
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽯原 慎之介 いしはら しんのすけ 23 神奈川県
2 樋⼭ 瑞紀 ひやま みずき 26 静岡県
3 宮本 堅⽃ みやもと けんと 26 神奈川県
4 ⾜⽴ 秀彰 あだち ひであき 24 静岡県
5 ⽇笠 翔太 ひかさ しょうた 29 静岡県
6 鈴⽊ 太雅 すずき たいが 24 東京都
7 ⼤⽊ 崇弘 おおき たかひろ 27 静岡県
8 飯泉 司 いいずみ つかさ 21 静岡県
9 池⾕ 駿佑 いけや しゅんすけ 28 静岡県
10 和⽥ 侑⼤ わだ ゆうた 24 愛知県
11 渡邉 慎也 わたなべ しんや 25 神奈川県
12 櫻井 詠⽃ さくらい えいと 21 静岡県
13 齋藤 和⼤ さいとう かずと 19 静岡県
14 佐藤 諒司 さとう りょうじ 25 静岡県
15 ⻄⼭ 佳希 にしやま よしき 27 静岡県
16 飯⽥ 裕介 いいだ ゆうすけ 24 静岡県
17 ⻄⼭ 誠悟 にしやま せいご 24 静岡県
18 後藤 隼⼈ ごとう はやと 23 新潟県
19 後藤 浩⼈ ごとう ひろと 23 新潟県
20 佐藤 修平 さとう しゅうへい 25 静岡県
21 李 滝⼆ り りょんい 29 東京都
22 桂⼭ 晃輔 かやま こうすけ 26 東京都
23 ⽬⿊ 祐樹 めぐろ ゆうき 21 静岡県
24 内⼭ 顕資 うちやま けんすけ 26 静岡県
25 齋藤 真吏 さいとう しんり 28 静岡県
26 ⿅児島 壮志 かごしま たけし 25 東京都
27 平野 恵⼤ ひらの けいた 29 愛知県
28 三品 和広 みしな かずひろ 27 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
29 鈴⽊ 達也 すずき たつや 35 静岡県
30 和⽥ 健 わだ けん 30 神奈川県
31 ⼭嶋 善博 やましま よしひろ 37 静岡県
32 越⽥ 将友 こしだ まさとも 34 静岡県
33 堀 剛治 ほり こうじ 33 静岡県
34 品川 剛基 しながわ こうき 31 静岡県
35 ⼩路 隆太 しょうじ りゅうた 36 静岡県
36 野⼝ 剛志 のぐち たけし 38 愛知県
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37 鈴⽊ 秀嗣 すずき しゅうじ 33 愛知県
38 ⽊村 尚暁 きむら なおあき 39 静岡県
39 近藤 慎佑 こんどう しんすけ 34 静岡県
40 成澤 ⼤貴 なるさわ だいき 30 静岡県
41 甲賀 慎悟 こうが しんご 30 静岡県
42 望⽉ 淳 もちづき じゅん 34 静岡県
43 唐澤 志陽 からさわ しょう 30 東京都
44 佐藤 圭太 さとう けいた 33 神奈川県
45 望⽉ 知樹 もちづき ともき 34 静岡県
46 ⾕村 潤哉 たにむら じゅんや 33 静岡県
47 内⼭ 能近 うちやま よしちか 34 静岡県
48 杉⼭ 佑介 すぎやま ゆうすけ 38 静岡県
49 永⼭ 俊 ながやま しゅん 32 岐⾩県
50 川崎 泰史 かわさき やすふみ 39 静岡県
51 伊藤 陽⼀ いとう よういち 35 静岡県
52 ⻑澤 道宗 ながさわ みちひろ 32 静岡県
53 ⼩野 祐貴 おの ゆうき 30 静岡県
54 ⼭城 康平 やましろ こうへい 30 東京都
55 宮村 佳孝 みやむら よしたか 36 静岡県
56 ⽯川 雄得 いしかわ ゆう 30 静岡県
57 積 知輝 せき ともてる 30 東京都
58 天野 直樹 あまの なおき 30 ⼭梨県
59 川⼝ 拓也 かわぐち たくや 32 愛知県
60 内藤 新 ないとう あらた 32 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
61 辻村 圭美 つじむら けいび 47 静岡県
62 ⼯藤 伸介 くどう しんすけ 43 静岡県
63 袴⽥ 佳秀 はかまた よしひで 41 静岡県
64 ⼤磯 ⼀師 おおいそ かずし 42 愛知県
65 堀 雅⽂ ほり まさふみ 48 兵庫県
66 杉⽥ 充 すぎた たかし 46 東京都
67 ⽶村 武男 よねむら たけお 43 東京都
68 伊藤 謙次 いとう けんじ 49 神奈川県
69 吉⽥ 和⽣ よしだ かずき 39 静岡県
70 杉村 智志 すぎむら さとし 41 静岡県
71 ⾼瀬 直也 たかせ なおや 46 静岡県
72 ⼋⽊ 崇⾏ やぎ たかゆき 40 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
73 ⽥辺 哲 たなべ さとし 58 静岡県
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74 鈴⽊ 功⼆ すずき こうじ 55 静岡県
75 益本 昌和 ますもと まさかず 51 静岡県
76 ⼤野 貞克 おおの さだかつ 51 静岡県
77 今井 佳樹 いまい よしき 53 静岡県
78 鈴⽊ 善貴 すずき よしたか 52 静岡県
79 ⼤塚 義久 おおつか よしひさ 53 静岡県
80 杉⼭ 幸司 すぎやま こうじ 64 静岡県
81 鈴⽊ 智 すずき さとし 53 静岡県
82 杉⼭ 裕⾏ すぎやま ひろゆき 60 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 林 奈美 はやし なみ 28 静岡県
2 佐々⽊ 美紀 ささき みき 28 東京都
3 茂⽊ 恵⾥奈 もてぎ えりな 28 東京都
4 和⽥ ⼀紗 わだ かずさ 24 静岡県
5 ⽥村 久実 たむら くみ 20 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
6 後藤 美智⼦ ごとう みちこ 38 神奈川県
7 近藤 千晶 こんどう ちあき 30 静岡県
8 夏⽬ ⿇⾐ なつめ まい 32 愛知県
9 ⼩路 恭⼦ しょうじ きょうこ 30 静岡県
10 ⼩泉 美歩 こいずみ みほ 36 静岡県
11 吉永 千景 よしなが ちかげ 35 静岡県
12 ⾼橋 規⼦ たかはし のりこ 37 兵庫県
13 朝⽇奈 懍可 あさひな りんか 31 埼⽟県
14 ⼭下 絵美 やました えみ 39 神奈川県
15 阿部 真由美 あべ まゆみ 38 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
16 ⼭⽥ 裕⾹ やまだ ゆか 40 静岡県
17 佐藤 友⾹ さとう ゆか 49 岐⾩県
18 兼松 亜紀 かねまつ あき 47 愛知県
19 佐野 瑞穂 さの みずほ 41 静岡県
20 岸⼭ 純⼦ きしやま じゅんこ 41 静岡県
21 平⽥ 順⼦ ひらた じゅんこ 48 東京都
22 増⽥ 葉⼦ ますだ よおこ 40 静岡県
23 今橋 由紀 いまはし ゆき 44 神奈川県
24 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 44 愛知県
25 ⼤⽵ 仁美 おおたけ ひとみ 41 愛知県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
26 ⽵⽥ 葉⼦ たけだ ようこ 62 ⼤阪府
27 ⽯川 美幸 いしかわ みゆき 50 静岡県
28 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 52 ⻑野県
29 ⻘⼭ 成美 あおやま まさみ 52 神奈川県
30 本間 全代 ほんま まさよ 54 静岡県
31 岩本 千代 いわもと ちよ 51 東京都
32 前⽥ 尚美 まえだ なおみ 51 静岡県
33 ⼤澤 照代 おおさわ てるよ 54 静岡県
34 功⼑ 亨⼦ くぬぎ きょうこ 54 東京都
35 ⻘⽊ 朋⼦ あおき ともこ 61 静岡県
36 中島 由美⼦ なかじま ゆみこ 52 東京都

【クイーンクラス】


