
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 佐々⽊ 拓朗 ささき たくろう 29 岩⼿県
2 今藤 裕⼰ こんどう ひろみ 23 宮城県
3 坂本 亨 さかもと とおる 27 宮城県
4 坂上 翔太 さかがみ しょうた 26 東京都
5 滝⽥ ⼯ たきた こう 21 秋⽥県
6 菅原 章弘 すがわら あきひろ 25 北海道
7 ⼄供 拓也 おっとも たくや 20 ⻘森県
8 ⾼橋 聖⼈ たかはし きよと 24 岩⼿県
9 新⽥ 駿 にった しゅん 22 岩⼿県

10 宮澤 潤 みやざわ しゅん 22 岩⼿県
11 鶴岡 佑磨 つるおか ゆうま 28 東京都
12 ⽴花 ⿓汰 たちはな りゅうた 22 ⻘森県
13 ⼿塚 寛 てづか ひろし 29 栃⽊県
14 岩本 憲宏 いわもと のりひろ 27 宮城県
15 佐々⽊ 拓 ささき たく 22 埼⽟県
16 ⼤島 勇志 おおしま たけし 27 宮城県
17 斎藤 雅広 さいとう まさひろ 22 ⻘森県
18 ⼩⽥原 輝 おだわら あきら 27 ⻘森県
19 荒川 優太 あらかわ ゆうた 22 埼⽟県
20 上原 健太 うえはら けんた 27 東京都
21 荒道 拓也 あらみち たくや 24 ⻘森県
22 ⼭⽥ 孔明  やまだ よしあき 29 宮城県
23 ⼤家 祐希 おおや ゆうき 23 ⻘森県
24 阿部 聖史 あべ さとし 27 宮城県
25 家⼦ 優希 いえこ ゆうき 23 岩⼿県
26 松下 柊弥 まつした しゅうや 18 神奈川県
27 ⽯井 友⼤ いしい ゆうた 23 北海道
28 橋本 拓⼈ はしもと たくと 24 岩⼿県
29 ⾼橋 修平 たかはし しゅうへい 21 宮城県
30 佐藤 ⼤喜 さとう だいき 21 東京都
31 中村 優隼 なかむら ゆうしゅん 21 宮城県
32 中村 実玖⽃ なかむら みくと 20 宮城県
33 村⼭ 悠規 むらやま ゆうき 22 岩⼿県
34 及川 ⼒ おいかわ りき 24 岩⼿県
35 ⻑内 ⽐路 おさない ひろ 25 岩⼿県
36 吉⽥ ⼤輔 よしだ だいすけ 22 岩⼿県
37 永井 雄⼤ ながい ゆうだい 24 東京都
38 橋本  雄磨 はしもと ゆうま 26 宮城県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
39 ⽊村 誠 きむら まこと 37 宮城県
40 渡部 誠 わたなべ まこと 36 宮城県
41 中軽⽶ 敬太 なかかるまい けいた 30 岩⼿県
42 飯塚 ⼀康 いいづか かずやす 33 宮城県
43 橘 誠也 たちばな せいや 30 ⻘森県
44 児⽟ 雄紀 こだま ゆうき 32 ⻘森県
45 阿部 亮 あべ りょう 32 北海道
46 杉浦 敏弘 すぎうら としひろ 30 岩⼿県
47 蛸島 ⼤葵 たこしま ひろき 32 ⻘森県
48 佐々⽊き 洋史 ささき ようし 31 埼⽟県
49 苫⽶地 ⼀哉 とまべち かずや 31 ⻘森県
50 中村 悠太 なかむら ゆうた 35 岩⼿県
51 三浦 宏幸 みうら ひろゆき 30 宮城県
52 福永 ⼤輔 ふくなが だいすけ 34 神奈川県
53 佐々⽊ 真 ささき まこと 34 岩⼿県
54 ⾦⽥⼀ 敦司 きんだいち あつし 39 岩⼿県
55 冨⽥ 隆裕 とみた たかひろ 30 神奈川県
56 川村 嘉秀 かわむら よしひで 33 ⻘森県
57 磯沼 淳 いそぬま じゅん 31 ⻘森県
58 岩本 裕昭 いわもと ひろあき 39 北海道
59 及川 雄也 おいかわ たけや 36 岩⼿県
60 ⽶⽥ 猛 よねだ たけし 32 宮城県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
61 菅崎 正伸 すがさき まさのぶ 41 岩⼿県
62 神川 剛⼀ じんかわ こういち 44 神奈川県
63 ⼩野 仁 おの ひとし 40 秋⽥県
64 古川 豊 ふるかわ ゆたか 44 宮城県
65 三井 英秋 みつい ひであき 47 岡⼭県
66 新関 克明 にいぜき かつあき 46 北海道
67 佐藤 剛史 さとう つよし 40 ⻘森県
68 加藤 貴之 かとう たかゆき 49 ⻘森県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
69 ⼩幡 将春 おばた まさはる 51 北海道
70 吉原  潔 よしはら きよし 55 東京都
71 坂部 吉昭 さかべ よしあき 65 千葉県
72 ⼩原 昭裕 おばら あきひろ 58 宮城県
73 澤⽥ 裕⼀ さわだ ゆういち 52 宮城県

【ゴールドクラス】

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



74 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 54 東京都
75 ⼤久保 光芳 おおくぼ みつよし 59 ⻘森県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻫藤 奈々 さいとう なな 25 千葉県
2 塩崎 はるな しおざき はるな 24 北海道
3 ⽥村 円 たむら まどか 29 東京都
4 ⼤橋 美⽉ おおはし みつき 26 ⻘森県
5 ⻑瀬 美帆 ながせ みほ 27 宮城県
6 久⼿堅 和瑚 くでけん わこ 25 東京都
7 佐々⽊ 悠 ささき はるか 28 東京都
8 森岡 瑞葵 もりおか みずき 21 神奈川県
9 佐藤 詩⼦ さとう うたこ 24 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
10 本河 ⽣実 もとかわ いくみ 36 栃⽊県
11 安藤 愛美 あんどう まなみ 31 東京都
12 昆野 可奈 こんの かな 31 宮城県
13 鈴⽊ 絢⾹ すずき あやか 32 栃⽊県
14 村上 陽⼦ むらかみ ようこ 36 北海道
15 ⼭下 絵美 やました えみ 38 神奈川県
16 神⾕ ⿇⾐ かみや まい 34 東京都
17 塩⼊ 彩⼦ しおいり さえこ 39 宮城県
18 北本 愛 きたもと あい 36 ⼤阪府
19 中⾺ 明⼦ ちゅうま あきこ 30 栃⽊県
20 ⼭⽥ 亜希⼦ やまだ あきこ 30 宮城県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
21 ⻄澤 直⼦ にしざわ なおこ 45 北海道
22 峰 直美 みね なおみ 41 栃⽊県
23 菊池 由紀 きくち ゆき 45 ⻘森県
24 上野 ⿇⾐⼦ うえの まいこ 41 神奈川県
25 松本 ⿇⾐⼦ まつもと まいこ 41 東京都
26 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 45 茨城県
27 佐藤 幸⼦ さとう さちこ 44 東京都
28 加藤 由佳理 かとう ゆかり 43 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
29 吉岡 和⼦ よしおか かずこ 59 東京都

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】



30 平⽥  ⽐登美 ひらた ひとみ 52 千葉県
31 ⽊村 千恵⼦ きむら ちえこ 50 ⻘森県
32 新井 幸⼦ あらい さちこ 53 東京都
33 鈴⽊ えみ⼦ すずき えみこ 54 宮城県
34 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 56 東京都
35 住⾕ 摩耶 すみや まや 53 神奈川県


