
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 阿部　一也 あべ　かずや 21 福島県

2 菊田　一輝 きくた　いっき 24 東京都

3 酒匂　郁輔 さこう　いくすけ 26 東京都

4 市川　亮 いちかわ　りょう 23 東京都

5 玉虫　正和 たまむし　まさかず 28 山形県

6 篠原　一也 しのはら　かずや 22 宮城県

7 武田　智樹 たけだ　ともき 22 福島県

8 加藤　愛翔 かとう　まなと 21 山形県

9 藤田　樹生 ふじた　じゅお 22 山形県

10 葭原　祥平 よしはら　しょうへい 27 神奈川県

11 宮嶋　純也 みやじま　じゅんや 23 東京都

12 小坂　寛人 こさか　ひろと 25 北海道

13 笹木　雄輝 ささき　ゆうき 23 青森県

14 遠藤　哲哉 えんどう　てつや 28 東京都

15 原　裕之 はら　ひろゆき 24 茨城県

16 阿部　進之介 あべ　しんのすけ 22 宮城県

17 重野　慧大 しげの　けいと 20 山形県

18 富樫　吏輝 とがし　りき 22 山形県

19 高橋　拓巳 たかはし　たくみ 19 宮城県

20 赤石　和応 あかいし　かつまさ 29 東京都

21 佐藤　翔 さとう　かける 29 神奈川県

22 鈴木　達朗 すずき　たつろう 22 新潟県

23 関根　拓実 せきね　たくみ 19 宮城県

24 橋田　大輝 はしだ　だいき 23 東京都

25 安部　航大 あべ　こうだい 21 山形県

26 工藤　亮太 くどう　りょうた 28 宮城県

27 山中　祥輝 やまなか　よしき 27 茨城県

28 内堀　裕斗 うちぼり　ゆうと 24 千葉県

29 橋本　宗佑 はしもと　そうすけ 25 埼玉県

30 遠山　孝祥 とおやま　たかよし 23 埼玉県

31 石塚　侑己 いしづか　ゆうき 28 千葉県

32 熊添　道夫 くまぞえ　みちお 25 山梨県

33 渡部　拓也 わたなべ　たくや 29 福島県

34 青木　海 あおき　かい 25 茨城県

35 横田　輝 よこた　てる 22 東京都

36 久下　裕貴 くげ　ゆうき 24 福島県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

37 高橋　広剛 たかはし　ひろよし 32 山形県

38 菅原　慶太 すがわら　けいた 34 宮城県

39 近藤　裕司 こんどう　ゆうじ 35 栃木県

40 飯塚　一康 いいづか　かずやす 34 宮城県

41 山崎　将也 やまざき　まさや 33 埼玉県

42 長谷川　浩太 はせがわ　こうた 32 山形県

43 石田　将也 いしだ　まさや 33 北海道

44 河田　慎太郎 かわた　しんたろう 32 千葉県

45 加藤　歩 かとう　あゆむ 34 宮城県

46 上田　佳胤 うえだ　よしたね 36 長野県

47 登坂　直章 とさか　なおあき 35 新潟県

48 深沢　義和 ふかさわ　よしかず 38 山形県

49 渡部　誠 わたなべ　まこと 37 宮城県

50 増渕　翔平 ますぶち　しょうへい 31 埼玉県

51 小林　浩平 こばやし　こうへい 34 東京都

52 米田　猛 よねだ　たけし 33 宮城県

53 松田　航 まつだ　わたる 31 宮城県

54 草野　竜 くさの　りょう 31 福島県

55 鈴木　宏明 すずき　ひろあき 31 山形県

56 竹内　健朗 たけうち　けんろう 30 新潟県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

57 齋藤　良太郎 さいとう　りょうたろう 47 埼玉県

58 柴田　寿康 しばた　としやす 43 山形県

59 武田　有生 たけだ　なおき 45 山形県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

60 近藤　直樹 こんどう　なおき 51 山形県

61 坂部　吉昭 さかべ　よしあき 66 千葉県

62 小原　昭裕 おばら　あきひろ 59 宮城県

63 須賀　義宏 すが　よしひろ 61 茨城県

【ゴールドクラス】

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 鈴木　沙亜也 すずき　さあや 29 東京都

2 桑原　真也加 くわばら　まやか 24 埼玉県

3 岡部　桃香 おかべ　ももこ 27 埼玉県

4 江口　友里香 えぐち　ゆりか 26 東京都

5 繁田　真心 しげた　まこ 28 大阪府

6 児玉　静佳 こだま　しずか 29 山形県

7 相澤　ゆりな あいざわ　ゆりな 23 新潟県

8 三浦　しずか みうら　しずか 27 東京都

9 長瀬　美帆 ながせ　みほ 28 宮城県

10 矢野　暖子 やの　あつこ 26 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

11 生田　優希 いくた　ゆき 30 奈良県

12 高橋　加代 たかはし　かよ 38 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

13 高橋　枝里 たかはし　えり 45 東京都

14 平井　美奈 ひらい　みな 44 新潟県

15 破入　文子 はにゅう　ふみこ 49 新潟県

16 白岩　美穂 しらいわ　みほ 41 福島県

17 品田　有香 しなだ　ゆか 43 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

18 須賀　スミ子 すが　すみこ 65 茨城県

19 磯田　三和 いそだ　みわ 55 東京都

20 竹花　由美子 たけはな　ゆみこ 50 埼玉県

21 中島　由美子 なかじま　ゆみこ 52 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】


