
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 塩谷　元基 しおたに　げんき 27 大阪府

2 日比　暁 ひび　あきら 23 愛知県

3 角谷　優太朗 かくたに　ゆうたろう 23 長野県

4 風間　賢彦 かざま　よしひこ 25 静岡県

5 小野　功大 おの　こうだい 28 神奈川県

6 菱谷　航星 ひしたに　こうせい 26 大阪府

7 市川　大地 いちかわ　だいち 26 神奈川県

8 森山　良汰 もりやま　りょうた 24 群馬県

9 山本　真 やまもと　しん 27 愛知県

10 井上　壱喜 いのうえ　かずき 23 岐阜県

11 関口　勇輔 せきぐち　ゆうすけ 29 栃木県

12 浅尾　哉太 あさお　かなた 23 岐阜県

13 菅原　慎 すがわら　しん 28 埼玉県

14 星山　仁洋 ほしやま　まさひろ 26 兵庫県

15 高島　隼人 たかしま　はやと 24 三重県

16 江上　修平 えがみ　しゅうへい 23 埼玉県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

17 楜澤　誠也 くるみさわ　せいや 36 長野県

18 福永　将司 ふくなが　まさし 30 東京都

19 澤田　好広 さわだ　よしひろ 36 埼玉県

20 岡本　寛之 おかもと　ひろゆき 35 千葉県

21 関根　寛則 せきね　ひろのり 32 埼玉県

22 片柳　貴広 かたやなぎ　たかひろ 39 栃木県

23 杉本　裕一 すぎもと　ゆういち 38 神奈川県

24 西浦　大輔 にしうら　だいすけ 33 大阪府

25 萬代　裕一 まんだい　ゆういち 34 茨城県

26 市川　直紀 いちかわ　なおき 34 群馬県

27 唐澤　志陽 からさわ　しょう 30 東京都

28 萩原　慎也 はぎわら　しんや 32 岐阜県

29 佐藤　幸人 さとう　ゆきと 34 神奈川県

30 富田　猛寛 とみた　たけひろ 32 東京都

31 横井　貴之 よこい　たかゆき 35 長野県

32 川原　佑亮 かわはら　ゆうすけ 35 大阪府

33 菅野　一喜 かんの　かずき 34 福島県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

34 伊藤　　大輔 いとう　だいすけ 41 愛知県

35 飯沼　正恒 いいぬま　まさつね 47 神奈川県

36 辻　徹也 つじ　てつや 44 三重県

37 村山　政隆 むらやま　まさたか 41 愛知県

38 太田　佳希 おおた　よしき 40 愛知県

39 内谷　正人 うちたに　まさと 43 北海道

40 細川　潤一 ほそかわ　じゅんいち 48 神奈川県

41 川崎　圭介 かわさき　けいすけ 48 富山県

42 鈴木　盛家 すずき　もりいえ 40 愛知県

43 野田　裕厚 のだ　ひろあつ 47 岐阜県

44 堀　真康 ほり　まさやす 44 富山県

45 稲垣　幹彦 いながき　みきひこ 46 愛知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

46 酒井　憲二 さかい　けんじ 53 東京都

47 吾郷　眞也 あごう　しんや 57 大阪府

48 山口　勝久 やまぐち　かつひさ 58 神奈川県

49 鈴木　功二 すずき　こうじ 55 静岡県

50 大島　正利 おおしま　まさとし 50 大阪府

51 猪瀬　政幸 いのせ　まさゆき 55 神奈川県

52 山田　進 やまだ　すすむ 54 群馬県

53 福田　隆 ふくだ　たかし 59 新潟県

54 斉藤　克美 さいとう　かつみ 55 東京都

55 村田　トオル むらた　とおる 56 兵庫県

56 沢田　孝志 さわだ　たかし 58 東京都

57 大野　貞克 おおの　さだかつ 51 静岡県

58 赤川　登志雄 あかがわ　としお 52 新潟県

59 清水　勝一 しみず　かついち 50 千葉県

60 石原　利生 いしはら　としお 55 千葉県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 須藤　法子 すとう　のりこ 37 千葉県

2 山下　絵美 やました　えみ 39 神奈川県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

3 瀬口　暁美 せぐち　あけみ 46 岐阜県

4 加藤　由佳理 かとう　ゆかり 44 東京都

5 豊島　愛子 としま　あいこ 42 東京都

6 橋本　理緒 はしもと　りお 40 東京都

7 大竹　仁美 おおたけ　ひとみ 41 愛知県

8 吉田　聖子 よしだ　せいこ 40 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

9 河島　智惠 かわしま　ともえ 56 東京都

10 功刀　亨子 くぬぎ　きょうこ 54 東京都

11 高田　礼子 たかだ　れいこ 53 東京都

12 鈴木　多美子 すずき　たみこ 58 東京都

13 加藤　あつこ かとう　あつこ 57 愛知県

14 東　和代 あずま　かずよ 52 北海道

15 林　直美 はやし　なおみ 55 愛知県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


