
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼾沢 ジェロームカール とざわ ジェロームカール 22 埼⽟県
2 ⽯井 弘希 いしい ひろき 25 群⾺県
3 ⾼橋 秀徳 たかはし しゅうと 28 群⾺県
4 倉林 真也 くらばやし しんや 24 群⾺県
5 ⻄村 尚記 にしむら なおき 24 栃⽊県
6 正⽊ 奨悟 まさき しょうご 20 埼⽟県
7 坂⽥ 智 さかた さとし 22 東京都
8 渡辺 寛之 わたなべ ひろゆき 24 埼⽟県
9 野中 隆太 のなか りゅうた 29 東京都
10 宗像 伶旺 むなかた れお 22 東京都
11 平松 ⼤介 ひらまつ だいすけ 28 埼⽟県
12 ⼿塚 純 てつか じゅん 20 群⾺県
13 柳澤 優⽃ やなぎさわ ゆうと 21 埼⽟県
14 岡崎 健太郎 おかざき けんたろう 23 千葉県
15 ⻑⾕川 海 はせがわ かい 25 千葉県
16 ⾦井 規博 かない のりひろ 23 群⾺県
17 荒川 優太 あらかわ ゆうた 21 埼⽟県
18 福泉 直哉 ふくいずみ なおや 22 東京都
19 周藤 俊輔 しゅうとう しゅんすけ 29 栃⽊県
20 町⽥ 貴弘 まちだ たかひろ 22 群⾺県
21 吉野 博 よしの ひろし 29 群⾺県
22 三浦 望 みうら のぞみ 24 神奈川県
23 鈴⽊ 直樹 すずき なおき 20 茨城県
24 ⽥村 知之 たむら ともゆき 23 群⾺県
25 ⾼岡 建 たかおか たける 23 東京都
26 吉⽥ 進之介 よしだ しんのすけ 21 埼⽟県
27 ⼭根 峻 やまね しゅん 25 東京都
28 天沼 翔太 あまぬま しょうた 28 群⾺県
29 ⼤⾕ 悠志 おおたに ゆうし 26 群⾺県
30 町⼭ 真澄 まちやま ますみ 29 群⾺県
31 吉池 雅⽃ よしいけ まさと 22 東京都
32 真間 允 まま まこと 24 東京都
33 南部 ⽂吉郎 なんぶ ぶんきちろう 24 群⾺県
34 ⼤⽔ 翔平 おおみず しょうへい 24 神奈川県
35 藤⽥ 和也 ふじた かずや 28 群⾺県
36 富澤 凌 とみざわ りょう 25 群⾺県
37 井上 雷也 いのうえ らいや 29 群⾺県
38 ⽊村 匠吾 きむら しょうご 26 東京都
39 牧⽥ 啓佑 まきた けいすけ 23 神奈川県
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40 岡⽥ ⼤樹 おかだ だいき 28 神奈川県
41 ⻑井 侑⽮ ながい ゆうや 22 群⾺県
42 鶴村 勇樹 つるむら ゆうき 22 群⾺県
43 ⼤岡 良輔 おおおか りょうすけ 23 埼⽟県
44 ⼩林 創我 こばやし そうが 23 神奈川県
45 吉⽥ ⼤輝 よしだ ひろき 21 東京都
46 松本 卓⼰ まつもと たくみ 19 埼⽟県
47 佐々⽊ 駿 ささき しゅん 27 東京都
48 板橋 俊英 いたばし としひで 23 埼⽟県
49 松澤 貴幸 まつざわ たかゆき 26 東京都
50 新⼭ 泰規 にいやま たいき 27 群⾺県
51 福島 良平 ふくしま りょうへい 29 東京都
52 ⼩林 慎平 こばやし しんぺい 26 千葉県
53 桑原 和希 くわはら かずき 21 東京都
54 宮⾥ 佑貴 みやざと ゆうき 23 千葉県
55 阪本 拓海 さかもと たくみ 24 群⾺県
56 井上 瑠瑶 いのうえ るよう 22 神奈川県
57 増⽥ 悠甫 ますだ ゆうすけ 21 埼⽟県
58 内⽥ 愛亮 うちだ なるあき 29 埼⽟県
59 ⻑尾 勇希 ながお ゆうき 23 神奈川県
60 峰岸 隼⽃ みねぎし はやと 22 群⾺県
61 齋藤 敬介 さいとう けいすけ 23 埼⽟県
62 ⽯岡 稜梧 いしおか りょうご 25 栃⽊県
63 磯部 隼 いそべ しゅん 26 群⾺県
64 原⽥ 祥弘 はらだ よしひろ 26 群⾺県
65 柏⾕ 健太 かしわだに けんた 25 東京都
66 佐藤 健太 さとう けんた 24 神奈川県
67 関根 ⼤樹 せきね だいき 26 栃⽊県
68 ⼩林 翔太 こばやし しょうた 28 群⾺県
69 藤原 隆平 ふじわら りゅうへい 21 埼⽟県
70 ⼩堀 雄⼠ こぼり ゆうじ 29 千葉県
71 勝⼭ 拓真 かつやま たくま 25 群⾺県
72 鈴⽊ 悠延 すずき ゆうすけ 22 埼⽟県
73 瀧川 温⼟ たきがわ あつと 29 埼⽟県
74 松永 通寿 まつなが みちひさ 26 群⾺県
75 ⼤⾕ ⿇⼈ おおたに あさと 26 埼⽟県
76 坂本 猛 さかもと たけし 23 埼⽟県
77 ⼩林 ⿓⼆ こばやし りゅうじ 29 群⾺県
78 諸井 貴⼀ もろい きいち 21 埼⽟県
79 濱野 孝樹 はまの たかき 23 東京都
80 坂本 雅也 さかもと まさや 27 愛知県
81 吉⽥ ⿓平 よしだ りゅうへい 29 東京都
82 佐々⽊ 涼  ささき りょう 24 栃⽊県



83 遠⼭ ⼤樹 とおやま だいき 25 東京都
84 河野 翔 こうの しょう 25 千葉県
85 ⼭根 駿 やまね しゅん 27 東京都
86 飯⽥ 耀介 いいだ ようすけ 21 茨城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 飯塚 徹 いいづか とおる 32 群⾺県
2 ⻄川 亮平 にしかわ りょうへい 33 群⾺県
3 ⾕川 博紀 たにかわ ひろき 34 新潟県
4 ⼾沢 直貴 とざわ なおき 31 群⾺県
5 ⿅内 裕規 しかない ゆうき 32 神奈川県
6 勝⼭ 裕希 かつやま ゆうき 30 群⾺県
7 笠原 守 かさはら まもる 31 群⾺県
8 鈴⽊ 健⼀郎 すずき けんいちろう 37 東京都
9 武岡 秀則 たけおか ひでのり 39 群⾺県
10 鈴⽊ 那智 すずき なち 32 千葉県
11 ⾼⽥ 健太 たかだ けんた 32 埼⽟県
12 ⾼橋 直也 たかはし なおや 35 群⾺県
13 筒井 剛 つつい たけし 39 千葉県
14 清⽔ 勇希 しみず ゆうき 30 群⾺県
15 新井 純輝 あらい じゅんき 30 東京都
16 早川 昌⾂ はやかわ まさおみ 37 群⾺県
17 椎原 正尋 しいはら まさひろ 33 東京都
18 海上 裕樹 うながみ ゆうき 34 栃⽊県
19 兼丸 和⼈ かねまる かずと 36 群⾺県
20 堀越 弘透 ほりこし ひろゆき 32 群⾺県
21 ⽵倉 翔平 たけくら しょうへい 30 東京都
22 堀野 尋嗣 ほりの ひろつぐ 39 東京都
23 ⻄尾 聡⼀郎 にしお そういちろう 39 東京都
24 市川 直紀 いちかわ なおき 32 群⾺県
25 ⾼野 雄貴 たかの ゆうき 30 東京都
26 井上 誠 いのうえ まこと 32 東京都
27 関⽥ 雄⼀ せきた ゆういち 33 群⾺県
28 岡本 護 おかもと まもる 35 茨城県
29 宮内 善光 みやうち ぜんこう 36 群⾺県
30 中村 和裕 なかむら かずひろ 30 群⾺県
31 新⽥ 武徳 にった たけのり 31 群⾺県
32 桐⽣ 昌毅 きりゅう まさき 31 群⾺県
33 ⼭本 匠晃 やまもと たかあき 33 東京都
34 松⽥ 誠 まつだ まこと 37 群⾺県
35 東 正⼆郎 ひがし せいじろう 34 埼⽟県
36 ⼩林 範之 こばやし のりゆき 37 群⾺県

【ミドルクラス】



37 ⼩野寺 義⼈ おのでら よしひと 37 千葉県
38 武藤 将徳 むとう まさのり 31 千葉県
39 佐藤 慶吾 さとう けいご 34 群⾺県
40 井原 将隆 いはら まさたか 37 東京都
41 渡辺 智弘 わたなべ ともひろ 34 東京都
42 新井 悠介 あらい ゆうすけ 30 群⾺県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 関⼝ 浩史 せきぐち ひろし 45 神奈川県
2 ⽇下 賢 くさか さとし 44 埼⽟県
3 前原 理喜哉 まえはら りきや 48 群⾺県
4 諸星 ⻫ もろほし ひとし 43 埼⽟県
5 齋藤 修⼀ さいとう しゅういち 45 愛知県
6 蓑 洋 みの ひろし 46 神奈川県
7 佐藤 貴雄 さとう たかお 45 群⾺県
8 新井 洋⼀ あらい よういち 41 埼⽟県
9 塩原 聡 しおばら さとし 42 群⾺県
10 津久井 孝昌 つくい たかあき 45 栃⽊県
11 島⽥ 淳 しまだ じゅん 40 群⾺県
12 ⽥中 輝彦 たなか てるひこ 49 群⾺県
13 上中 照政 かみなか てるまさ 43 群⾺県
14 井ノ⼝ 雅志 いのくち まさし 45 埼⽟県
15 ⽊村 宏 きむら ひろし 43 埼⽟県
16 ⼭⼝ 正⼀ やまぐち まさかず 40 東京都
17 鈴⽊ 清⽂ すずき きよふみ 47 愛知県
18 豊⽥ 益央 とよた ますひさ 44 東京都
19 ⾦⼦ 純 かねこ じゅん 41 東京都
20 佐藤 康貴 さとう やすたか 41 群⾺県
21 内⼭ 幸樹 うちやま こうき 46 東京都
22 関野 吉記 せきの よしき 40 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 加藤 勉 かとう つとむ 51 埼⽟県
2 岩瀬 洋之 いわせ ひろゆき 53 千葉県
3 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
4 多胡 和寛 たご かずひろ 59 群⾺県
5 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 53 埼⽟県
6 ⼭本 尚⼀ やまもと しょういち 57 群⾺県
7 秋⼭ 勝義 あきやま かつよし 51 埼⽟県
8 恩⽥ 治男 おんだ はるお 72 栃⽊県
9 遠藤 秀作 えんどう しゅうさく 52 東京都

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



10 千村 昇 ちむら のぼる 52 埼⽟県
11 杉本 博之 すぎもと ひろゆき 55 群⾺県
12 ⻑⽥ 昌秀 おさだ まさひで 64 静岡県
13 井⼝ 誠 いぐち まこと 53 新潟県
14 岩⽥ 正彦 いわた まさひこ 55 群⾺県
15 岡本 幸久 おかもと ゆきひさ 55 埼⽟県
16 ⼭⼝ 悟 やまぐち さとる 58 神奈川県
17 村崎 寿彦 むらさき としひこ 60 東京都
18 林 ⼀成 はやし かずしげ 55 埼⽟県
19 渡部 嘉⽂ わたなべ よしふみ 51 群⾺県
20 本澤 清⼀ ほんざわ きよかず 55 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 奈良 奈美 なら なみ 29 埼⽟県
2 古部 晶⼦ ふるべ しょうこ 28 埼⽟県
3 ⼩川 杏奈 おがわ あんな 26 東京都
4 ⼩川 友紀 おがわ ゆき 28 神奈川県
5 川鍋 葵 かわなべ あおい 27 埼⽟県
6 平野 莉⼦ ひらの りこ 24 東京都
7 吉⽥ しのぶ よしだ しのぶ 23 群⾺県
8 南 万由 みなみ まゆ 23 東京都
9 横⼭ みなみ よこやま みなみ 22 東京都
10 倉林 歩美 くらばやし あゆみ 25 北海道
11 ⾼桑 彩 たかくわ あや 24 東京都
12 ⻄澤 あゆみ にしざわ あゆみ 24 群⾺県
13 坂本 さえ さかもと さえ 25 群⾺県
14 ⽠⽥ 仁美 うりた ひとみ 23 群⾺県
15 三河 万⾥⼦ みかわ まりこ 24 群⾺県
16 坂根 まり さかね まり 25 東京都
17 宮河 マヤ みやがわ まや 27 東京都
18 中⼭ 知佳穂 なかやま ちかほ 27 埼⽟県
19 ⾼橋 未帆 たかはし みほ 27 東京都
20 ⻫藤 亜⾥沙 さいとう ありさ 24 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼤⽵ 恵 おおたけ めぐみ 30 東京都
2 ⼭本 かな やまもと かな 32 茨城県
3 梶 さやか かじ さやか 36 東京都
4 内海 ⾹織 うつみ かおり 34 神奈川県
5 渡部 希絵 わたなべ きえ 32 ⻘森県
6 箭内 真実 やない まみ 31 東京都

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



7 松本 陽⼦ まつもと ようこ 33 埼⽟県
8 ⾼原 沙織 たかはら さおり 35 栃⽊県
9 ⻑⾕川 千紘 はせがわ ちひろ 35 東京都
10 佐藤 愛 さとう あい 37 群⾺県
11 中澤 ⾹織 なかざわ かおり 30 群⾺県
12 奥村 若葉 おくむら わかば 34 東京都
13 岡⽥ 佳美 おかだ よしみ 35 群⾺県
14 恒松 恵⾥⼦ つねまつ えりこ 34 東京都
15 ⾓井 ⿇⼦ つのい あさこ 38 東京都
16 秋⼭ 加奈 あきやま かな 32 東京都
17 ⼤野 詩⼦ おおの うたこ 37 埼⽟県
18 原 ⼣貴枝 はら ゆきえ 32 神奈川県
19 豊⽥ 由紀恵 とよた ゆきえ 39 東京都
20 ⼩野塚 久美 おのづか くみ 34 神奈川県
21 辻 ⽇向⼦ つじ ひなこ 30 千葉県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 岡⽥ 真澄 おかだ ますみ 41 埼⽟県
2 北澄 利恵⼦ きたずみ りえこ 44 群⾺県
3 藤井 由美 ふじい ゆみ 41 東京都
4 四⼗物 きく恵 あいもの きくえ 43 埼⽟県
5 飯島 美智⼦ いいじま みちこ 40 東京都
6 鈴⽊ 聡美 すずき さとみ 40 埼⽟県
7 鶴⽥ ⼩百合 つるた さゆり 41 群⾺県
8 井上 ゆり いのうえ ゆり 48 千葉県
9 ⻤沢 美典 おにざわ みのり 44 千葉県
10 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 42 東京都
11 藤原 希 ふじわら のぞみ 44 栃⽊県
12 嶋⽥ 志都花 しまだ しづか 40 東京都
13 瀬野 優⼦ せの ゆうこ 40 沖縄県
14 加藤 由佳理 かとう ゆかり 42 東京都
15 秋⼭ 千鶴 あきやま ちづる 45 東京都
16 ⽯井・花マリーザ いしい・はなマリーザ 42 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 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 55 東京都
3 佐藤 陽⼦ さとう ようこ 58 東京都
4 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 51 東京都
5 近藤 美⾹ こんどう みか 52 埼⽟県
6 ⼿塚 由美⼦ てづか ゆみこ 57 埼⽟県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】



7 住⾕ 摩耶 すみや まや 52 神奈川県
8 ⼟⽥ 寛⼦ つちだ ひろこ 52 新潟県
9 鈴⽊ 都和⼦ すずき みわこ 50 群⾺県
10 渡邉 美和 わたなべ みわ 50 福島県


