
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 レマン アブドル レマン アブドル 20 千葉県
2 満野 鳳孔 みつの たかよし 20 東京都
3 ⻄條 寛也 さいじょう ひろや 22 神奈川県
4 須﨑 孝⼀ すざき こういち 28 千葉県
5 菅⾕ 直道 すがや なおみち 25 千葉県
6 三浦 英 みうら ひかる 27 神奈川県
7 千保⽊ 誠 ちほぎ まこと 29 神奈川県
8 持⽥ 教利 もちだ かずのり 22 神奈川県
9 沖本 ショーン 賢太 おきもと ショーン けんた 21 千葉県
10 諸岡 ⼀沙 もろおか かずさ 26 千葉県
11 植草 英⾏ うえくさ ひでゆき 23 千葉県
12 ⼩菅 貴史 こすげ たかふみ 25 神奈川県
13 永峰 祐介 ながみね ゆうすけ 26 千葉県
14 横⽥ 賢志郎 よこた けんしろう 29 千葉県
15 ⽥中 勇⼈ たなか ゆうと 21 神奈川県
16 ⼩川 雄翔 おがわ ゆうと 23 埼⽟県
17 渡邊 樹 わたなべ たつき 21 千葉県
18 栗⼭ 佳明 くりやま よしあき 24 千葉県
19 千葉 ⿓ ちば りゅう 22 千葉県
20 野々下 諒 ののした りょう 23 東京都
21 ⽥鎖 慎也 たぐさり しんや 21 千葉県
22 ⾼橋 ⼀平 たかはし いっぺい 23 東京都
23 ⼤岩 俊基 おおいわ としき 28 東京都
24 杉⽥ 直⺒ すぎた なおみ 25 東京都
25 相澤 隆博 あいざわ たかひろ 28 埼⽟県
26 庄嶋 ⼤⼀郎 しょうじま たいちろう 23 東京都
27 ⼩池 孝則 こいけ たかのり 27 千葉県
28 渡邊 海⾥ わたなべ かいり 26 千葉県
29 宮⽥ ⼤ みやた ひろし 23 神奈川県
30 加藤 準也 かとう じゅんや 29 東京都
31 宮澤 ⼤貴 みやざわ だいき 27 千葉県
32 ⼩幡 昇永 おばた しょうえ 24 千葉県
33 塩川 ⿓之介 しおかわ りゅうのすけ 26 千葉県
34 岩井 慎太郎 いわい しんたろう 25 千葉県
35 ⽯神 啓⼈ いしがみ ひろと 26 茨城県
36 井場 裕 いば ゆたか 27 千葉県
37 若井 智哉 わかい そふぃや 25 東京都
38 加納 宏樹 かのう ひろき 24 埼⽟県
39 ⼩堀 雄⼠ こぼり ゆうじ 28 千葉県
40 福島 健太 ふくしま けんた 21 千葉県
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41 武内 ⼀輝 たけうち いっき 26 神奈川県
42 飯塚 洋⼆朗 いいづか ようじろう 22 千葉県
43 ⾼岡 建 たかおか たける 23 東京都
44 ⼩笠原 誠⼈ おがさわら まさと 22 千葉県
45 岡本 裕樹 おかもと ゆうき 21 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 海上 裕樹 うながみ ゆうき 34 栃⽊県
2 ⼭岸 正太 やまぎし しょうた 32 東京都
3 鈴⽊ 孝章 すずき たかあき 38 千葉県
4 ⾦⼦ 正隆 かねこ まさたか 36 千葉県
5 上野⼭ 慧 うえのやま けい 30 千葉県
6 阿部 孝 あべ たかし 33 千葉県
7 ⼩松 喬 こまつ たかし 33 千葉県
8 中嶌 隼太 なかじま しゅんた 30 千葉県
9 池⼝ 伸之 いけぐち のぶゆき 35 千葉県
10 原 博司 はら ひろし 32 東京都
11 三井 健司 みつい けんじ 32 東京都
12 佐藤 信吾 さとう しんご 34 千葉県
13 柴崎 拓実 しばさき たくみ 38 群⾺県
14 吉⽥ 純⼆ よしだ じゅんじ 32 神奈川県
15 伊藤 伸也 いとう しんや 33 東京都
16 蛭川 ⾼重 ひるかわ たかしげ 35 千葉県
17 島⽥ 和幸 しまだ かずゆき 30 茨城県
18 井上 洋志 いのうえ ひろし 32 千葉県
19 清⽔ 英享 しみず ひでたか 31 千葉県
20 ⼭内 善夫 やまうち よしお 37 東京都
21 藤⽥ 信也 ふじた しんや 36 埼⽟県
22 清⽔ ⼤輔 しみず だいすけ 31 千葉県
23 武藤 将徳 むとう まさのり 31 千葉県
24 ⼩松 和芳 こまつ かずよし 36 静岡県
25 堀井 雄貴 ほりい ゆうき 32 埼⽟県
26 清⽔ 勇太 しみず ゆうた 34 東京都
27 浅⽥ 雅⼈ あさだ まさと 36 千葉県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 蓑 洋 みの ひろし 46 神奈川県
2 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
3 菊池 真吾 きくち しんご 43 千葉県
4 古城 真 こじょう まこと 47 千葉県
5 千葉 晃久 ちば あきひさ 46 千葉県
6 佐々⽊ 渉 ささき わたる 40 埼⽟県

【マスターズクラス】

【ミドルクラス】



7 伊藤 清和 いとう きよかず 40 千葉県
8 ⾦⼦ 純 かねこ じゅん 41 東京都
9 常川 貴扶 つねかわ たかお 43 東京都
10 近藤 敦史 こんどう あつし 40 千葉県
11 飯塚 勝美 いいつか かつみ 48 茨城県
12 伊藤 賢⼀郎 いとう けんいちろう 42 千葉県
13 齋藤 繁⼀ さいとう しげかず 41 東京都
14 渡 晃久 わたり てるひさ 48 千葉県
15 枦⼭ 猛 はしやま たけし 40 東京都
16 伊藤 謙次 いとう けんじ 47 神奈川県
17 丹治 雅則 たんじ まさのり 43 東京都
18 島貫 政義 しまぬき まさよし 41 千葉県
19 ⽯川 豊隆 いしかわ とよたか 42 千葉県
20 橋本 勉 はしもと つとむ 46 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 50 埼⽟県
2 酒井 憲⼆ さかい けんじ 51 東京都
3 ⽥邉 光太郎 たなべ こうたろう 51 千葉県
4 岩瀬 洋之 いわせ ひろゆき 53 千葉県
5 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
6 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 50 埼⽟県
7 鈴⽊ 啓⼆ すずき けいじ 54 千葉県
8 吉原 潔 よしはら きよし 53 東京都
9 井上 健 いのうえ たけし 53 岐⾩県
10 鈴⽊ 智 すずき さとし 51 静岡県
11 宮下 愛彦 みやした よしひこ 56 神奈川県
12 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 53 埼⽟県
13 坂部 吉昭 さかべ よしあき 64 千葉県
14 東 泰弘 あずま やすひろ 54 千葉県
15 北村 滋久 きたむら しげひさ 54 茨城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鎌 瑞季 かま みずき 21 千葉県
2 ⻄⼭ 千絵 にしやま ちえ 28 千葉県
3 井上 美保⼦ いのうえ みほこ 29 東京都
4 津村 知江 つむら のりえ 26 東京都
5 千保⽊ ⼀美 ちほぎ かずみ 28 神奈川県
6 川島 智佳 かわしま ちか 26 千葉県
7 ⻑嶋 千春 ながしま ちはる 26 千葉県
8 藤野 真奈美 ふじの まなみ 28 千葉県
9 渡部 玲奈 わたなべ れな 29 東京都

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



10 豊嶋 若菜 とよしま わかな 28 岩⼿県
11 ⽟城 なつみ たまき なつみ 27 東京都
12 相⼦ 七海 あいこ ななみ 28 東京都
13 加藤 史恵 かとう ふみえ 29 千葉県
14 岸 まな実 きし まなみ 27 東京都
15 吉⽥ 祐⼦ よしだ ゆうこ 29 東京都
16 安藤 ⾵花 あんどう ふうか 24 東京都
17 臺代 美穂 だいよ みほ 26 千葉県
18 ⼭本 菫 やまもと すみれ 27 東京都
19 杉⾕ 莉紗 すぎや りさ 23 東京都
20 ⾼⽥ 祐⼦ たかだ ゆうこ 26 東京都
21 松本 亜希 まつもと あき 21 千葉県
22 相⼦ 七海 あいこ ななみ 28 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 下村 優希 しもむら ゆうき 30 千葉県
2 ⼤⽵ 恵 おおたけ めぐみ 30 東京都
3 ⼭岸 綾 やまぎし あや 34 千葉県
4 ⼩林 亜紀⼦ こばやし あきこ 36 千葉県
5 半⾕ 美⾥ はんや みさと 30 東京都
6 森島 伸美 もりしま のぶみ 30 東京都
7 ⽇野 聡⼦ ひの さとこ 32 東京都
8 ⾦⽥ 優⾹ かねだ ゆうか 32 千葉県
9 星 瑛⼦ ほし えいこ 31 神奈川県
10 秋⼭ 真喜恵 あきやま まきえ 36 神奈川県
11 東恩納 邦⼦ ひがおんな くにこ 37 沖縄県
12 岩⽥ 祥枝 いわた さちえ 31 千葉県
13 加藤 亜沙美 かとう あさみ 34 茨城県
14 ⼩倉 真⼦ おぐら まこ 37 千葉県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⿑藤 恵⼦ さいとう けいこ 40 埼⽟県
2 横⼭ 保江 よこやま やすえ 47 千葉県
3 渡邉 ⾹林 わたなべ かりん 42 茨城県
4 渡邊 るみ わたなべ るみ 44 千葉県
5 鈴⽊ 亜希⼦ すずき あきこ 45 茨城県
6 箱⽥ 和美 はこだ かずみ 41 東京都
7 加藤 由佳理 かとう ゆかり 42 東京都
8 藤原 希 ふじわら のぞみ 44 栃⽊県
9 ⾼野 順⼦ たかの じゅんこ 40 東京都
10 瀬野 優⼦ せの ゆうこ 40 沖縄県
11 酒井 久美⼦ さかい くみこ 48 千葉県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



12 今林 真澄 いまはやし ますみ 40 千葉県
13 坪野⾕ 有花 つぼのや ありか 40 東京都
14 ⻄川 知⾥ にしかわ ちさと 41 東京都
15 佐藤 由美 さとう ゆみ 45 神奈川県
16 友松 郁⼦ ともまつ いくこ 48 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 星野 起美 ほしの きみ 58 千葉県
2 塚本 由美 つかもと ゆみ 53 千葉県
3 安藤 久⼦ あんどう ひさこ 52 千葉県
4 瀬古 歩 せこ あゆみ 50 千葉県
5 ⾕⼝ 真由美 たにぐち まゆみ 55 東京都
6 安⽥ 知代 やすだ ともよ 54 千葉県

【クイーンクラス】


