
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 佐藤 ⿓⾺ さとう りょうま 23 千葉県
2 増⼭ 寛 ますやま ひろし 24 東京都
3 ⻄⽥ 祐平 にしだ ゆうへい 23 千葉県
4 吉村 京太郎 よしむら きょうたろう 24 東京都
5 上之原 幸祐 かみのはら こうすけ 23 神奈川県
6 秋⼭  貴則 あきやま たかのり 25 東京都
7 ⼯藤 ⼤明 くどう ひろあき 24 東京都
8 新垣 クリストフェル あらかき くりすとふぇる 19 埼⽟県
9 畑⼭ 真悟 はたやま しんご 27 埼⽟県

10 藤⽥ 祐平 ふじた ゆうへい 24 千葉県
11 沼尻 太樹 ぬまじり たいき 23 茨城県
12 徳永 務 とくなが つとむ 28 東京都
13 塚⽥ 晴 つかだ はるる 21 神奈川県
14 影島 卓也 かげしま たくや 29 静岡県
15 ⼩野瀬 翔悟 おのせ しょうご 21 神奈川県
16 国保 琢磨 こくぼ たくま 20 千葉県
17 池⽥ 直史 いけだ なおふみ 20 東京都
18 夏加 陸 なつか りく 23 東京都
19 齋藤 健⼈ さいとう けんと 28 千葉県
20 及川 雅功 おいかわ まさのり 28 神奈川県
21 渡邊 ⾹津美 わたなべ かづみ 28 東京都
22 涌井 貴⼤ わくい たかひろ 23 千葉県
23 ⼩島 徹也 こじま てつや 27 東京都
24 ⼩島 ⼀球 こじま いっきゅう 28 神奈川県
25 ⻄條 勝陽 さいじょう まさや 23 埼⽟県
26 清⽔ 聖 しみず さとし 27 東京都
27 今野 崚健 いまの りょうけん 23 東京都
28 庄司 郁也 しょうじ ふみや 22 東京都
29 ⽥⼝ 昌吾 たぐち しょうご 25 静岡県
30 ⾼⽊ 康平 たかき こうへい 21 神奈川県
31 ⽟川 裕⼤ たまがわ ゆうだい 23 埼⽟県
32 渡部 拓未 わたなべ たくみ 22 東京都
33 野村 陸 のむら りく 21 埼⽟県
34 ⼭上 ⿓⼀ やまがみ りゅういち 27 東京都
35 佐藤 優哉 さとう ゆうや 26 東京都
36 染⾕ 将紀 そめや まさき 25 茨城県
37 岡⽥ ⼤樹 おかだ だいき 29 神奈川県
38 藤原 隆平 ふじわら りゅうへい 22 埼⽟県
39 横⼭ 陸 よこやま りく 22 栃⽊県
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40 安⽥ 圭次郎 やすだ けいじろう 24 東京都
41 ⼩貫 凌 おぬき りょう 26 神奈川県
42 ⽯塚 光 いしづか ひかる 23 東京都
43 カーン ズヘブ アリ かーん ずへぶあり 28 東京都
44 笹隈 幹⼈ ささくま みきと 25 東京都
45 新井 健太郎 あらい けんたろう 25 東京都
46 増井 正之 ますい まさゆき 27 東京都
47 ⼩川 俊 おがわ しゅん 26 神奈川県
48 釼持 英⾏ けんもち ひでゆき 28 東京都
49 諸節 裕⼀ もろふし ゆういち 27 神奈川県
50 保阪 拓利 ほさか たくと 24 東京都
51 新垣 晴也 あらかき はるや 21 東京都
52 加嶋 諒 かしま りょう 29 東京都
53 森岡 詠児 もりおか えいじ 23 東京都
54 村畑 ⼀輝 むらはた かずき 22 ⻘森県
55 加藤 隆太朗 かとう りゅうたろう 27 東京都
56 ⼭⽥ 将司 やまだ まさし 23 東京都
57 齋藤 正義 さいとう まさよし 24 千葉県
58 ⽵⽥ 尚司 たけだ しょうじ 24 茨城県
59 荻野 悠平 おぎの ゆうへい 29 東京都
60 及川 新平 おいかわ しんぺい 27 千葉県
61 森 慧太 もり けいた 21 千葉県
62 岩川 慎吾 いわかわ しんご 25 東京都
63 上澤 峻介 かみさわ しゅんすけ 22 埼⽟県
64 佐々⽊ 駿 ささき しゅん 27 東京都
65 佐々⽊ 剛 ささき ごう 25 群⾺県
66 内⼭ 顕資 うちやま けんすけ 25 静岡県
67 ⼤⼭ 允⻑ おおやま みつなが 21 東京都
68 櫻井 幸⼀ さくらい こういち 24 神奈川県
69 堀合 匠 ほりあい たくみ 28 神奈川県
70 岩⾕ 達磨 いわや たつま 27 東京都
71 井上 健太 いのうえ けんた 21 神奈川県
72 宮澤 ⼤貴 みやざわ だいき 28 千葉県
73 古川 悠空 ふるかわ ゆたか 23 神奈川県
74 北村 昂⼰ きたむら こうき 28 東京都
75 ⽥中 達也 たなか たつや 25 千葉県
76 柴⽥ 幸樹 しばた こうき 26 東京都
77 荒井 世弥 あらい せいや 23 神奈川県
78 ⼟⽥ 祐也 つちだ ゆうや 27 東京都
79 五⼗嵐 健太 いがらし けんた 21 東京都
80 遠藤 崚太 えんどう りょうた 24 東京都
81 荒巻 ⼀真 あらまき かずま 29 東京都
82 伊藤 勇輝 いとう ゆうき 27 東京都



83 宮沢 拓海 みやざわ たくみ 23 東京都
84 佐藤 崇充 さとう たかみつ 29 埼⽟県
85 渕脇 孝平 ふちわき こうへい 29 埼⽟県
86 ⾼橋 晴弥 たかはし せいや 27 東京都
87 真間 允 まま まこと 25 東京都
88 川島 達也 かわしま たつや 25 千葉県
89 佐藤 数紘 さとう かずひろ 27 東京都
90 ⼤永 ⻯⽣ おおなが りゅうき 23 ⾹川県
91 増⽥ 悠甫 ますだ ゆうすけ 22 東京都
92 ⼆階堂 早津紀 にかいどう さつき 27 東京都
93 中⼭ ⼤基 なかやま だいき 28 神奈川県
94 森⽥ 元 もりた げん 25 埼⽟県
95 ⼭崎 翔 やまさき かける 24 東京都
96 上⼭ 俊介 かみやま しゅんすけ 28 東京都
97 舩⼾ 貴捷 ふなと たかとし 24 東京都
98 真野 雄⼤ まの ゆうだい 25 千葉県
99 柳澤 有輝 やなぎさわ ゆうき 20 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
100 今井 健太 いまい けんた 38 東京都
101 ⽟村 俊 たまむら しゅん 33 千葉県
102 曳⽥ 毅 ひきた つよし 31 静岡県
103 加瀬部 駿介 かせべ しゅんすけ 31 神奈川県
104 ⾕ けいじ たに けいじ 32 東京都
105 松島 亨丞 まつしま きょうすけ 32 東京都
106 ⼭⼝ ⻯志 やまぐち りゅうじ 33 東京都
107 網野 弘 あみの ひろむ 31 ⼭梨県
108 ⽔⾕ 浩輔 みずたに こうすけ 29 神奈川県
109 平⼭ 慎吾 ひらやま しんご 31 東京都
110 刑部 清海 ぎょうぶ すかい 35 東京都
111 ⼊倉 広祐 いりくら こうすけ 31 東京都
112 久保⽥ 真⼀郎 くぼた しんいちろう 37 東京都
113 渥美 雄介 あつみ ゆうすけ 29 東京都
114 酒井 孝輔 さかい こうすけ 32 東京都
115 成⽥ ⼀晃 なりた かつあき 30 神奈川県
116 福岡 ⻯⾺ ふくおか とうま 34 千葉県
117 北岡 徹也 きたおか てつや 33 東京都
118 ⻄⼭ ⼀⾏ にしやま かずゆき 36 東京都
119 原 潤志 はら じゅんじ 37 東京都
120 ⼤島 佑介 おおしま ゆうすけ 29 東京都
121 佐々⽊ 穂⾼ ささき ほだか 31 神奈川県
122 齋藤 秀太 さいとう しゅうた 37 東京都

【ミドルクラス】



123 ⼭崎 秀樹 やまざき ひでき 35 東京都
124 井ノ⼝ 雄⼆郎 いのくち ゆうじろう 31 東京都
125 藤本 康太郎 ふじもと こうたろう 31 東京都
126 吉⽥ 朋記 よしだ ともき 31 東京都
127 ⾕坂 耕平 たにさか こうへい 30 東京都
128 関 慶幸 せき よしゆき 35 千葉県
129 伊藤 ⼤輔 いとう だいすけ 38 神奈川県
130 堀⼝ 雄⼆ ほりぐち ゆうじ 35 東京都
131 豊⽥ ⼀海 とよた かずみ 36 東京都
132 野川 弾 のがわ だん 34 神奈川県
133 福永 ⼤輔 ふくなが だいすけ 34 神奈川県
134 浅野 恭輔 あさの きょうすけ 32 静岡県
135 ⼊⼝ 聖徳 いりぐち きよのり 36 東京都
136 ⼀瀬 翔 いちのせ つばさ 31 ⼭梨県
137 宮代 ⼤輔 みやしろ だいすけ 32 岩⼿県
138 松本 弘樹 まつもと ひろき 33 神奈川県
139 ⼿島 寛 てしま ゆたか 34 東京都
140 川⼝ 純 かわぐち じゅん 31 ⼭梨県
141 掛村 祐介 かけむら ゆうすけ 30 神奈川県
142 郷 ⼀成 ごう かずなり 32 東京都
143 岩崎 太⼀ いわさき たいち 32 東京都
144 藤中 周作 ふじなか しゅうさく 32 神奈川県
145 今井 良亮 いまい りょうすけ 32 ⼭梨県
146 敷地 正光 しきち せいこう 37 埼⽟県
147 ⼩滝 泰平 こたき たいへい 30 埼⽟県
148 翁 洋平 おきな ようへい 30 東京都
149 坂本 章 さかもと あきら 30 東京都
150 ⽯⽑ 郁治 いしげ いくじ 30 千葉県
151 ⽊村 真⼈ きむら まさと 37 埼⽟県
152 駒野 徹 こまの とおる 30 栃⽊県
153 ⼭本  俊 やまもと しゅん 36 東京都
154 ⼭形 秀幸 やまがた ひでゆき 31 栃⽊県
155 井上 智司 いのうえ さとし 37 岐⾩県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
156 三浦 裕介 みうら ゆうすけ 44 東京都
157 古川 ⼤輔 ふるかわ だいすけ 46 東京都
158 ⽵村 亮 たけむら りょう 49 神奈川県
159 三浦 務 みうら つとむ 46 埼⽟県
160 ⼟居 直樹 どい なおき 47 三重県
161 ⼩島 敦 こじま あつし 48 東京都
162 LEE DONGHYUN い どんひょん 42 東京都

【マスターズクラス】



163 ハッピー ⼩林 はっぴー こばやし 45 埼⽟県
164 沈 範錫 しむ ぼむそく 42 東京都
165 藤⽥ 秀策 ふじた ひでかず 42 埼⽟県
166 池⾕ 寛 いけや ひろし 47 静岡県
167 徳丸 英純 とくまる ひでずみ 43 静岡県
168 ⼩林 隆宏 こばやし たかひろ 45 東京都
169 ⼤曽根 雄⼆ おおそね ゆうじ 49 千葉県
170 篠原 卓 しのはら たく 46 埼⽟県
171 稲⽥ 明男 いなだ あきお 45 東京都
172 常川 貴扶 つねかわ たかお 45 東京都
173 古賀 康史 こが やすふみ 41 千葉県
174 渡邉 和浩 わたなべ かずひろ 42 埼⽟県
175 筒井 剛 つつい たけし 40 千葉県
176 番場 亮 ばんば りょう 42 東京都
177 森⽥ 眞 もりた しん 47 東京都
178 熊澤 秀哉 くまざわ しゅうや 43 東京都
179 倉⾕ 耕平 くらたに こうへい 41 埼⽟県
180 ⾼⼭ 健 たかやま けん 40 神奈川県
181 渡 晃久 わたり てるひさ 49 千葉県
182 岡⽥ 憲政 おかだ のりまさ 45 東京都
183 佐藤 謙⼀ さとう けんいち 43 東京都
184 柴⽥ ⻯也 しばた たつや 44 埼⽟県
185 鈴⽊ 芳博 すずき よしひろ 49 千葉県
186 上原  勇 うえはら いさむ 46 埼⽟県
187 川本 ⾼透 かわもと たかゆき 42 神奈川県
188 三浦 敏夫 みうら としお 41 埼⽟県
189 辻村 圭美 つじむら けいび 46 静岡県
190 浅井 ハンク あさい はんく 49 東京都
191 市川 雅晴 いちかわ まさはる 40 東京都
192 ⼤⽊ 天⾺ おおき てんま 47 東京都
193 末川 勇仁 すえかわ ゆうじ 49 埼⽟県
194 渡邊 正浩 わたなべ まさひろ 40 東京都
195 柳 岳彦 やなぎ たけひこ 48 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
196 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 51 埼⽟県
197 ⼭⽥ 岳⽣ やまだ たけお 50 東京都
198 安⽥ ⼀恒 やすだ かずつね 50 愛知県
199 野澤 英樹 のざわ ひでき 51 東京都
200 三浦 傑 みうら まさる 57 東京都
201 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 55 ⼭梨県
202 ⽚岡 定⼀ かたおか さだいち 56 東京都

【ゴールドクラス】



203 ⽯川 貴博 いしかわ たかひろ 51 千葉県
204 藤本 ⼀⾺ ふじもと かずま 64 埼⽟県
205 ⼋⽊ 忠顯 やぎ ちゅうけん 51 東京都
206 加藤 ⼀秀 かとう かずひで 52 東京都
207 加藤 勉 かとう つとむ 52 埼⽟県
208 鈴⽊ 智 すずき さとし 52 静岡県
209 沢⽥ 孝志 さわだ たかし 57 東京都
210 森 和哉 もり かずや 55 東京都
211 関根 洋⼀ せきね よういち 50 埼⽟県
212 ⽔島 裕⼀ みずしま ゆういち 53 東京都
213 浅⽥ 洋⼀ あさだ よういち 55 東京都
214 丹野 秀幸 たんの ひでゆき 50 東京都
215 ⽥村 豊 たむら ゆたか 53 神奈川県
216 本間 慎⼀ ほんま しんいち 51 東京都
217 堀⽥ 昌昭 ほった まさあき 51 東京都
218 鈴⽊ 啓⼆ すずき けいじ 55 千葉県
219 ⾚坂 信⼀ あかさか しんいち 51 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中島 けいか なかしま けいか 26 東京都
2 市川 柚⾥奈 いちかわ ゆりな 25 東京都
3 阿蘇品 彩 あそしな あや 25 神奈川県
4 南 万由 みなみ まゆ 25 東京都
5 君川 友紀 きみかわ ゆき 26 東京都
6 ゴーグェンツィ ディエン ごーぐぇんつぃ でぃえん 26 埼⽟県
7 ⾼野 七海 たかの ななみ 25 ⼭梨県
8 児⽟ 凜来 こだま りく 22 東京都
9 森 あかね もり あかね 25 東京都

10 村上 芽⾐ むらかみ めい 28 東京都
11 篠崎 美奈 しのざき みな 26 東京都
12 ⼤畑 美菜 おおはた みな 28 東京都
13 モンテス カミール イザベル もんてす かみいるいざべる 20 滋賀県
14 上原 亜久理 うえはら あくり 19 東京都
15 森⼭ 由⾥亜 もりやま ゆりあ 26 東京都
16 諸鍜治 春菜 もろかじ はるな 24 東京都
17 ⽊原 彩 きはら あや 22 東京都
18 並⽊ 沙羅 なみき さら 23 東京都
19 佐々⽊ 悠 ささき はるか 28 東京都
20 ⽊村 円花 きむら まどか 25 東京都
21 ⽥野倉 和 たのくら いずみ 24 東京都

【ガールズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
22 栗原  真栄 くりはら まい 36 京都府
23 ⽜込  仁美 うしごめ ひとみ 36 群⾺県
24 和⽥  彩⼦ わだ あやこ 33 東京都
25 ⼩野塚  久美 おのづか くみ 35 神奈川県
26 ⼭崎  真緒 やまさき まお 31 東京都
27 甲村  順⼦ こうむら じゅんこ 37 東京都
28 ⼩野  ちひろ おの ちひろ 35 ⼭梨県
29 後藤  美智⼦ ごとう みちこ 37 神奈川県
30 奥村  若葉 おくむら わかば 35 東京都
31 ⼭王  梨沙 さんのう りさ 34 沖縄県
32 新井  絵⾥ あらい えり 39 千葉県
33 星  真澄 ほし ますみ 30 東京都
34 網城  詩織 あみしろ しおり 31 東京都
35 ⼤野  詩⼦ おおの うたこ 38 埼⽟県
36 ⾼⼭  美央 たかやま みお 30 東京都
37 川下  あゆ かわしも あゆ 36 東京都
38 池⽥  あゆ いけだ あゆ 37 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
39 垣本 紗也果 かきもと さやか 41 東京都
40 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 43 東京都
41 坂本 みず穂 さかもと みずほ 44 東京都
42 浅野 てるみ あさの てるみ 42 愛知県
43 宮尾 めぐみ みやお めぐみ 43 神奈川県
44 堀野 祐美 ほりの ゆみ 48 東京都
45 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 44 埼⽟県
46 井上 ゆり いのうえ ゆり 49 千葉県
47 中原 加代⼦ なかはら かよこ 42 兵庫県
48 吉原 ⾹澄 よしはら かすみ 42 東京都
49 渡邊 るみ わたなべ るみ 46 千葉県
50 天野 悦⼦ あまの えつこ 43 神奈川県
51 今橋 由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
52 牧寄 乃理⼦ まきより のりこ 44 東京都
53 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 45 奈良県
54 川端 松美 かわばた まつみ 48 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
55 渡辺 恵美 わたなべ えみ 53 ⼭梨県
56 服部 彩⾹ はっとり さやか 56 ⼤阪府

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



57 平⽥ ⽐登美 ひらた ひとみ 52 千葉県
58 平敷 ⾥美 へしき さとみ 51 沖縄県
59 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 51 ⻑野県
60 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 54 兵庫県
61 ⻑藤 綾⼦ ながとう あやこ 52 兵庫県
62 ⼩林 実千代 こばやし みちよ 60 東京都
63 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 50 東京都
64 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 57 東京都
65 塚本 由美 つかもと ゆみ 54 千葉県
66 新井 幸⼦ あらい さちこ 53 東京都
67 岡⽥ 弘⼦ おかだ ひろこ 53 東京都
68 ⼩峯 栄⼦ こみね えいこ 53 神奈川県
69 吉岡 和⼦ よしおか かずこ 59 東京都
70 川島 めぐみ かわしま めぐみ 51 東京都
71 清⽔ 裕⼦ しみず ゆうこ 51 東京都
72 ⽥村 ⿇佐⼦ たむら まさこ 51 神奈川県
73 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 51 兵庫県
74 岡本 悦⼦ おかもと えつこ 57 東京都
75 浦 京⼦ うら きょうこ 52 神奈川県
76 仁ノ岡 紀代美 にのおか きよみ 54 東京都


