
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 圓⼭ ⼀貴 まるやま かずき 27 ⻑野県
2 博⽥ 剛 はかた つよし 24 新潟県
3 酒井 洸⼈ さかい ひろと 22 新潟県
4 間嶋 怜央 まじま れお 26 新潟県
5 ⿇⽣ 伴嗣 あさお ともつぐ 26 ⻑野県
6 吉⽥ 健⼀ よしだ けんいち 29 ⻑野県
7 湯本 快 ゆもと かい 25 東京都
8 宮崎 ⼤⽣ みやざき たいせい 24 新潟県
9 安⽥ 敬介 やすだ けいすけ 22 群⾺県

10 服部 達暉 はっとり  たつき 24 新潟県
11 市村 健翔 いちむら  けんと 24 ⻑野県
12 ⼩林 和也 こばやし  かずや 25 ⻑野県
13 鈴⽊ ⼀樹 すずき  かずき 27 ⻑野県
14 加藤 諒⼀ かとう  りょういち 20 ⻑野県
15 北村 直⼰ きたむら  なおき 27 東京都
16 ⼭崎 海⼈ やまざき  かいと 27 東京都
17 河野 寛太 こうの  かんた 21 神奈川県
18 原 琢介 はら  たすく 28 ⻑野県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
19 ⼩⼭ 準平 こやま じゅんぺい 35 ⻑野県
20 内堀 達也 うちぼり たつや 34 ⻑野県
21 伊藤 哲太 いとう あきと 38 ⻑野県
22 皆⼾ 隆俊 かいと たかとし 37 ⻑野県
23 岡野 紘⼤ おかの こうた 36 東京都
24 ⻘⽊ 直樹 あおき なおき 33 ⻑野県
25 佐藤 健太 さとう けんた 37 ⻑野県
26 近藤 徹也 こんどう  てつや 38 ⻑野県
27 松⽥ 和也 まつだ かずや 36 ⻑野県
28 ⾕川 博紀 たにかわ ひろき 35 新潟県
29 ⼟屋 修⿇ つちや しゅうま 34 ⻑野県
30 澤柳 ⼤介 さわやなぎ  だいすけ 31 ⻑野県
31 ⻑⾕川 観 はせがわ  みかた 30 ⻑野県
32 ⽥中 直⼰ たなか  なおみ 37 ⻑野県
33 武⽥ ⼤輔 たけだ  だいすけ 37 千葉県
34 三ツ井 元気 みつい  げんき 31 ⻑野県
35 志摩 ⼀樹 しま  かずき 31 ⻑野県
36 市居 哲 いちい  あきら 30 宮城県
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37 鈴⽊ 那智 すずき  なち 33 千葉県
38 横井 貴之 よこい  たかゆき 34 ⻑野県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
39 ⾼原 祐樹 たかはら ゆうき 40 ⻑野県
40 上釜 陵 うえかま りょう 40 東京都
41 ⼿塚 秀樹 てづか ひでき 43 ⻑野県
42 堀⽶ 雄樹 ほりごめ ゆうき 42 ⻑野県
43 平野 豊和 ひらの とよかず 40 愛知県
44 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 46 愛知県
45 中⽥ 泰雄 なかた やすお 41 ⻑野県
46 堀 真康 ほり まさやす 42 富⼭県
47 ⿊岩 治 くろいわ  おさむ 41 ⻑野県
48 ⾨⾕ 誠 もんや  まこと 42 新潟県
49 岡⽥ 知之 おかだ  ともゆき 40 ⻑野県
50 廣澤 賢⾂ ひろさわ  けんしん 46 東京都
51 六川 幸彦 ろくがわ  ゆきひこ 43 ⻑野県
52 前⽥ 将久 まえだ  まさひさ 46 ⻑野県
53 ⾼原 英樹 たかはら  ひでき 47 新潟県
54 樋⼝ 靖洋 ひぐち  やすひろ 46 三重県
55 吉⾨ 淳⼀ よしかど  じゅんいち 43 愛知県
56 奥原 ⼤樹 おくはら  だいき 41 ⻑野県
57 財部 伸哉 たからべ しんや 45 群⾺県
58 岡⽥ 啓嗣 おかだ  けいじ 46 ⻑野県
59 渡辺 亮 わたなべ りょう 40 滋賀県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
60 ⾦井 ⾼志 かない たかし 55 東京都
61 海⽼原 隆則 えびはら たかのり 51 埼⽟県
62 ⼭岸 元彦 やまぎし もとひこ 56 富⼭県
63 ⼭本 尚⼀ やまもと しょういち 59 群⾺県
64 ⻫藤 克美 さいとう  かつみ 54 東京都
65 笠原 俊弥 かさはら  としひろ 50 ⻑野県
66 上杉 学 うえすぎ  まなぶ 52 埼⽟県
67 福⽥ 隆 ふくだ  たかし 58 新潟県
68 井上 健 いのうえ  たけし 54 岐⾩県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 下井 萌 しもい もえ 22 ⻑野県
2 松島 沙季 まつしま さき 27 東京都
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3 下 あかね しも  あかね 29 ⻑野県
4 ⽥村 円 たむら  まどか 29 東京都
5 渡邉 愛⾥ わたなべ  あいり 28 ⻑野県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
6 荻原 咲⼋⾹ おぎはら さやか 35 ⻑野県
7 ⽊村 由依 きむら ゆい 31 愛知県
8 ⾦⼦ 美保 かねこ みほ 36 東京都
9 ⽊下 智絵 きのした ともえ 31 ⻑野県

10 ⼩川 章⼦ おがわ  あきこ 36 ⻑野県
11 網城 詩織 あみしろ しおり 31 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
12 ⼟⽥ 奈津⼦ つちだ なつこ 40 ⻑野県
13 瀬野 優⼦ せの  ゆうこ 42 東京都
14 今橋 由紀 いまはし  ゆき 43 神奈川県
15 堀野 祐美 ほりの  ゆみ 48 東京都
16 松井 ⿇美 まつい  あさみ 40 ⼭梨県
17 湯本 真理 ゆもと  まり 40 ⻑野県
18 松本 ⿇⾐⼦ まつもと  まいこ 40 東京都
19 池⽥ 明⾥ いけだ  ひかり 48 ⻑野県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
20 内⼭  はるみ うちやま  はるみ 60 岐⾩県
21 ⽥村 栄⼦ たむら  えいこ 53 新潟県
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