2 吉⽥ 和彦 よしだ かずひこ 54 東京都
3 佐藤 勇太 さとう いさお 71 新潟県
4 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 53 東京都
5 津沢 幹彦 つざわ みきひこ 53 新潟県
6 五條 健 ごじょう たけし 50 埼⽟県
7 星川 靜司 ほしかわ せいじ 66 埼⽟県
8 鈴⽊ 堅司 すずき けんじ 56 福島県
9 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 50 埼⽟県
10 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 齋藤 沙千花 さいとう さちか 27 東京都
2 荒川 紗依⾥ あらかわ さえり 29 栃⽊県
3 堀江 結佳 ほりえ ゆうか 25 福島県
4 ⾼橋 良乃 たかはし よしの 29 新潟県
5 阿部 裕⼦ あべ ゆうこ 29 新潟県
6 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 26 ⻑野県
7 ⻘⼭ 晴⾹ あおやま はるか 23 福島県
8 ⼩川 杏奈 おがわ あんな 26 東京都
9 加藤 史恵 かとう ふみえ 29 千葉県
10 ⼤⼭ 成美 おおやま なるみ 24 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 松本 陽⼦ まつもと ようこ 32 埼⽟県
2 ⼩林 美菜 こばやし みな 35 東京都
3 ⼤野 詩⼦ おおの うたこ 37 埼⽟県
4 加藤 裕⼦ かとう ひろこ 34 福島県
5 ⼭⽥ さやか やまだ さやか 38 神奈川県
6 ⾦澤 ⾹織 かなざわ かおり 36 北海道
7 眞岩 杏⼦ まいわ きょうこ 38 東京都
8 渡邉 由⾹ わたなべ ゆか 37 東京都
9 ⼤内 琴世 おおうち ことよ 33 東京都
10 ⼭⽥ 美帆 やまだ みほ 35 東京都

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 44 茨城県
2 横⼭ 保江 よこやま やすえ 47 千葉県
3 近藤 翔⼦ こんどう しょうこ 45 福島県
4 原⽥ 尚⼦ はらだ なおこ 44 茨城県
5 鶴⽥ ⼩百合 つるた さゆり 41 群⾺県
6 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 43 埼⽟県
7 ⽥中 美智⼦ たなか みちこ 45 東京都
8 鈴⽊ 真紀 すずき まき 48 東京都
9 佐藤 弥⽣ さとう やよい 45 東京都
10 ⼩泉 潤⼦ こいずみ じゅんこ 47 千葉県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡邉 美和 わたなべ みわ 50 福島県
2 ⼤澤 美⾹ おおさわ みか 53 茨城県
3 星野 起美 ほしの きみ 58 千葉県
4 新井⽥ 朱⾒ にいだ あけみ 52 福島県
5 渡邉 操 わたなべ みさお 51 茨城県

【クイーンクラス】


