
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 永井 ⼤也 ながい ひろや 29 東京都
2 ⾕ 昌憲 たに まさのり 26 岩⼿県
3 ⽥中 佑樹 たなか ゆうき 26 東京都
4 浅野 裕⼆ あさの ゆうじ 20 東京都
5 家城 翔太 いえき しょうた 27 埼⽟県
6 浅井 翔也 あさい しょうや 25 東京都
7 北畑 雅 きたはた まさし 23 埼⽟県
8 千徳 拓⼰ せんとく たくみ 23 東京都
9 真間 允 まま まこと 24 東京都
10 吉原 拓真 よしはら たくま 24 東京都
11 三瓶 良晃 さんぺい よしあき 28 東京都
12 藤中 優⽃ ふじなか まさと 22 埼⽟県
13 松本 悠 まつもと ゆう 23 東京都
14 三橋 敬太 みつはし けいた 27 東京都
15 ⼭上 ⿓⼀ やまがみ りゅういち 25 東京都
16 ⼭嵜 智世 やまざき ともよ 23 東京都
17 喜友名 涼太 きゆな りょうた 24 東京都
18 ⼩林 要翔 こばやし もとか 20 東京都
19 宮⾥ 佑貴 みやざと ゆうき 23 千葉県
20 牧⼭ 裕太 まきやま ゆうた 24 神奈川県
21 岩佐 優真 いわさ ゆうま 21 埼⽟県
22 ⽚⼭ 海⽃ かたやま かいと 25 東京都
23 ⼭⼝ 雅也 やまぐち まさや 29 千葉県
24 織笠 ⼀輝 おりかさ かずき 21 千葉県
25 笹隈 幹⼈ ささくま みきと 23 東京都
26 宮本 聖樹 みやもと せいき 20 東京都
27 安⽥ 圭次郎 やすだ けいじろう 23 東京都
28 三好 輝 みよし あきら 28 東京都
29 宇⼟ 義寿 うど よしひさ 26 東京都
30 松井 秀太 まつい しゅうた 21 東京都
31 ⼭根 駿 やまね しゅん 27 東京都
32 濱⽥ 直⼈ はまだ なおと 27 東京都
33 佐久間 海世 さくま かいせい 22 東京都
34 三津間 ⼤輝 みつま ひろき 23 東京都
35 豊⽥ 優也 とよだ ゆうや 26 千葉県
36 三森 友太 みつもり ゆうた 22 栃⽊県
37 ⼤⻄ 弘真 おおにし ひろまさ 20 神奈川県
38 王 ⾦沢 おう きんたく 22 東京都
39 岡⽥ 啓佑 おかだ けいすけ 24 埼⽟県
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40 佐藤 広野 さとう ひろや 27 東京都
41 ⽮野 恭平 やの きょうへい 25 東京都
42 鈴⿅ ⼤嗣 すずか だいじ 19 東京都
43 ⽊村 拳太 きむら けんた 21 神奈川県
44 吉⽥ 雄輝 よしだ ゆうき 21 東京都
45 甲斐 将平 かい しょうへい 28 埼⽟県
46 関 凌⿇ せき りょうま 23 千葉県
47 楠 康晴 くす やすはる 24 埼⽟県
48 森⽥ 元 もりた げん 24 埼⽟県
49 森⾕ 太樹 もりや たいき 27 神奈川県
50 加倉井 颯⼈ かくらい はやと 22 千葉県
51 佐藤 圭佑 さとう けいすけ 28 東京都
52 富永 優平 とみなが ゆうへい 26 東京都
53 栗原 侑 くりはら ゆう 21 東京都
54 鈴⽊ 瑞基 すずき みずき 29 千葉県
55 芳沢 郁哉 よしざわ いくや 24 東京都
56 舘野 健太郎 たての けんたろう 20 東京都
57 窪⽥ 仁夢 くぼた じんむ 20 東京都
58 ⽥野倉 佑 たのくら ゆう 26 東京都
59 柴⽥ 幸樹 しばた こうき 24 東京都
60 坂本 匠 さかもと たくみ 25 東京都
61 仲川 耶真⼈ なかがわ やまと 21 神奈川県
62 伊藤 勇輝 いとう ゆうき 26 東京都
63 宮本 康平 みやもと こうへい 20 東京都
64 國井 翔 くにい しょう 26 東京都
65 杉本 洋気 すぎもと ようき 29 東京都
66 ⼾⾼ 俊幸 とだか としゆき 29 東京都
67 ⼩島 ⼀球 こじま いっきゅう 27 神奈川県
68 柏⾕ 健太 かしわだに けんた 25 東京都
69 内⽥ 拓郎 うちだ たくろう 22 東京都
70 吉⽥ 佳⼤ よしだ けいた 23 埼⽟県
71 ⼆階堂 早津紀 にかいどう さつき 26 東京都
72 ⼩原 ⼀輝 おばら かずき 24 東京都
73 ⼭崎 季也 やまざき ときや 18 神奈川県
74 松崎 未来 まつざき みらい 24 東京都
75 佐々⽊ 駿 ささき しゅん 26 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 平⼭ 慎吾 ひらやま しんご 30 東京都
2 李 韵彬 りー いんひん 33 東京都
3 尾花 優 おばな まさる 30 栃⽊県
4 ⼭⼝ ⻯志 やまぐち りゅうじ 32 東京都

【ミドルクラス】



5 鐘ヶ江 翔 かねがえ しょう 34 東京都
6 佐⼭ ⼀史 さやま かずし 30 岩⼿県
7 秋本 誠 あきもと まこと 32 埼⽟県
8 助政 桂多 すけまさ けいた 33 東京都
9 ⽒家 尊久 うじいえ たかひさ 34 東京都
10 加藤 純基 かとう じゅんき 30 東京都
11 美⾺ 裕幸 みま ひろゆき 30 神奈川県
12 松本 弘樹 まつもと ひろき 32 神奈川県
13 村崎 充祥 むらさき みつひろ 32 千葉県
14 ⻄⼭ ⼀⾏ にしやま かずゆき 35 東京都
15 安達 翔太 あだち しょうた 35 栃⽊県
16 甲斐原 肇 かいばら はじめ 33 埼⽟県
17 ⼩松 敏⼈ こまつ としひと 30 東京都
18 宇都⽊ 健 うつぎ けん 31 茨城県
19 ⼊⼝ 聖徳 いりぐち きよのり 35 東京都
20 富⽥ 優⼀ とみた ゆういち 37 神奈川県
21 ⻄村 武⼠ にしむら たけし 31 東京都
22 平⽥ 貴⼠ ひらた たかし 30 神奈川県
23 丹内 裕也 たんない ゆうや 30 神奈川県
24 ⽯本 雄⼆ いしもと ゆうじ 34 東京都
25 菅沼 久通 すがぬま ひさゆき 34 東京都
26 藤代 寛 ふじしろ ゆたか 30 東京都
27 原⽥ 正⽂ はらだ まさふみ 30 東京都
28 清⽔ 勇太 しみず ゆうた 33 東京都
29 ⽥中 ⼤雅 たなか たいが 30 東京都
30 ⽯坂 守⼈ いしざか もりと 32 群⾺県
31 福⽥ 敬也 ふくだ たかや 33 茨城県
32 堀野 洋貴 ほりの ひろき 32 東京都
33 上野 隼⼈ うえの はやと 32 埼⽟県
34 平⼭ 雅俊 ひらやま まさとし 31 東京都
35 福永 ⼤輔 ふくなが だいすけ 33 神奈川県
36 浅野 恭輔 あさの きょうすけ 30 静岡県
37 網野 弘 あみの ひろむ 30 ⼭梨県
38 平沢 和宏 ひらさわ かずひろ 36 神奈川県
39 蛭川 ⾼重 ひるかわ たかしげ 36 千葉県
40 佐藤 ツカサ さとう つかさ 31 神奈川県
41 新⽥ ⼤貴 にった ひろき 30 東京都
42 中野 忠彦 なかの ただひこ 39 東京都
43 ⼩路 隆太 しょうじ りゅうた 34 静岡県
44 刑部 清海 ぎょうぶ すかい 34 東京都
45 ⻄村 雄太 にしむら ゆうた 30 東京都
46 三島 正義 みしま せいぎ 30 千葉県
47 中平 恭介 なかひら きょうすけ 30 東京都



48 佐々⽊ 穂⾼ ささき ほだか 30 神奈川県
49 皆川 健太郎 みながわ けんたろう 30 東京都
50 ⼿島 寛 てしま ゆたか 33 東京都
51 保⽊ 章宏 もつき あきひろ 34 東京都
52 村⽥ 光⼀ むらた こういち 33 東京都
53 荒 隆三 あら りゅうぞう 39 東京都
54 ⻄尾 聡⼀郎 にしお そういちろう 39 東京都
55 ⼭⼝ 智也 やまぐち ともなり 32 熊本県
56 渡辺 克知 わたなべ かつとも 35 東京都
57 吉川 亮⼆ よしかわ りょうじ 38 神奈川県
58 霜越 安⽂ しもこし やすふみ 32 茨城県
59 粟津 康博 あわづ やすひろ 36 神奈川県
60 松岡 克和 まつおか よしかず 34 千葉県
61 ⽥村 ⼀幸 たむら かずゆき 30 千葉県
62 ⽥名部 友規 たなべ ともき 31 神奈川県
63 常盤 幸稔 ときわ ゆきとし 35 東京都
64 ⾦澤 元気 かなざわ げんき 33 東京都
65 井上 智司 いのうえ さとし 36 岐⾩県
66 相場 広策 あいば こうさく 31 神奈川県
67 島本 和也 しまもと かずや 31 東京都
68 ⼭⽥ ⼤輔 やまだ だいすけ 35 東京都
69 浮ヶ⾕ 豊 うきがや ゆたか 32 千葉県
70 ⼭本 潤 やまもと じゅん 34 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
2 倉⾕ 耕平 くらたに こうへい 40 埼⽟県
3 篠原 卓 しのはら たく 44 埼⽟県
4 瀧本 誠 たきもと まこと 43 沖縄県
5 ⼤原 容孝 おおはら ひろたか 44 兵庫県
6 岡本 慎吾 おかもと しんご 47 東京都
7 三宅 正隆 みやけ まさたか 47 東京都
8 渡 晃久 わたり てるひさ 48 千葉県
9 鈴⽊ 芳博 すずき よしひろ 48 千葉県
10 沈 範錫 しむ ぼむそく 41 東京都
11 徳丸 英純 とくまる ひでずみ 42 静岡県
12 ⼿塚 靖⼈ てづか のぶひと 44 栃⽊県
13 難波 孝秀 なんば たかひで 49 埼⽟県
14 佐藤 謙⼀ さとう けんいち 42 東京都
15 清⽔ 勝⼀ しみず かついち 48 千葉県
16 古賀 康史 こが やすふみ 40 千葉県
17 三浦 敏夫 みうら としお 40 埼⽟県

【マスターズクラス】



18 萬 久明 よろず ひさあき 45 東京都
19 細川 潤⼀ ほそかわ じゅんいち 46 神奈川県
20 真鍋 雅也 まなべ まさや 47 東京都
21 豊⽥ 益央 とよた ますひさ 44 東京都
22 屋代 貴久 やしろ たかひさ 41 東京都
23 鈴⽊ 貴明 すずき たかあき 40 神奈川県
24 渡邊 和博 わたなべ かずひろ 42 千葉県
25 久留 正英 ひさとめ まさひで 40 神奈川県
26 ⼤⾕ 剛 おおたに たけし 41 神奈川県
27 ⼤沼 友和 おおぬま ともかず 40 東京都
28 ⻘野 靖幸 あおの やすゆき 46 東京都
29 森⼭ 淳史 もりやま あつし 41 埼⽟県
30 川井 勇治 かわい ゆうじ 49 茨城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩笠原 正慈 おがさわら しょうじ 53 岩⼿県
2 鈴⽊ 智 すずき さとし 51 静岡県
3 野澤 英樹 のざわ ひでき 50 東京都
4 平⼭ 洋 ひらやま ひろし 52 東京都
5 吉⽥ 和彦 よしだ かずひこ 54 東京都
6 正岡 ⼤介 まさおか だいすけ 56 東京都
7 萱沼 雅彦 かさぬま まさひこ 54 ⼭梨県
8 ⽊村 均 きむら ひとし 58 東京都
9 稲村 健⼀ いなむら けんいち 57 神奈川県
10 沢⽥ 孝志 さわだ たかし 56 東京都
11 三浦 傑 みうら まさる 56 東京都
12 内⽥ 亮 うちだ まこと 52 東京都
13 ⾼⽥ 泰弘 たかだ やすひろ 56 東京都
14 ⾼柳 徹 たかやなぎ とおる 59 神奈川県
15 鈴⽊ 啓⼆ すずき けいじ 54 千葉県
16 安⽥ 徳基 やすだ とくき 53 神奈川県
17 ⼭野井 好晴 やまのい よしはる 50 埼⽟県
18 ⼭⼝ 充 やまぐち みつる 56 神奈川県
19 加藤 ⼀秀 かとう かずひで 50 東京都
20 杉⼭ 幸司 すぎやま こうじ 62 静岡県
21 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 50 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 叶 実可⼦ かのう みかこ 26 埼⽟県
2 津村 知江 つむら のりえ 26 東京都
3 ⻄澤 あゆみ にしざわ あゆみ 24 群⾺県

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



4 國井 美沙妃 くにい みさき 24 神奈川県
5 ⻫藤 亜⾥沙 さいとう ありさ 24 埼⽟県
6 齋藤 沙千花 さいとう さちか 27 東京都
7 宮河 マヤ みやかわ まや 27 東京都
8 カロリーナ カロリーナ 20 神奈川県
9 外川 紘⼦ とがわ ひろこ 25 東京都
10 半⽥ 茉莉那 はんだ まりな 25 東京都
11 ⽟那覇 伶 たまなは れい 19 東京都
12 齋藤 歌菜⾥ さいとう かなり 23 東京都
13 鎌 瑞季 かま みずき 21 千葉県
14 本⽥ 恭⼦ ほんだ きょうこ 29 栃⽊県
15 李 ハナ り はな 25 東京都
16 向井 翔⼦ むかい しょうこ 23 東京都
17 ⾥⾒ 茜 さとみ あかね 28 東京都
18 児⽟ 凜来 こだま りく 21 東京都
19 岩本 美穂 いわもと みほ 23 東京都
20 松尾 智佳⼦ まつお ちかこ 22 福岡県
21 ⼩杉 明⽇⾹ こすぎ あすか 29 静岡県
22 秋⼭ 華苗 あきやま かなえ 23 東京都
23 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 27 静岡県
24 下 あかね しも あかね 28 ⽯川県
25 ⻄河 ⿇⾐ にしかわ まい 29 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 荻原 咲⼋⾹ おぎはら さやか 34 ⻑野県
2 宮内 真歩 みやうち まほ 33 東京都
3 合原 真美恵 ごうはら まみえ 37 東京都
4 牧 宏美 まき ひろみ 35 東京都
5 ⼤⽵ 恵 おおたけ めぐみ 30 東京都
6 ⽥中 幹⼦ たなか みきこ 30 京都府
7 松本 陽⼦ まつもと ようこ 32 埼⽟県
8 中嶌 ゆり なかじま ゆり 30 京都府
9 中村 あい なかむら あい 37 神奈川県
10 和⽥ ⾹織 わだ かおり 32 東京都
11 半⾕ 美⾥ はんや みさと 30 東京都
12 ⼤藤 洋⼦ おおふじ ひろこ 30 東京都
13 ⼩野 ちひろ おの ちひろ 33 ⼭梨県
14 奥村 若葉 おくむら わかば 34 東京都
15 和⽥ 彩⼦ わだ あやこ 32 東京都
16 ⽥村 依⾥⼦ たむら えりこ 38 東京都
17 岩崎 玲奈 いわさき れいな 34 沖縄県
18 杉岡 ⿇魅 すぎおか まみ 38 東京都

【レディースクラス】



19 深⾒ 知津⼦ ふかみ ちづこ 38 東京都
20 吉井 由梨 よしい ゆり 30 神奈川県
21 ⼩林 麗華 こばやし れいか 32 東京都
22 佐藤 君⼦ さとう きみこ 37 東京都
23 ⼤槻 晶⼦ おおつき あきこ 35 東京都
24 ⽯丸 五⽉ いしまる さつき 37 東京都
25 秋⼭ 真喜恵 あきやま まきえ 37 神奈川県
26 新井 絵⾥ あらい えり 38 千葉県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 垣本 紗也果 かきもと さやか 40 東京都
2 ⽔野 慶⼦ みずの けいこ 40 兵庫県
3 荒井 舞 あらい まい 42 埼⽟県
4 飯島 美智⼦ いいじま みちこ 40 東京都
5 梶⼭ 亜⽮⼦ かじやま あやこ 43 東京都
6 上⻄ 賀奈⼦ うえにし かなこ 45 ⼤阪府
7 ⽚岡 梢 かたおか こずえ 40 埼⽟県
8 中⽥ かんな なかだ かんな 41 東京都
9 愛洲 伸⼦ あいす のぶこ 44 北海道
10 ⼤井 千春 おおい ちはる 40 東京都
11 岩松 美幸 いわまつ みゆき 49 兵庫県
12 箱⽥ 和美 はこだ かずみ 41 東京都
13 ⼤関 裕⼦ おおぜき ゆうこ 48 栃⽊県
14 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 43 埼⽟県
15 鈴⽊ 敬⼦ すずき けいこ 40 栃⽊県
16 坂本 みず穂 さかもと みずほ 43 東京都
17 ⽥中 夏美 たなか なつみ 40 東京都
18 礒津 幹⼦ いそづ みきこ 43 東京都
19 冨永 ⿇理 とみなが まり 41 東京都
20 末永 恵美 すえなが えみ 41 東京都
21 濱元 淳⼦ はまもと じゅんこ 47 福岡県
22 神原 梅代 かんばら うめよ 47 愛知県
23 榎本 理栄⼦ えのもと りえこ 42 東京都
24 ⼭本 真美 やまもと まみ 45 埼⽟県
25 伊東 ⽂枝 いとう ふみえ 44 神奈川県
26 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 49 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 星野 起美 ほしの きみ 58 千葉県
2 平⽥ ⽐登美 ひらた ひとみ 51 千葉県
3 服部 彩⾹ はっとり さやか 55 ⼤阪府

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】



4 渡邉 美和 わたなべ みわ 50 福島県
5 芦刈 直⼦ あしかり なおこ 50 東京都
6 ⼩島 範⼦ こじま のりこ 52 神奈川県
7 ⼭⼝ 祐⼦ やまぐち ゆうこ 51 東京都
8 川島 めぐみ かわしま めぐみ 50 東京都
9 渡辺 恵美 わたなべ えみ 52 ⼭梨県
10 近藤 美⾹ こんどう みか 52 埼⽟県
11 ⼭⽥ 京⼦ やまだ きょうこ 55 東京都
12 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 51 東京都
13 境 智美 さかい ともみ 53 東京都
14 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 50 ⻑野県
15 岩下 久代 いわした ひさよ 50 千葉県
16 ⻘⽊ みよこ あおき みよこ 56 東京都
17 溝⼝ 由佳 みぞぐち ゆか 53 東京都
18 ⾼柳 えり たかやなぎ えり 50 東京都
19 ⾕⼝ 真由美 たにぐち まゆみ 55 東京都
20 鈴⽊ えみ⼦ すずき えみこ 53 宮城県


