
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 平野 太⼀ ひらの たいち 25 東京都
2 今村 克哉 いまむら かつや 22 東京都
3 船⽊ 永登 ふなき ひさのり 29 東京都
4 永井 悠真 ながい ゆうま 24 東京都
5 近藤 良起 こんどう よしき 21 愛知県
6 松尾 空海 まつお そらみ 20 東京都
7 村⼭ 拓真 むらやま たくま 29 東京都
8 川⼝ ⼤貴 かわぐち だいき 26 埼⽟県
9 染⾕ 敏紀 そめや としき 26 茨城県
10 ⼭⼝ 聖哉 やまぐち まさや 23 千葉県
11 ⼭根 峻 やまね しゅん 25 東京都
12 ⼿塚 寛 てづか ひろし 28 栃⽊県
13 清⽔ 太河 しみず たいが 22 東京都
14 ⼭本 光太郎 やまもと こうたろう 24 ⽯川県
15 清⽔ ⼤貴 しみず だいき 23 千葉県
16
17 ⼭嵜 智世 やまざき ともよ 23 埼⽟県
18 伊藤 慎介 いとう しんすけ 27 東京都
19 ⽊村 拳太 きむら けんた 21 神奈川県
20 前原 貴⼤ まえはら たかひろ 28 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 倉重 育将 くらしげ いくまさ 34 埼⽟県
2 ⼭﨑 秀樹 やまざき ひでき 35 東京都
3 ビリュコブ オレクサンダー ビリュコブ オレクサンダー 35 新潟県
4 駒野 徹 こまの とおる 30 栃⽊県
5 上地 裕作 うえち ゆうさく 32 東京都
6 平安名 常法 へんな つねのり 30 沖縄県
7 藤原 啓三 ふじわら けいぞう 32 埼⽟県
8 櫻井 ⼤樹 さくらい たいき 33 東京都
9 柿塚 アンドレ かきつか アンドレ 33 東京都
10 桐⽣ 昌毅 きりゅう まさき 31 群⾺県
11 坂上 翔⼀郎 さかうえ しょういちろう 30 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩松 親市 こまつ しんいち 48 福島県
2 ⾚松 祐樹 あかまつ ゆうき 40 東京都
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3 ⼭本 圭 やまもと けい 40 神奈川県
4 五⼗嵐 ⽴彦 いがらし たてひこ 46 三重県
5 丹治 雅則 たんじ まさのり 43 東京都
6 ⽩⽯ 進 しらいし すすむ 47 埼⽟県
7 野村 雅紀 のむら まさのり 42 神奈川県
8 沈 範錫 シム ボムソク 41 東京都
9 常川 貴扶 つねかわ たかお 44 東京都
10 蓑 洋 みの ひろし 46 神奈川県
11 ⼭本 真也 やまもと しんや 49 東京都
12 三浦 敏夫 みうら としお 40 東京都
13 柳 岳彦 やなぎ たけひこ 47 東京都
14 清⽔ 啓介 しみず けいすけ 45 東京都
15 岩元 ⼀志 いわもと かずし 42 ⿅児島県
16 岩間 光栄 いわま こうえい 42 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 加藤 勉 かとう つとむ 51 埼⽟県
2 鈴⽊ 智 すずき さとし 51 静岡県
3 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
4 吉原 潔 よしはら きよし 54 東京都
5 ⼤貫 ⼀⽣ おおぬき いっせい 53 神奈川県
6 丸⼭ 浩⼆ まるやま こうじ 50 東京都
7 榎本 千⾥ えのもと ちさと 55 東京都
8 坂部 吉昭 さかべ よしあき 64 千葉県
9 沢⽥ 孝志 さわだ たかし 56 東京都
10 松井 慎⼆ まつい しんじ 53 神奈川県
11 津沢  幹彦 つざわ みきひこ 53 新潟県
12 坂本 秀敏 さかもと ひでとし 56 神奈川県
13 鈴⽊ 啓⼆ すずき けいじ 54 千葉県
14 森 和哉 もり かずや 54 東京都
15 猪瀬 政幸 いのせ まさゆき 53 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 北島 愛⾥ きたじま えり 26 静岡県
2 丸⼭ 美紀 まるやま みき 27 ⼭梨県
3 今井 遥 いまい はるか 24 神奈川県
4 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 27 千葉県
5 酒井 由紀 さかい ゆき 25 東京都
6 森 茜 もり あかね 25 東京都
7 柴崎 愛美 しばさき めぐみ 29 東京都
8 中⼭ 知佳穂 なかやま ちかほ 27 埼⽟県

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



9 梁 泰奈 りょう やすな 24 兵庫県
10 ⾼橋 未帆 たかはし みほ 27 東京都
11 中村 有希 なかむら ゆうき 23 東京都
12 吉野 真紀 よしの まき 25 神奈川県
13 望⽉ 美優 もちづき みゆ 23 ⼭梨県
14 浅川 尚美 あさかわ なおみ 25 福岡県
15 ⻄村 さおり にしむら さおり 26 東京都
16 鈴⽊ 美咲 すずき みさき 26 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻑⾕川 千紘 はせがわ ちひろ 35 東京都
2 ⽊村 真紀 きむら まき 34 神奈川県
3 渡邉 由⾹ わたなべ ゆか 37 東京都
4 松井 ⿇美 まつい あさみ 39 ⼭梨県
5 佐藤 隆⼦ さとう たかこ 38 東京都
6 和⽥ 彩⼦ わだ あやこ 32 東京都
7 ⾕⼝ 亜佳⼦ たにぐち あかね 38 愛知県
8 神⾕ かのみ かみや かのみ 33 東京都
9 天野 美紀 あまの みき 30 福岡県
10 桂 美佳 かつら みか 31 東京都
11 澤⼝ 絵美 さわぐち えみ 38 北海道
12 古川 藍 ふるかわ あい 33 東京都
13 ⾼久 あゆみ たかく あゆみ 39 埼⽟県
14 北 はるみ きた はるみ 31 東京都
15 前⽥ 聖⼦ まえだ せいこ 37 北海道

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽔野 慶⼦ みずの けいこ 40 兵庫県
2 岩下 恵美 いわした えみ 40 ⼤阪府
3 冨永 ⿇理 とみなが まり 41 東京都
4 坂下 亜紀 さかした あき 43 東京都
5 川内 律⼦ かわうち りつこ 40 ⼤阪府
6 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 44 奈良県
7 ⼭⼝ 世⼦ やまぐち ときこ 47 滋賀県
8 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 44 茨城県
9 今井 由紀⼦ いまい ゆきこ 45 栃⽊県
10 ⼭⽥ 聖⼦ やまだ せいこ 43 東京都
11 今橋 由紀 いまはし ゆき 42 神奈川県
12 井上 ゆり いのうえ ゆり 48 千葉県
13 秋⼭ 千鶴 あきやま ちづる 45 東京都
14 安藤 友美 あんどう ともみ 43 東京都

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



15 ⻤防 雅美 きぼう まさみ 49 神奈川県
16 中⽥ かんな なかだ かんな 42 東京都
17 柳⽥ 純江 やなぎだ すみえ 40 神奈川県
18 ⽥中 美沙 たなか みさ 45 東京都
19 岩松 美幸 いわまつ みゆき 49 兵庫県
20 宮尾 薫 みやお かおる 41 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 内⼭ はるみ うちやま はるみ 59 岐⾩県
2 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 56 愛知県
3 ⼩島 範⼦ こじま のりこ 52 神奈川県
4 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 55 東京都
5 和⽥ 俊⼦ わだ としこ 57 ⼭⼝県

【クイーンクラス】


