
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 今泉 拓⾺ いまいずみ たくま 28 千葉県
2 ⾦⼦ 哲也 かねこ てつや 26 埼⽟県
3 瀧澤 和⼈ たきざわ かずと 27 埼⽟県
4 関 貴祥 せき たかよし 28 東京都
5 島村 レイノ しまむら れいの 27 埼⽟県
6 三浦 望 みうら のぞみ 25 神奈川県
7 陣内 ⼩徹 じんない こてつ 25 東京都
8 遠藤 崚太 えんどう りょうた 23 東京都
9 ⼤井 ⾵⼈ おおい かざと 21 埼⽟県

10 今村 奨太 いまむら しょうた 23 神奈川県
11 平 裕吏 たいら ゆうり 19 埼⽟県
12 佐藤 達也 さとう たつや 26 埼⽟県
13 柿沼 健太 かきぬま けんた 23 埼⽟県
14 篠崎 嵩 しのざき きょう 22 埼⽟県
15 富永 優平 とみなが ゆうへい 26 東京都
16 若⼭ 翔平 わかやま しょうへい 20 東京都
17 宮内 渉 みやうち わたる 28 埼⽟県
18 千葉 ⿓ ちば りゅう 23 千葉県
19 浅古 哲 あさこ さとし 27 東京都
20 松本 裕太 まつもと  ゆうた 29 埼⽟県
21 ⼀⼾ 曹佑 いちのへ そうすけ 29 東京都
22 ⼭寺 賢⽃ やまでら けんと 25 東京都
23 松井 航 まつい わたる 20 神奈川県
24 對⾺ 康幸 つしま やすゆき 23 埼⽟県
25 京⾓ 省吾 きょうかく しょうご 23 埼⽟県
26 板橋 俊英 いたばし としひで 24 埼⽟県
27 藤井 駿 ふじい しゅん 19 埼⽟県
28 ⾦⼦ 秋 かねこ しゅう 19 埼⽟県
29 ⽯塚 ⻘海 いしづか  はるみ 20 埼⽟県
30 ⼾部 晴智 とべ はるとも 22 東京都
31 内⽥ ⼀弥 うちだ かずや 28 埼⽟県
32 安⽥ 真⼈ やすだ まさと 19 東京都
33 巴⼭ 光樹 ともやま こうき 20 東京都
34 ⽥野倉 佑 たのくら ゆう 27 東京都
35 ⿃海 隆⾏ とりうみ たかゆき 24 埼⽟県
36 岩佐 優真 いわさ ゆうま 22 埼⽟県
37 上脇⽥ 遼 かみわきた りょう 25 東京都
38 河村  勇喜 かわむら ゆうき 29 埼⽟県
39 須藤  陸九⾺ すどう りくま 28 千葉県
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40 ⽯井  翔太 いしい しょうた 19 埼⽟県
41 伊奈  広太郎 いな こうたろう 23 東京都
42 及川  秀 おいかわ しゅう 19 東京都
43 福島  康平 ふくしま こうへい 23 埼⽟県
44 ⼩川  直也 おがわ なおや 28 東京都
45 宇賀耶  崇 うがや たかし 29 埼⽟県
46 ⼤⻄  祐之介 おおにし ゆうのすけ 22 東京都
47 ⼩林  尚平 こばやし しょうへい 27 埼⽟県
48 ⼤道  匡彦 だいどう まさひこ 24 神奈川県
49 林  慎之輔 はやし しんのすけ 22 東京都
50 諸井  貴⼀ もろい きいち 21 埼⽟県
51 松岡  晃平 まつおか こうへい 28 神奈川県
52 渡辺  智暁 わたなべ ともあき 24 埼⽟県
53 岩崎 哲也 いわさき てつや 22 千葉県
54 ⼭⼝ 晋⼤ やまぐち しんた 23 東京都
55 ⼿塚 寛 てづか ひろし 29 栃⽊県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
56 髙橋 剛 たかはし ごう 35 埼⽟県
57 船⽊ 永登 ふなき ひさのり 29 東京都
58 久野 伸弘 ひさの ひろのぶ 32 埼⽟県
59 ⽮富 裕久 やとみ ひろひさ 31 東京都
60 関野 紘⼀ せきの こういち 39 神奈川県
61 ⽯川 ⼀⼤ いしかわ  かずひろ 30 東京都
62 上⽥ 直幸 うえだ なおゆき 31 埼⽟県
63 飯島 啓史 いいじま ひろし 33 埼⽟県
64 平澤 ⼀憲 ひらさわ かずのり 31 神奈川県
65 ⻘柳 貴之 あおやぎ たかゆき 33 神奈川県
66 ⿊⽥ 健 くろだ たける 32 埼⽟県
67 内⽥ 陽 うちだ よう 30 埼⽟県
68 幸野  惇 こうの あつし 30 神奈川県
69 ⽥中  健雄 たなか たけお 36 東京都
70 河島  洋平 かわしま ようへい 38 埼⽟県
71 ⽯川  涼介 いしかわ りょうすけ 30 東京都
72 佐々⽊  洋史 ささき ようし 30 埼⽟県
73 尾花 優 おばな まさる 31 栃⽊県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
74 島貫 政義 しまぬき まさよし 42 千葉県
75 ⽚蓋 祐⼆ かたふた ゆうじ 44 埼⽟県
76 ⽇下 賢 くさか さとし 46 埼⽟県

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



77 加藤 春樹 かとう はるき 40 埼⽟県
78 関 隆雄 せき たかお 41 栃⽊県
79 岡⼾ ⼀史 おかど かずのぶ 47 埼⽟県
80 中村 泰治 なかむら やすはる 48 東京都
81 ⽊村 宏 きむら  ひろし 44 埼⽟県
82 加藤 伸明 かとう のぶあき 44 埼⽟県
83 塙 剛 はなわ ごう 40 茨城県
84 枦⼭ 猛 はしやま たけし 41 東京都
85 ⾕⼝ 公⼀ たにぐち こういち 42 東京都
86 江川 陽介 えがわ ようすけ 40 東京都
87 中村 航 なかむら わたる 47 埼⽟県
88 永⼭ 義孝 ながやま よしたか 43 埼⽟県
89 今井  耕⼆ いまい こうじ 43 埼⽟県
90 ⻑⾕川  雄⼤ はせがわ たけお 49 埼⽟県
91 末川  勇仁 すえかわ ゆうじ 49 埼⽟県
92 織⽥ 康信 おだ やすのぶ 46 埼⽟県
93 紺野 公⼀郎 こんの こういちろう 46 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
94 林 圭⼀ はやし けいいち 52 埼⽟県
95 加藤 勉 かとう つとむ 52 埼⽟県
96 ⼩林 明  こばやし あきら 65 埼⽟県
97 飯塚 盛康 いいづか もりやす 63 埼⽟県
98 海⽼原 隆則 えびはら たかのり 51 埼⽟県
99 早瀬 裕⼀ はやせ ゆういち 61 東京都
100 平⼭ 洋 ひらやま ひろし 53 東京都
101 関根 洋⼀ せきね よういち 50 埼⽟県
102 五條 健 ごじょう たけし 51 埼⽟県
103 沢⽥ 孝志 さわだ たかし 57 東京都
104 林 ⼀成 はやし かずしげ 56 埼⽟県
105 ⼩野寺  英樹 おのでら ひでき 51 埼⽟県
106 齋藤  彰則 さいとう あきのり 58 東京都
107 三澤  篤 みさわ あつし 50 埼⽟県
108 相沢  ⼀充 あいざわ かずみつ 53 埼⽟県
109 本間  慎⼀ ほんま しんいち 51 東京都
110 難波  孝秀 なんば たかひで 50 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾼津  ⼣海 たかつ ゆみ 22 東京都
2 平野  莉⼦ ひらの りこ 25 東京都
3 松島  沙季 まつしま さき 27 東京都

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



4 上野 敦美 うえの あつみ 25 東京都
5 ⼩俣 有加 おまた ゆか 29 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
6 ⼤野 詩⼦ おおの うたこ 38 埼⽟県
7 渡邊 万⾥奈 わたなべ  まりな 30 埼⽟県
8 永井 真知⼦ ながい まちこ 38 東京都
9 岩⽥ 奈々 いわた なな 32 埼⽟県

10 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
11 網城  詩織 あみしろ しおり 31 埼⽟県
12 井上 朋⼦ いのうえ ともこ 31 東京都
13 沖村 絵梨佳 おきむら えりか 32 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
14 藤⽥ 栄莉華 ふじた えりか 43 埼⽟県
15 宮村 真紀 みやむら まき 48 北海道
16 ⽚岡 梢 かたおか こずえ 41 埼⽟県
17 窪⽥ 咲⼦ くぼた さきこ 48 東京都
18 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 44 埼⽟県
19 古賀 真理愛 こが まりあ 40 東京都
20 荒井  舞 あらい まい 43 埼⽟県
21 今橋  由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
22 ⿅養 ⾹ かよう かおり 49 神奈川県
23 伊藤  徳⼦ いとう のりこ 48 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
24 星野 起美 ほしの きみ 59 千葉県
25 荒井 有美 あらい ありみ 52 埼⽟県
26 服部 彩⾹ はっとり さやか 56 ⼤阪府
27 曽⼭ 典枝 そやま のりえ 52 埼⽟県
28 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 50 東京都
29 ⽯川 敏⼦ いしかわ  としこ 53 東京都
30 渡辺 智⼦ わたなべ ともこ 52 東京都
31 ⽯川 砂由⾥ いしかわ  さゆり 52 千葉県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


