
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾼⾒澤 祐太 たかみざわ ゆうた 28 ⻑野県
2 ⽔澤 賢⼈ みずさわ けんと 24 新潟県
3 ⼤⽊ 悠太 おおき ゆうた 22 ⻑野県
4 兼村 修平 かねむら しゅうへい 28 新潟県
5 相原 翔 あいはら しょう 27 ⻑野県
6 圓⼭ ⼀貴 まるやま かずき 26 ⻑野県
7 間嶋 怜央 まじま れお 25 新潟県
8 倉林 真也 くらばやし しんや 24 群⾺県
9 ⼤野 寛起 おおの ひろき 24 富⼭県
10 湯本 快 ゆもと かい 24 東京都
11 宮内 祐樹 みやうち ゆうき 28 新潟県
12 佐藤 翔 さとう しょう 27 群⾺県
13 ⼩⽥桐 綾祐 おだぎり りょうすけ 24 富⼭県
14 原 琢介 はら たすく 27 ⻑野県
15 森 光慶 もり みつよし 29 栃⽊県
16 増井 正之 ますい まさゆき 26 東京都
17 松本 裕⼆ まつもと ゆうじ 24 ⻑野県
18 吉⽥ 健⼀ よしだ けんいち 28 ⻑野県
19 博⽥ 剛 はかた つよし 23 ⻑野県
20 平野 恵⼤ ひらの けいた 27 愛知県
21 渡辺 旭 わたなべ あきら 25 ⻑野県
22 内⽥ 雅也 うちだ まさや 26 ⻑野県
23 ⿓⼝ 貴幸 たつぐち たかゆき 24 ⻑野県
24 鈴⽊ ⼀樹 すずき かずき 25 ⻑野県
25 町⼭ 真澄 まちやま ますみ 29 群⾺県
26 久保⽥ 裕是 くぼた ひろゆき 27 埼⽟県
27 春⽇ 拓⺒ かすが たくみ 21 茨城県
28 篠原 悠汰 しのはら ゆうた 27 ⼭梨県
29 安⽥ 剛 やすだ ごう 24 ⻑野県
30 ⼩林 周平 こばやし しゅうへい 21 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 楜澤 誠也 くるみさわ せいや 35 ⻑野県
2 ⾕川 博紀 たにかわ ひろき 34 新潟県
3 ⻄川 亮平 にしかわ りょうへい 33 群⾺県
4 塚原 孝 つかはら たかし 39 新潟県
5 松⽊ 翔也 まつき しょうや 35 ⻑野県
6 市川 裕樹 いちかわ ゆうき 31 ⻑野県
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7 岡野 紘⼤ おかの こうた 35 東京都
8 志摩 ⼀樹 しま かずき 30 ⻑野県
9 伊藤 哲太 いとう あきと 37 ⻑野県
10 松⽥ 慧太 まつだ けいた 31 新潟県
11 堀⽥ 裕也 ほりた ゆうや 34 ⻑野県
12 松⽥ 和也 まつだ かずや 35 ⻑野県
13 川⼝ 拓也 かわぐち たくや 30 愛知県
14 柳沢 宰佳 やなぎさわ さいか 31 ⻑野県
15 中⽥ 泰雄 なかた やすお 39 ⻑野県
16 藤原 誠 ふじわら まこと 35 ⻑野県
17 ⽊村 祐樹 きむら ゆうき 37 ⻑野県
18 横井 貴之 よこい たかゆき 33 ⻑野県
19 篠⽥ 敏 しのだ さとし 37 群⾺県
20 柴崎 拓実 しばさき たくみ 38 群⾺県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 村⽥ 容章 むらた よしあき 46 愛知県
2 ⽵内 哲也 たけうち てつや 42 ⻑野県
3 酒井 義彦 さかい よしひこ 46 ⻑野県
4 岩下 ⼠朗 いわした しろう 41 ⻑野県
5 三橋 良介 みつはし りょうすけ 46 ⻑野県
6 ⼩林 康規 こばやし やすのり 40 新潟県
7 ⽊村 宏 きむら ひろし 43 埼⽟県
8 ⼾⽥ 豊 とだ ゆたか 47 ⻑野県
9 ⼩畑 宏之 こばた ひろゆき 46 神奈川県
10 富⽥ 雅之 とみた まさゆき 45 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 53 東京都
2 福⽥ 隆 ふくだ たかし 57 群⾺県
3 野澤 茂雄 のざわ しげお 52 ⻑野県
4 ⾦井 ⾼志 かない たかし 54 東京都
5 宮下 愛彦 みやした よしひこ 56 神奈川県
6 千村 昇 ちむら のぼる 52 埼⽟県
7 海⽼原 隆則 えびはら たかのり 50 埼⽟県
8 芹澤 剛 せりざわ たけし 53 東京都
9 吉原 潔 よしはら きよし 54 東京都
10 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県

【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 ⻘柳 春⾹ あおやなぎ はるか 27 ⻑野県
2 ⽚⾙ 実愛 かたかい みお 27 群⾺県
3 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 26 ⻑野県
4 松永 翔⼦ まつなが しょうこ 27 ⻑野県
5 市瀬 早希 いちのせ さき 28 ⻑野県
6 ⼭本 早織 やまもと さおり 29 新潟県
7 ⽔澤 真紀 みずさわ まき 26 ⻑野県
8 ⼤⼭ 成美 おおやま なるみ 24 埼⽟県
9 鎌 瑞季 かま みずき 21 千葉県
10 加藤 史恵 かとう ふみえ 29 千葉県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 森島 葵 もりしま あおい 31 ⻑野県
2 松本 祐⼦ まつもと ゆうこ 35 ⻑野県
3 宮崎 有⾹ みやざき ゆか 35 茨城県
4 松⽊ 真美 まつき まみ 30 埼⽟県
5 宮⽥ 晶⼦ みやた あきこ 35 ⻑野県
6 柳⽥ 有佳⾥ やなぎた ゆかり 33 栃⽊県
7 栗林 佐千代 くりばやし さちよ 35 ⻑野県
8 ⾚松 翔⼦ あかまつ しょうこ 37 ⻑野県
9 森島 伸美 もりしま のぶみ 30 東京都
10 濱崎 千明 はまさき ちあき 32 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 藤原 希 ふじわら のぞみ 44 栃⽊県
2 池⽥ 明⾥ いけだ ひかり 47 ⻑野県
3 前⽥ 亜紀 まえだ あき 46 ⻑野県
4 ⽻⽥ 和美 はねだ かずみ 42 ⻑野県
5 坂⽥ 美⾹ さかた みか 45 ⻑野県
6 鶴⽥ ⼩百合 つるた さゆり 41 群⾺県
7 相澤 美穂 あいざわ みほ 40 ⻑野県
8 平⽥ みゆき ひらた みゆき 46 ⻑野県
9 加藤 由佳理 かとう ゆかり 42 東京都
10 ⾼野 順⼦ たかの じゅんこ 40 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 50 ⻑野県
2 近藤 美⾹ こんどう みか 52 埼⽟県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】



3 芦刈 直⼦ あしかり なおこ 50 東京都


