
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中野 ⾵太 なかの ふうた 22 北海道
2 岩崎 ⽂哉 いわさき ふみや 27 北海道
3 都郷 光哉 とごう みつや 26 北海道
4 ⼩坂 寛⼈ こさか ひろと 23 北海道
5 ⼭⼝ 翔也 やまぐち しょうや 22 北海道
6 今泉 拓⾺ いまいずみ たくま 28 千葉県
7 ⽯⽥ 勇輝 いしだ ゆうき 26 北海道
8 熊澤 雄也 くまざわ ゆうや 23 北海道
9 ⼩俣 雄 おまた ゆう 25 北海道

10 川井 瑞⼤ かわい みずき 20 北海道
11 牧 健司 まき けんじ 27 神奈川県
12 ⾕⼝ 慶太 たにぐち けいた 29 北海道
13 ⾼⽊ 拳⽃ たかぎ けんと 24 北海道
14 加藤 峻介 かとう しゅんすけ 23 北海道
15 渡邊 将⼠ わたなべ まさし 27 北海道
16 ⽇脇 航太郎 ひわき こうたろう 20 北海道
17 伊藤 将⼀ いとう しょういち 21 北海道
18 ⼭川 元気 やまかわ げんき 23 北海道
19 ⿊⽥ 健仁 くろだ けんと 24 北海道
20 ⼩⽟ 諒太 こだま りょうた 29 北海道
21 ⾼桑 ⿓星 たかくわ りゅうせい 20 北海道
22 須野 ⼤貴 すの だいき 19 北海道
23 斎藤 エステバン さいとう えすてばん 22 北海道
24 坂本 隆⽣ さかもと りゅうせい 22 北海道
25 林 崇⽂ はやし たかふみ 25 北海道
26 佐⼝ 賢⼈ さぐち けんと 29 北海道
27 ⽇下 遼真 くさか りょうま 23 北海道
28 鈴⽊ 康⼤ すずき やすひろ 26 北海道
29 鈴⽊ ⼤樹 すずき だいき 27 北海道
30 荒⽊ ⾠弥 あらき たつや 25 北海道
31 前⽥ 耕⼀ まえだ こういち 28 北海道
32 ⽥井中 駿 たいなか しゅん 26 北海道
33 中原 ⼤介 なかはら だいすけ 28 北海道
34 堀 正輝 ほり まさき 26 北海道
35 成⽥ 健太郎 なりた けんたろう 23 北海道
36 ⽴花 優作 たちばな ゆうさく 25 北海道
37 宮原 翔太 みやはら しょうた 27 北海道
38 ⼩⽅ 昌平 おがた しょうへい 27 北海道
39 曳地 崇暁 ひきち たかあき 28 北海道
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40 ⽵澤 和晃 たけざわ かずあき 23 北海道
41 三上 栞太朗 みかみ かんたろう 20 北海道
42 松本 将宜 まつもと まさき 24 北海道
43 船坂 礁 ふなさか しょう 23 北海道
44 ⽶⽥ 圭太 よねた けいた 21 北海道
45 笹野 航平 ささの こうへい 25 東京都
46 菅原 章弘 すがわら あきひろ 25 北海道
47 藤⽥ 祐樹 ふじた ゆうき 24 北海道
48 ⼤和⽥ 啓太 おおわだ けいた 21 北海道
49 ⽒家 成⽣ うじいえ まさたか 27 北海道
50 松⾕ 泰成 まつや たいせい 22 北海道
51 ⼭根 駿 やまね しゅん 28 東京都
52 猪⼜ 光次 いのまた みつひで 20 北海道
53 宮本 堅⽃ みやもと けんと 25 神奈川県
54 三浦 隼⼑ みうら はやと 27 北海道
55 花岡 亮佑 はなおか りょうすけ 27 千葉県
56 ⻫藤 翔吾 さいとう しょうご 27 愛知県
57 成清 祐樹 なりきよ ゆうき 29 北海道
58 笹原 功貴 ささはら こうき 24 北海道
59 三浦 健介 みうら けんすけ 23 北海道
60 ⽩⽯ ⼀喜 しらいし かずき 21 北海道
61 清藤 純也 せいどう じゅんや 27 北海道
62 佐々⽊ 良都 ささき かずと 24 北海道
63 渡辺 康平 わたなべ こうへい 24 東京都
64 児⽟ 琢 こだま たく 25 秋⽥県
65 佐藤 匠朗 さとう たくろう 22 北海道

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
66 広川 真⽮ ひろかわ しんや 30 北海道
67 船⽊ 永登 ふなき ひさのり 30 東京都
68 ⽉原 幹⼈ つきはら みきと 32 ⼤阪府
69 渡場 英弘 わたば ひでひろ 32 北海道
70 阿部 亮 あべ りょう 32 北海道
71 佐藤 聖也 さとう せいや 36 北海道
72 ⽵原 哲也 たけはら てつや 39 北海道
73 向井 陽紀 むかい はるき 31 北海道
74 佐藤 晃裕 さとう あきひろ 32 北海道
75 伊藤 圭祐 いとう けいすけ 36 北海道
76 ⼩川 洋⼆ おがわ ようじ 38 北海道
77 増渕 翔平 ますぶち しょうへい 30 埼⽟県
78 下別府 弘晃 しもべっぷ ひろあき 31 北海道
79 堀⽥  亘 ほりた わたる 37 北海道

【ミドルクラス】



80 吉川 卓 よしかわ たく 36 北海道
81 宮下 雄介 みやした ゆうすけ 35 北海道
82 辻 慎太郎 つじ しんたろう 35 北海道
83 橋本 幸雄 はしもと ゆきお 36 北海道
84 ⼩野寺 広光 おのでら ひろみつ 38 北海道
85 岸本 健太 きしもと けんた 35 北海道
86 佐野 光 さの ひかる 36 北海道
87 ⼭⽥ 敬史 やまだ けいじ 36 北海道
88 久⽥ 博康 ひさだ ひろやす 34 北海道
89 根本 隼翔 ねもと はやと 30 北海道
90 渡邉 康輔 わたなべ こうすけ 35 北海道
91 佐久間 康司 さくま こうじ 31 北海道
92 ⽊村 幸平 きむら こうへい 33 北海道
93 川上 忍 かわかみ しのぶ 38 北海道
94 ⼤利 章裕 おおとし あきひろ 39 北海道
95 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 37 千葉県
96 渡邉 将貴 わたなべ まさたか 36 北海道
97 福本 貴⼈ ふくもと たかひと 31 北海道
98 ⼭⼝ 哲也 やまぐち てつや 30 北海道
99 芝⽊ 裕司 しばき ゆうじ 38 北海道
100 中島 直⼈ なかしま なおと 37 東京都
101 松尾 茂 まつお しげる 35 東京都
102 京⾕ 匠 きょうや たくみ 31 北海道
103 池⾕ ⿓也 いけたに りゅうや 30 北海道
104 粟津 康博 あわづ やすひろ 37 神奈川県
105 安藤 弘⼀ あんどう こういち 36 ⼤阪府
106 湊 雄裕 みなと ゆうすけ 31 北海道
107 濱⽥ 直希 はまだ なおき 35 東京都
108 ⾼野 拓也 たかの たくや 31 富⼭県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
109 坂井 教⽴ さかい のりたか 41 北海道
110 下川部 達也 しもかわべ たつや 47 北海道
111 河合 貴之 かわい たかゆき 47 京都府
112 鈴⽊ 靖彦 すずき やすひこ 49 東京都
113 渡邉 ⼤介 わたなべ だいすけ 42 北海道
114 澤⽥ 友紀 さわだ ともき 40 北海道
115 ⽬⿊ 知孝 めぐろ ともたか 48 北海道
116 秋⼭ 靖 あきやま やすし 49 北海道
117 野中 良介 のなか りょうすけ 42 北海道
118 岩本 孝幸 いわもと たかゆき 43 北海道
119 畑⽑ 潤也 はたけ じゅんや 47 北海道

【マスターズクラス】



120 橋本 忠則 はしもと ただのり 43 東京都
121 ⿃本 岳志 とりもと たけし 41 北海道
122 伊東 俊彦 いとう としひこ 41 北海道
123 通場 宣貴 つうば のぶき 45 愛知県
124 ⼀ノ瀬 浩⼆ いちのせ こうじ 42 北海道
125 前⽥ 拓摩 まえだ たくま 40 東京都
126 新関 克明 にいぜき かつあき 46 北海道
127 ⼤⾕ 亮司 おおたに りょうじ 47 北海道
128 ⻄⽥ 光児 にしだ こうじ 42 北海道
129 宮嶋 馨 みやじま かおる 44 北海道
130 ⽟⽥ 晋平 たまだ しんぺい 40 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
131 ⼩幡 将春 おばた まさはる 51 北海道
132 岡村 正仁 おかむら まさと 50 北海道
133 ⽥中 伸弥 たなか しんや 55 北海道
134 森 広詞 もり ひろし 58 北海道
135 ⼩野  正貴 おの まさたか 50 北海道
136 藤井 和哉 ふじい かずや 59 北海道
137 ⼭⼝ 正則 やまぐち まさのり 59 北海道
138 久保 広志 くぼ ひろし 51 北海道
139 岡本 信司 おかもと しんじ 63 北海道
140 森本 晃 もりもと のぼる 53 東京都
141 ⼩林 正志 こばやし まさし 52 北海道
142 岩瀬 智芳 いわせ ともよし 50 愛知県
143 江平 裕昭 えひら ひろあき 58 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 志々⾒ 彩 ししみ あや 28 東京都
2 蕨 由⾹ わらび ゆか 28 北海道
3 畑井 菜々美 はたい ななみ 22 北海道
4 塩崎 はるな しおざき はるな 24 北海道
5 倉住 舞 くらずみ まい 25 東京都
6 藤吉 仁美 ふじよし ひとみ 26 北海道
7 若宮 ⾥帆 わかみや りほ 25 岐⾩県
8 倉俣 ⿇奈実 くらまた まなみ 29 北海道
9 ⿊政 美⾥ くろまさ みさと 28 北海道

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
10 清⽔ 恵 しみず めぐみ 34 北海道

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



11 ⽵林 早苗 たけばやし さなえ 32 東京都
12 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
13 鈴⽊ 有加 すずき ゆか 34 北海道
14 Rosimeire Yang ろしめいれ やん 32 群⾺県
15 ⼩寺 裕⼦ こでら ゆうこ 34 北海道
16 村上 陽⼦ むらかみ ようこ 36 北海道
17 瀬川 仁美 せがわ ひとみ 32 北海道
18 浜野 円⾹ はまの まどか 34 千葉県
19 前⽥ 聖⼦ まえだ せいこ 38 北海道
20 嶋⽥ 智⼦ しまだ ともこ 33 北海道
21 杉⼭ 友紀 すぎやま ゆうき 30 北海道

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
22 ⻄澤 直⼦ にしざわ なおこ 45 北海道
23 清野 智美 せいの ともみ 47 北海道
24 稲葉 聡美 いなば さとみ 42 愛知県
25 倉⾕ 倫江 くらたに みちえ 47 愛知県
26 ⼭⽥ 聖⼦ やまだ せいこ 44 東京都
27 奥⼭ 由⾹ おくやま ゆか 44 北海道
28 今橋 由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
29 福⼠ 純佳 ふくし すみか 46 ⻘森県
30 松尾 育恵 まつお なるえ 43 北海道
31 中原 加代⼦ なかはら かよこ 42 兵庫県
32 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 45 茨城県
33 森 幸恵 もり ゆきえ 40 北海道
34 渡辺 光⼦ わたなべ みつこ 48 北海道
35 ⼩幡 和枝 おばた かずえ 44 北海道
36 ⼭⼝ 美紀 やまぐち みき 43 北海道
37 塚原 由佳 つかはら ゆか 41 北海道
38 上枝 亜⽮ うええだ あや 46 北海道
39 安藤 麗美 あんどう かずみ 43 北海道
40 加藤 由佳理 かとう ゆかり 43 東京都
41 ⽩渡 ⿇美 しらわたり まみ 41 北海道

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
42 東 和代 あずま かずよ 51 北海道
43 廣川 まどか ひろかわ まどか 52 東京都
44 樋⼝ 啓⼦ ひぐち けいこ 57 北海道
45 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 53 北海道
46 播磨 みや はりま みや 53 兵庫県
47 中村 千寿 なかむら ちひろ 57 北海道

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】



48 ⽵内 みゆき たけうち みゆき 52 愛知県
49 ⻄⽥ 圭⼦ にしだ けいこ 52 北海道
50 川上 納奈⼦ かわかみ ななこ 51 北海道
51 中村 晃⼦ なかむら あきこ 51 東京都


