
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 小澤　巧 おざわ　たくみ 26 三重県

2 市川　大地 いちかわ　だいち 27 神奈川県

3 小野　功大 おの　こうだい 28 神奈川県

4 山本　智紀 やまもと　ともき 21 兵庫県

5 水埜　大 みずの　だい 26 東京都

6 菅原　慎 すがわら　しん 28 埼玉県

7 高島　隼人 たかしま　はやと 24 三重県

8 菅原　正輝 すがわら　まさき 25 北海道

9 佐藤　諒司 さとう　りょうじ 25 静岡県

10 雫石　将克 しずくいし　まさかつ 26 高知県

11 橋本 　麻央 はしもと　まお 29 東京都

12 伊沢　周 いさわ　あまね 27 秋田県

13 稲垣　秀吉 いながき　ひでよし 23 愛知県

14 佐圓　耀一 さえん　よういち 27 大阪府

15 堀川　奨 ほりかわ　しょう 24 高知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 関口　勇輔 せきぐち　ゆうすけ 30 栃木県

2 福永　将司 ふくなが　まさし 30 東京都

3 實松　健志郎 さねまつ　けんしろう 38 佐賀県

4 楜澤　誠也 くるみさわ　せいや 37 長野県

5 佐藤　幸人 さとう　ゆきと 34 神奈川県

6 萩原　慎也 はぎわら　しんや 33 岐阜県

7 菅野　一喜 かんの　かずき 34 福島県

8 渡辺　浩司 わたなべ　こうじ 38 愛知県

9 吉田　翼 よしだ　つばさ 38 栃木県

10 藤原　千浩 ふじわら　かずひろ 38 山口県

11 渡辺　規久 わたなべ　のりひさ 39 広島県

12 杉本　裕一 すぎもと　ゆういち 38 神奈川県

13 丹治　陽一 たんじ　よういち 36 東京都

14 唐澤　志陽 からさわ　しょう 30 東京都

15 NAKANO　JUNYA なかの　じゅんや 34 東京都

16 山下　祐也 やました　ゆうや 32 福岡県

17 水谷　公輔 みずたに　こうすけ 38 三重県

18 西浦　大輔 にしうら　だいすけ 33 大阪府

19 黒瀬　健 くろせ　けん 35 神奈川県

20 川原　佑亮 かわはら　ゆうすけ 35 大阪府

21 冨田　隆裕 とみた　たかひろ 31 神奈川県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 大野田　篤志 おおのだ　あつし 40 埼玉県

2 柳　岳彦 やなぎ　たけひこ 49 東京都

3 野田　裕厚 のだ　ひろあつ 47 岐阜県

4 吉澤　英太郎 よしざわ　えいたろう 45 高知県

5 西山　徹昭 にしやま　てつあき 42 滋賀県

6 伊藤　大輔 いとう　だいすけ 42 愛知県

7 福島　隆 ふくしま　たかし 49 福岡県

8 田中　俊輔 たなか　しゅんすけ 44 岡山県

9 堀　真康 ほり　まさやす 44 富山県

10 導祖　隆志 どうそ　たかし 45 茨城県

11 横田　光蔵 よこた　こうぞう 41 東京都

12 森　淳志 もり　あつし 47 福岡県

13 飯沼　正恒 いいぬま　まさつね 47 神奈川県

14 太田　佳希 おおた　よしき 40 愛知県

15 村山　政隆 むらやま　まさたか 41 愛知県

16 前田　将行 まえだ　まさゆき 45 愛知県

17 鈴木　盛家 すずき　もりいえ 40 愛知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 山口　勝久 やまぐち　かつひさ 58 神奈川県

2 吾郷　眞也 あごう　しんや 57 大阪府

3 豊島　耕三 とよしま　こうぞう 58 大阪府

4 田辺　哲 たなべ　さとし 58 静岡県

5 松野　行秀 まつの　ゆきひで 58 福島県

6 高倉　富美夫 たかくら　ふみお 53 滋賀県

7 岡崎　厚志 おかざき　あつし 56 大阪府

8 松井　美久 まつい　よしひさ 52 兵庫県

9 大島　正利 おおしま　まさとし 50 大阪府

10 福田　隆 ふくだ　たかし 59 新潟県

11 大寺　俊行 おおてら　としゆき 52 徳島県

12 猪瀬　政幸 いのせ　まさゆき 55 神奈川県

13 大野　貞克 おおの　さだかつ 51 静岡県

14 神谷　勝 かみたに　まさる 54 大阪府

15 浅井　ハンク あさい　はんく 50 東京都

16 石原　康伸 いしはら　やすのぶ 52 東京都

17 赤川　登志雄 あかがわ　としお 52 新潟県

18 斉藤　克美 さいとう　かつみ 55 東京都

19 益子　克彦 ますこ　かつひこ 50 東京都

20 石原　サンチェス陽一 いしはら　さんちぇすよういち 54 東京都

21 清水　勝一 しみず　かついち 51 千葉県

22 高柳　徹 たかやなぎ　とおる 61 神奈川県

23 田中　徳之 たなか　のりゆき 50 神奈川県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 三浦　しずか みうら　しずか 27 東京都

2 安田　彩華 やすだ　あやか 25 新潟県

3 小野寺　愛 おのでら　まな 26 千葉県

4 池田　祐里 いけだ　ゆり 29 京都府

5 足立　詩織 あだち　しおり 25 大阪府

6 井上　紗綾 いのうえ　さあや 24 大阪府

7 西原　桃香 にしはら　ももか 25 和歌山

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 高坂　千賀 こうさか　ちか 33 東京都

2 大屋　弥生 おおや　やよい 32 広島県

3 松村　具恵 まつむら　ともえ 37 高知県

4 中村　愛 なかむら　あい 32 東京都

5 林　真梨 はやし　まり 31 兵庫県

6 木村　由依 きむら　ゆい 32 愛知県

7 高松　加奈 たかまつ　かな 34 高知県

8 大石　愛 おおいし　あい 31 京都府

9 後呂　里絵 うしろ　りえ 33 兵庫県

10 山下　絵美 やました　えみ 39 神奈川県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 原　ゆり はら　ゆり 42 神奈川県

2 水野　慶子 みずの　けいこ 41 兵庫県

3 大山　悦子 おおやま　えつこ 42 兵庫県

4 上島　紀子 うえじま　のりこ 47 東京都

5 古賀　真理愛 こが　まりあ 42 東京都

6 吉田 　聖子 よしだ　せいこ 40 東京都

7 竹中　真紀 たけなか　まき 48 東京都

8 橋本　理緒 はしもと　りお 40 東京都

9 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

10 豊島 　愛子 としま　あいこ 42 東京都

11 大竹　仁美 おおたけ　ひとみ 41 愛知県

12 榎本　理栄子 えのもと　りえこ 45 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 平田　比登美 ひらた　ひとみ 53 千葉県

2 真田　順子 さなだ　じゅんこ 61 高知県

3 青山　成美 あおやま　まさみ 52 神奈川県

4 高田　礼子 たかだ　れいこ 53 東京都

5 松本　宏枝 まつもと　ひろえ 51 東京都

6 中村　晃子 なかむら　あきこ 52 東京都

7 赤杖　佳江子 あかづえ　かえこ 57 神奈川県

8 河島　智惠 かわしま　ともえ 56 東京都

9 平島　貴代美 ひらしま　きよみ 53 徳島県

10 加藤　あつこ かとう　あつこ 57 愛知県

11 町田　知美 まちだ　ともみ 50 福岡県

12 林　直美 はやし　なおみ 55 愛知県

13 堀之内　典子 ほりのうち　のりこ 50 神奈川県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


