
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻫藤 史也 さいとう ふみや 25 神奈川県
2 李 滝⼆ り りょんい 28 東京都
3 鍬⽥ 将⼤ くわた まさひろ 26 岡⼭県
4 ⼩野瀬 翔悟 おのせ しょうご 21 神奈川県
5 ⼤⽥和 知輝 おおたわ ともき 22 埼⽟県
6 酒井 ⼤地 さかい だいち 22 東京都
7 久多良⽊ 賢 くたらぎ けん 24 埼⽟県
8 牧 健司 まき けんじ 27 神奈川県
9 松井 直⼈ まつい なおと 22 神奈川県

10 礒野 啓太 いその けいた 20 千葉県
11 市川 信⾏ いちかわ のぶゆき 23 神奈川県
12 野中 剣 のなか けん 21 神奈川県
13 ⼤⻄ 祐之介 おおにし ゆうのすけ 23 東京都
14 井上 光樹 いのうえ こうき 23 神奈川県
15 加藤 拓真 かとう たくま 29 神奈川県
16 吉⽥ 涼⾺ よしだ りょうま 20 東京都
17 ⾼梨 晟也 たかなし せいや 21 千葉県
18 吉⽥ 太樹 よしだ たいじゅ 20 神奈川県
19 三浦 英 みうら ひかる 28 神奈川県
20 鈴⽊ 康祐 すずき こうすけ 24 東京都
21 坂⼝ ⼤樹 さかぐち だいき 21 神奈川県
22 ⽊村 天⾺ きむら てんま 22 東京都
23 ⽮萩 ⾼志 やはぎ たかし 29 東京都
24 三浦 望 みうら のぞみ 25 神奈川県
25 井塚 雅史 いづか まさし 23 東京都
26 加納 翔 かのう しょう 26 茨城県
27 村上 武誠 むらかみ たけし 26 埼⽟県
28 岡⽥ 光 おかだ ひかり 24 神奈川県
29 船⼾ 速⼈ ふなと はやと 27 東京都
30 内堀 裕⽃ うちぼり ゆうと 23 千葉県
31 ⼭本 ⻯輔 やまもと りゅうすけ 20 東京都
32 ⾈津 ⻯次 ふなつ りゅうじ 23 神奈川県
33 ⽊村 拳太 きむら けんた 22 神奈川県
34 古⾕⽥ 鴻太 こやた こうた 21 神奈川県
35 堀⼝ 優真 ほりぐち ゆうま 20 東京都
36 畑 優⼤ はた ゆうだい 27 神奈川県
37 岡村 瑠偉 おかむら るい 19 千葉県
38 井上 粋⼈ いのうえ いきと 20 東京都
39 ⾓ ⼀輝 すみ かずき 19 神奈川県
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40 宮澤 ⼒太 みやざわ りきた 24 千葉県
41 宮坂 旭 みやさか あさひ 24 東京都
42 蘆⽥ 貴章 あしだ たかあき 20 東京都
43 井上 健太 いのうえ けんた 21 神奈川県
44 今村 奨太 いまむら しょうた 23 神奈川県
45 ⻄崎 絢次アイゼア にしざき けんじあいぜあ 21 神奈川県
46 ⼩島 ⼀球 こじま いっきゅう 28 神奈川県
47 ⽥中 悠介 たなか ゆうすけ 23 神奈川県
48 ⼭中 祥輝 やまなか よしき 26 茨城県
49 鎌⽥ 成史 かまだ じょうじ 28 神奈川県
50 佐々⽊ 隆太郎 ささき りゅうたろう 27 愛知県
51 橋本 知樹 はしもと ともき 25 東京都
52 宇⽥川 稜平 うだがわ りょうへい 27 埼⽟県
53 仲井 裕⼀朗 なかい ゆういちろう 21 神奈川県
54 宮崎 正史 みやざき まさし 25 神奈川県
55 ⽯⼭ 智之 いしやま ともゆき 24 東京都
56 横溝 光平 よこみぞ こうへい 22 神奈川県
57 鈴⽊ 駿介 すずき しゅんすけ 21 茨城県
58 渡辺 康平 わたなべ こうへい 24 東京都
59 川渕 亮太 かわぶち りょうた 23 神奈川県
60 ⾼安 真⽮ たかやす しんや 27 神奈川県
61 中島 華⽉ なかじま かつき 24 東京都
62 鶴岡 佑磨 つるおか ゆうま 28 東京都
63 寺島 由宇 てらしま ゆう 25 東京都
64 平井 淳也 ひらい じゅんや 28 ⼭梨県
65 古川 光治 ふるかわ みつはる 28 東京都
66 ⻲⾕ 亮太 かめたに りょうた 24 埼⽟県
67 柿崎 智尋 かきざき ちひろ 20 神奈川県
68 平岡 泰成 ひらおか たいせい 24 埼⽟県
69 古⾕ 勇⼈ ふるや はやと 23 静岡県
70 ⿅内 健⽃ しかない けんと 20 神奈川県
71 細野 優 ほその ゆう 27 神奈川県
72 三国⾕ 健太 みくにや けんた 24 東京都
73 内⽥ 優太郎 うちだ ゆうたろう 24 神奈川県
74 河⻄ 聡哉 かわにし そうや 21 神奈川県
75 今泉 拓⾺ いまいずみ たくま 28 千葉県
76 川崎 源 かわさき げん 25 埼⽟県
77 齋藤 和⼤ さいとう かずと 18 静岡県
78 ⽯⽥ 翔⼠ いしだ しょうじ 26 東京都
79 ⼭本 和樹 やまもと かずき 20 神奈川県
80 成⽥ 隆俊 なりた たかとし 28 神奈川県
81 中村 和良 なかむら かずよし 24 茨城県
82 ⼭嵜 智世 やまざき ともよ 24 埼⽟県



83 ⼩⽥島 春星 おだじま しゅんせい 29 神奈川県
84 武⽥ ⽇明 たけだ あきら 20 静岡県
85 古⽥ 太偉雅 ふるた たいが 20 静岡県
86 宮腰 健吾 みやこし けんご 26 東京都
87 久保 遼平 くぼ りょうへい 23 神奈川県
88 松井 崇彰 まつい たかあき 21 神奈川県
89 ⽇向 裕介 ひなた ゆうすけ 29 神奈川県
90 ⻘島 朋希 あおしま ともき 23 静岡県
91 上原 ⼤次郎 うえはら だいじろう 29 東京都
92 稲村 裕貴 いなむら ゆうき 24 神奈川県
93 ⾦澤 卓也 かなざわ たくや 22 神奈川県
94 ⼩林 将司 こばやし まさし 20 神奈川県
95 仲川 耶真⼈ なかがわ やまと 23 神奈川県
96 笠井 啓⽃ かさい ひろと 21 神奈川県
97 ⻑⾨ 貴仁 ながと たかひと 29 東京都
98 市川 貴久 いちかわ たかひさ 28 東京都
99 吉野 望 よしの のぞむ 29 神奈川県
100 横⽥ 直也 よこた なおや 27 神奈川県
101 池⽥ 達也 いけだ たつや 21 神奈川県
102 ⽵⼝ ⽂也 たけぐち ふみや 29 神奈川県
103 椿 ⼤輝 つばき ひろき 21 兵庫県
104 佐藤 廉 さとう れん 23 東京都
105 鈴⽊ ⼀真 すずき かずま 21 神奈川県
106 渡邉 浩平 わたなべ こうへい 26 静岡県
107 ⾼松 由樹 たかまつ ゆうき 29 静岡県
108 ⼩松 幹哉 こまつ みきや 28 神奈川県
109 塚⽥ 直也 つかだ なおや 27 東京都
110 遠藤 ⼤樹 えんどう だいき 21 神奈川県
111 岩ヶ⾕ 祐司 いわがや ゆうじ 21 静岡県
112 濱野 雄次 はまの ゆうじ 25 神奈川県
113 諏訪 祥太郎 すわ しょうたろう 29 神奈川県
114 ⼾⾕ 尚貴 とや なおき 25 神奈川県
115 佐藤 健太 さとう けんた 25 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
116 鈴⽊ 英策 すずき えいさく 38 ⼭形県
117 酒井 ⼀浩 さかい かずひろ 32 千葉県
118 乾 祐介 いぬい ゆうすけ 33 東京都
119 蛭間 康太 ひるま こうた 31 東京都
120 松尾 憲 まつお けん 30 千葉県
121 藤井 正彦 ふじい まさひこ 31 兵庫県
122 刑部 清海 ぎょうぶ すかい 35 東京都

【ミドルクラス】



123 広兼 孝史 ひろかね たかし 31 神奈川県
124 松井 孝彦 まつい たかひこ 37 千葉県
125 ⿊⽥ 道治 くろだ みちはる 33 神奈川県
126 尾花 優 おばな まさる 31 栃⽊県
127 俵 芳次 たわら よしつぐ 38 神奈川県
128 越⽥ 将友 こしだ まさとも 33 静岡県
129 ⼤場 ⼤樹 おおば だいき 35 神奈川県
130 吉⽥“ARMY” 真 よしだあーみー まこと 35 神奈川県
131 鈴⽊ 邦和 すずき くにかず 36 神奈川県
132 ⽯⽥ 優城 いしだ ゆうき 30 神奈川県
133 ⾼ 蓮浩 こう りょんほ 39 神奈川県
134 満川 洋元 みつかわ ひろもと 37 茨城県
135 ⼩路 隆太 しょうじ りゅうた 35 静岡県
136 佐々⽊ 穂⾼ ささき ほだか 32 神奈川県
137 飯塚 徹 いいづか とおる 33 群⾺県
138 伊藤 慎悟 いとう しんご 31 神奈川県
139 船⽊ 永登 ふなき ひさのり 30 東京都
140 村井 達則 むらい たつのり 31 東京都
141 榊間 ⼀貢 さかきま かずつぐ 37 愛知県
142 ⻄川 潤 にしかわ じゅん 35 東京都
143 新⽥ ⼤貴 にった ひろき 31 東京都
144 鈴⽊ 慧 すずき けい 30 茨城県
145 近藤 理貴 こんどう みちたか 31 神奈川県
146 川北 陽司 かわきた ようじ 31 東京都
147 安⽥ 雄⼆ やすだ ゆうじ 38 神奈川県
148 早野 昌明 はやの まさあき 30 東京都
149 堀内 ⼤希 ほりうち だいき 31 神奈川県
150 ⾼⽊ 雄司 たかぎ ゆうじ 35 神奈川県
151 伊藤 ⼤輔 いとう だいすけ 38 神奈川県
152 川瀬 ⽐呂史 かわせ ひろし 30 埼⽟県
153 春⽊ 靖隆 はるき やすたか 31 東京都
154 松岡 秀⻁ まつおか ひでとら 39 東京都
155 杉⼭ 佑介 すぎやま ゆうすけ 37 静岡県
156 中村 剣⼈ なかむら けんと 30 ⼭梨県
157 松島 幸太郎 まつしま こうたろう 34 東京都
158 畠⼭ 秀平 はたけやま しゅうへい 32 東京都
159 駒野 徹 こまの とおる 31 栃⽊県
160 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 37 千葉県
161 須永 耕平 すなが こうへい 33 東京都
162 杉本 裕⼀ すぎもと ゆういち 37 神奈川県
163 ⼩野寺 真吾 おのでら しんご 34 神奈川県
164 ⽥島 侑 たじま ゆう 30 神奈川県
165 ⽮萩 有希夫 やはぎ ゆきお 32 東京都



166 ⼤塚 泰延 おおつか やすのぶ 38 千葉県
167 猪瀬 雄⼤ いのせ ゆうた 32 茨城県
168 早川 雄輔 はやかわ ゆうすけ 36 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
169 トラン ヴィン とらん ヴぃん 47 神奈川県
170 ⼩⾥ 雅和 こさと まさかず 40 東京都
171 中野 貴史 なかの たかし 45 ⼤阪府
172 ⼩野 利康 おの としやす 46 神奈川県
173 志賀 ⼀ しが はじめ 41 神奈川県
174 秋元 哲史 あきもと のりちか 43 神奈川県
175 尾関 陽介 おぜき ようすけ 40 神奈川県
176 ⼩原 茂樹 おばら しげき 45 千葉県
177 ⽊ノ内 俊光 きのうち としみつ 41 静岡県
178 ⽩⽯ ⻯⼆ しらいし りゅうじ 40 東京都
179 前⽥ 拓摩 まえだ たくま 40 東京都
180 細川 潤⼀ ほそかわ じゅんいち 47 神奈川県
181 藤原 尚也 ふじわら なおや 44 神奈川県
182 渋⾕ 祐⼆ しぶや ゆうじ 44 神奈川県
183 杉⽥ 充 すぎた たかし 46 東京都
184 中津 義幸 なかつ よしゆき 45 神奈川県
185 神川 剛⼀ じんかわ こういち 44 神奈川県
186 炬⼝ 雅⼈ たけぐち まさと 41 愛知県
187 坂井 俊幸 さかい としゆき 42 神奈川県
188 上釜 陵 うえかま りょう 40 東京都
189 ⽥中 徳之 たなか のりゆき 49 神奈川県
190 中村 則昭 なかむら のりあき 46 神奈川県
191 佐藤 孝 さとう たかし 44 神奈川県
192 中村 徹 なかむら とおる 43 神奈川県
193 永原 シゲル ながはら しげる 43 ⼤阪府
194 佐々⽊ 亮真 ささき りょうま 46 神奈川県
195 野間 浩志 のま ひろし 42 東京都
196 齋藤 良太郎 さいとう りょうたろう 46 埼⽟県
197 吉⽥ 浩⼀ よしだ こういち 46 神奈川県
198 秋根 良英 あきね よしひで 49 東京都
199 ⽴⼭ 智紀 たちやま とものり 44 神奈川県
200 岩間 光栄 いわま こうえい 44 東京都
201 LEE DONGHYUN い どんひょん 42 東京都
202 古賀 康史 こが やすふみ 41 千葉県
203 ⼩崎 陽 おざき あきら 40 茨城県
204 ⼤沼 友和 おおぬま ともかず 41 東京都
205 佐藤 隆孝 さとう よしたか 46 群⾺県

【マスターズクラス】



206 渡邊 正浩 わたなべ まさひろ 40 東京都
207 ⽥巻 利雄 たまき としお 49 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
208 樋⼝ 俊雄 ひぐち としお 58 神奈川県
209 北村 滋久 きたむら しげひさ 55 茨城県
210 寺嶋 弘⼀ てらしま こういち 53 静岡県
211 柏⽊ 均之 かしわぎ まさゆき 51 東京都
212 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 51 埼⽟県
213 富井 博美 とみい ひろみ 65 ⻑野県
214 狩野 敏之 かのう としゆき 50 東京都
215 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 51 埼⽟県
216 岡 喜浩 おか よしひろ 51 東京都
217 森永 隆之 もりなが たかゆき 52 千葉県
218 森本 晃 もりもと のぼる 53 東京都
219 恵賀 正治 けいが まさはる 53 埼⽟県
220 ⼯藤 智之 くどう ともゆき 51 千葉県
221 三浦 傑 みうら まさる 57 東京都
222 後藤 政史 ごとう まさし 56 神奈川県
223 浅⽥ 洋⼀ あさだ よういち 56 東京都
224 ⼤貫 ⼀⽣ おおぬき いっせい 54 神奈川県
225 ⽥村 豊 たむら ゆたか 53 神奈川県
226 鈴⽊ 智 すずき さとし 52 静岡県
227 伊藤 孝 いとう たかし 50 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中村 有希 なかむら ゆうき 24 東京都
2 櫻井 めい さくらい めい 26 神奈川県
3 竿崎 利佳 さおざき りか 26 神奈川県
4 宇佐美 ひかり うさみ ひかり 27 東京都
5 久⼿堅 和瑚 くでけん わこ 25 東京都
6 吉井 ⾹奈恵 よしい かなえ 25 東京都
7 若菜 菜央 わかな なお 24 東京都
8 志々⾒ 彩 ししみ あや 28 東京都
9 向⽥ 安奈 むかいだ あんな 29 千葉県

10 桑原 真也加 くわばら まやか 23 埼⽟県
11 ⻘柳 ⾵⾹ あおやぎ ふうか 23 東京都
12 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 28 静岡県
13 近藤 幸乃 こんどう ゆきの 28 神奈川県
14 武⽥ 亜美 たけだ あみ 28 千葉県
15 鈴⽊ 亜耶 すずき あや 28 東京都

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



16 和⽥ ⼀紗 わだ かずさ 23 静岡県
17 ⾼橋 ⾹波 たかはし かなみ 26 東京都
18 ⼤友 美咲恵 おおとも みさえ 21 千葉県
19 横⽥ 絵⾥ よこた えり 23 神奈川県
20 上笹 真⾥奈 うえささ まりな 24 東京都
21 ⼤畑 美菜 おおはた みな 28 東京都
22 ⾕岡 雅 たにおか みやび 29 神奈川県
23 菅野 萌⼦ すがの もえこ 25 東京都
24 ⼭崎 夢倫 やまざき ゆめり 24 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
25 ⼩野塚 久美 おのづか くみ 35 神奈川県
26 ⽴⽯  久美⼦ たていし くみこ 36 東京都
27 ⼭下 絵美 やました えみ 38 神奈川県
28 落合 渚 おちあい なぎさ 30 神奈川県
29 嶋⽥ 智⼦ しまだ ともこ 32 北海道
30 藤井 晴⾹ ふじい はるか 36 神奈川県
31 友利 有希 ともり ゆき 31 東京都
32 郡 智⼦ こおり ともこ 37 東京都
33 ⾼⼭ 美央 たかやま みお 30 東京都
34 ⼩野 ちひろ おの ちひろ 35 ⼭梨県
35 ⼩川 章⼦ おがわ あきこ 36 ⻑野県
36 ⼤内 琴世 おおうち ことよ 34 神奈川県
37 増本 郁恵 ますもと いくえ 35 神奈川県
38 今村 ⼀恵 いまむら いちえ 37 神奈川県
39 ⿊澤 美野⾥ くろさわ みのり 37 神奈川県
40 ⽚平 愛⼦ かたひら あいこ 30 静岡県
41 ⼩路 恭⼦ しょうじ きょうこ 30 静岡県
42 パルベルク 美沙⼦ ぱるべるく みさこ 37 東京都
43 今泉 絵理⾹ いまいずみ えりか 31 東京都
44 ⾦⼦ 瞳 かねこ ひとみ 32 千葉県
45 MAKI まき 38 神奈川県
46 齋藤 恵 さいとう めぐみ 35 東京都
47 浜野 円⾹ はまの まどか 34 千葉県
48 ⼭中 ⿇⾥絵 やまなか まりえ 30 神奈川県
49 遠藤 由貴 えんどう ゆき 30 神奈川県
50 ⼭中 絵⾥奈 やまなか えりな 32 東京都
51 渡邊 真⾥⼦ わたなべ まりこ 37 東京都
52 村上 絢⾹ むらかみ あやか 35 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



53 ⾦坂 由⾥ かねさか ゆり 44 東京都
54 上野 ⿇⾐⼦ うえの まいこ 41 神奈川県
55 ⼭⽥ 聖⼦ やまだ せいこ 44 東京都
56 横⼭ 保江 よこやま やすえ 48 千葉県
57 李 なよん り なよん 45 神奈川県
58 今橋 由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
59 野村 尚美 のむら なおみ 44 北海道
60 ⽚岡 梢 かたおか こずえ 41 埼⽟県
61 佐藤 由美⼦ さとう ゆみこ 49 千葉県
62 ⻄川 知⾥ にしかわ ちさと 42 東京都
63 天野 悦⼦ あまの えつこ 43 神奈川県
64 平⽥ 順⼦ ひらた じゅんこ 47 東京都
65 三浦 真理⼦ みうら まりこ 46 神奈川県
66 宮尾 めぐみ みやお めぐみ 43 神奈川県
67 増井 美起 ますい みき 40 東京都
68 稲葉 聡美 いなば さとみ 42 愛知県
69 三浦 久美⼦ みうら くみこ 43 愛知県
70 内⽥ 美由紀 うちだ みゆき 42 神奈川県
71 ⾼橋 志保 たかはし しほ 46 静岡県
72 松井 ⿇美 まつい あさみ 40 ⻑野県
73 ⼿塚 紀⼦ てづか のりこ 47 神奈川県
74 松本 ⿇⾐⼦ まつもと まいこ 41 東京都
75 柳⽥ 純江 やなぎだ すみえ 41 神奈川県
76 佐藤 幸⼦ さとう さちこ 44 東京都
77 曽我部 千恵⼦ そがべ ちえこ 48 東京都
78 ⼤⽵ 仁美 おおたけ ひとみ 40 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
79 ⽮崎 絵美 やざき えみ 60 東京都
80 渡辺 恵美 わたなべ えみ 53 ⼭梨県
81 ⼤澤 美⾹ おおさわ みか 54 茨城県
82 ⽥村 栄⼦ たむら えいこ 53 新潟県
83 岩松 美幸 いわまつ みゆき 50 兵庫県
84 荒井 有美 あらい ありみ 52 埼⽟県
85 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 51 ⻑野県
86 岡⽥ 弘⼦ おかだ ひろこ 53 東京都
87 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 53 北海道
88 ⼩林 実千代 こばやし みちよ 60 東京都
89 境 智美 さかい ともみ 54 東京都
90 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 50 東京都
91 野村 良枝 のむら よしえ 53 愛知県
92 浦  京⼦ うら きょうこ 52 神奈川県

【クイーンクラス】



93 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 57 東京都
94 ⽥村 ⿇佐⼦ たむら まさこ 51 神奈川県
95 秋⼭ 季久榮 あきやま きくえ 52 千葉県
96 塚本 由美 つかもと ゆみ 54 千葉県
97 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 56 東京都
98 ⼭中 和美 やまなか かずみ 56 ⼤阪府
99 岡本 悦⼦ おかもと えつこ 57 東京都
100 清⽔ 裕⼦ しみず ゆうこ 51 東京都


