
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 間嶋　怜央 まじま　れお 25 新潟県

2 上之原　幸祐 かみのはら　こうすけ 22 神奈川県

3 坂下　誠 さかした　まこと 25 新潟県

4 伊藤　圭祐 いとう　けいすけ 21 新潟県

5 栗原　健矢 くりはら　けんや 23 新潟県

6 田口　翔太 たぐち　しょうた 23 埼玉県

7 秋元　辰徳 あきもと　たつのり 29 埼玉県

8 荒木　武允 あらき　たけと 20 新潟県

9 小池　優人 こいけ　まさと 27 新潟県

10 小林　快宇 こばやし　やすたか 21 新潟県

11 酒井　洸人 さかい　ひろと 21 新潟県

12 大嶋　僚 おおしま　りょう 20 埼玉県

13 伊丹　光希 いたみ　こうき 21 新潟県

14 田村　和輝 たむら　かずき 24 新潟県

15 五十嵐　雅人 いがらし　まさと 22 埼玉県

16 丸山　祐貴 まるやま　ゆうき 28 新潟県

17 小幡　建仁 おばた　けんと 29 新潟県

18 並木　昭磨 なみき　しょうま 20 群馬県

19 金木　祥隆 かなき　よしたか 29 富山県

20 中澤　龍太 なかざわ　りゅうた 29 新潟県

21 野口　光晃 のぐち　みつあき 25 新潟県

22 今村　克哉 いまむら　かつや 22 東京都

23 木暮　真大 こぐれ　まさひろ 26 群馬県

24 福泉　直哉 ふくいずみ　なおや 22 東京都

25 高橋　勝男 たかはし　かずお 25 新潟県

26 中山　拓哉 なかやま　たくや 22 新潟県

27 伊藤　幹人 いとう　みきと 23 新潟県

28 下鳥　駿汰 しもとり　しゅんた 23 愛知県

29 村山　拓真 むらやま　たくま 29 東京都

30 内山　利貴 うちやま　としき 27 新潟県

31 七五三木　義妃 しめぎ　よしき 28 群馬県

32 高橋　祐人 たかはし　ゆうと 28 東京都

33 桑原　征太郎 くわばら　せいたろう 22 新潟県

34 塩原　徳大 しおばら　のりひろ 21 新潟県

35 中澤　敏之 なかざわ　としゆき 26 東京都

36 鈴木　宏明 すずき　ひろあき 29 山形県

37 博田　剛 はかた　つよし 23 長野県

38 畑田　智洋 はただ　ともひろ 28 新潟県

39 熊谷　翼 くまがい　つばさ 21 北海道

40 北島　豪士 きたじま　つよし 27 神奈川県

41 相川　康平 あいかわ　こうへい 25 群馬県

42 河村　勇喜 かわむら　ゆうき 28 埼玉県

43 宇治　克哉 うじ　かつや 21 東京都

44 羽下　健司 はが　けんじ 26 新潟県

45 三上　玲雄 みかみ　れお 21 東京都
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46 布澤　英介 ふざわ　えいすけ 27 神奈川県

47 渡邉　結希 わたなべ　ゆうき 27 長野県

48 佐藤　元紀 さとう　もとき 26 東京都

49 大瀧　健太朗 おおたき　けんたろう 21 栃木県

50 河本　一樹 かわもと　かずき 24 富山県

51 大浦　優斗 おおうら　まさと 27 新潟県

52 石山　翔太 いしやま　しょうた 24 新潟県

53 南　翔太 みなみ　しょうた 24 石川県

54 井上　郁弥 いのうえ　ふみや 23 東京都

55 岩下　翔 いわした　しょう 21 新潟県

56 荒井　拓馬 あらい　たくま 26 新潟県

57 小海　貴史 こかい　たかふみ 25 新潟県

58 小林　将也 こばやし　まさや 22 富山県

59 田野倉　佑 たのくら　ゆう 26 東京都

60 湯本　洸希 ゆもと　こうき 26 新潟県

61 坂井　勇清 さかい　たけきよ 25 東京都

62 石橋　拓也 いしばし　たくや 27 東京都

63 手塚　寛 てづか　ひろし 28 栃木県

64 大橋　将太 おおはし　しょうた 25 神奈川県

65 原　貴大 はら　たかひろ 25 東京都

66 橋本　麻央 はしもと　まお 27 東京都

67 早川　裕記 はやかわ　ひろき 29 愛知県

68 佐藤　翔 さとう　しょう 27 群馬県

69 吉田　文哉 よしだ　ふみや 23 長野県

70 橋本　拓也 はしもと　たくや 21 東京都

71 増田　海斗 ますだ　かいと 21 神奈川県

72 高橋　尚志 たかはし　ひさし 25 岩手県

73 富樫　竜太 とがし　りゅうた 29 東京都

74 得能　優人 とくのう　まさと 28 神奈川県

75 塚田　直也 つかだ　なおや 26 東京都

76 吉田　健一 よしだ　けんいち 28 長野県

77 渡部　洵也 わたなべ　じゅんや 19 福島県

78 草野　一也 くさの　かずや 25 宮城県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 渡部　誠 わたなべ　まこと 35 宮城県

2 飯塚　徹 いいづか　とおる 32 群馬県

3 佐藤　敏寛 さとう　としひろ 35 宮城県

4 赤野　悟 あかの　さとる 37 新潟県

5 篠原　健一 しのはら　けんいち 39 神奈川県

6 駒澤　悟 こまざわ　さとる 33 大阪府

7 齊藤　拓也 さいとう　たくや 33 富山県

8 西村　快 にしむら　かい 31 新潟県

9 七五三木　孝昭 しめぎ　たかあき 30 群馬県

10 中澤　亮太 なかざわ　りょうた 30 新潟県

11 皆戸　隆俊 かいと　たかとし 36 長野県

12 五十嵐　慎之亮 いからし　しんのすけ 35 新潟県

13 山本　晃司 やまもと　こうじ 32 新潟県

【ミドルクラス】



14 高野　一寿 たかの　かずとし 36 新潟県

15 原　博司 はら　ひろし 32 東京都

16 藤崎　勝史 ふじさき　かつし 39 新潟県

17 高野　拓也 たかの　たくや 30 富山県

18 倉重　育将 くらしげ　いくまさ 34 埼玉県

19 市川　直紀 いちかわ　なおき 32 群馬県

20 桑原　泰之 くわばら　やすゆき 35 新潟県

21 戸沢　直貴 とざわ　なおき 31 群馬県

22 滝沢　良 たきざわ　りょう 39 新潟県

23 鶴若　大祐 つるわか　だいすけ 31 新潟県

24 安達　翔太 あだち　しょうた 35 栃木県

25 牛尾　真一 うしお　しんいち 30 新潟県

26 谷口　優太 たにぐち　ゆうた 31 北海道

27 川上　智広 かわかみ　ともひろ 31 埼玉県

28 並木　雄一郎 なみき　ゆういちろう 32 埼玉県

29 武田　大輔 たけだ　だいすけ 36 千葉県

30 相場　広策 あいば　こうさく 32 神奈川県

31 松川　直晃 まつかわ　なおあき 32 新潟県

32 岸　英明 きし　ひであき 30 東京都

33 島村　誠一 しまむら　せいいち 34 埼玉県

34 多田野　昭 ただの　あきら 34 東京都

35 刈山　貴博 かりやま　たかひろ 33 東京都

36 松下　力 まつした　ちから 37 埼玉県

37 杉　勝也 すぎ　かつや 35 東京都

38 古山　翔 ふるやま　しょう 30 新潟県

39 吉岡　裕樹 よしおか　ゆうき 33 神奈川県

40 小林　泉 こばやし　いずみ 38 新潟県

41 佐久間　佳陽 さくま　よしはる 37 東京都

42 川井　皓司 かわい　こうじ 34 東京都

43 伊藤　昌洋 いとう　まさひろ 31 東京都

44 上地　裕作 うえち　ゆうさく 32 東京都

45 鈴木　盛家 すずき　もりいえ 38 愛知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 高野　雅也 たかの　まさや 45 埼玉県

2 神田　康之 かんだ　やすゆき 46 新潟県

3 小澤　雄一 おざわ　ゆういち 41 埼玉県

4 森橋　裕二 もりはし　ゆうじ 41 新潟県

5 倉谷　耕平 くらたに　こうへい 40 埼玉県

6 新　英三 あたらし　えいぞう 49 大阪府

7 白石　進 しらいし　すすむ 47 埼玉県

8 常川　貴扶 つねかわ　たかお 44 東京都

9 川島　千明 かわしま　ちあき 41 千葉県

10 石田　寛 いしだ　ひろし 40 新潟県

11 宇治野　竜馬 うじの　りゅうま 43 埼玉県

12 堀　真康 ほり　まさやす 42 富山県

13 青木　洋平 あおき　ようへい 44 千葉県

14 山本　真也 やまもと　しんや 49 東京都

【マスターズクラス】



15 宮田　将吾 みやた　しょうご 45 東京都

16 三浦　敏夫 みうら　としお 40 埼玉県

17 伊藤　伸明 いとう　のぶあき 49 東京都

18 藤永　賢治 ふじなが　けんじ 41 新潟県

19 野沢　孝行 のざわ　たかゆき 47 福島県

20 小林　渉 こばやし　わたる 43 新潟県

21 松本　祐介 まつもと　ゆうすけ 46 東京都

22 渡邊　和博 わたなべ　かずひろ 42 千葉県

23 益子　克彦 ますこ　かつひこ 48 東京都

24 金子　佳男 かねこ　よしお 46 東京都

25 大沼　友和 おおぬま　ともかず 40 東京都

26 高原　英樹 たかはら　ひでき 46 新潟県

27 長森　威之 ながもり　たけゆき 46 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 吉原　潔 よしはら　きよし 54 東京都

2 福永　亘 ふくなが　わたる 55 神奈川県

3 津沢　幹彦 つざわ　みきひこ 53 新潟県

4 金井　高志 かない　たかし 54 東京都

5 宮下　昌也 みやした　まさや 56 東京都

6 帆苅　孝平 ほかり　こうへい 54 新潟県

7 山田　健一 やまだ　けんいち 51 新潟県

8 榎本　千里 えのもと　ちさと 55 東京都

9 福田　隆 ふくだ　たかし 57 新潟県

10 西小路　洋之 にしこうじ　ひろゆき 50 千葉県

11 稲村　健一 いなむら　けんいち 57 神奈川県

12 池内　慎之介 いけうち　しんのすけ 53 新潟県

13 井口　誠 いぐち　まこと 53 新潟県

14 滝澤　博文 たきざわ　ひろふみ 50 埼玉県

15 萱沼　雅彦 かやぬま　まさひこ 54 山梨県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 藤野　真奈美 ふじの　まなみ 28 千葉県

2 河村　萌 かわむら　めぐみ 26 福井県

3 長谷川　里絵 はせがわ　りえ 28 新潟県

4 今泉　沙月 いまいずみ　さつき 26 千葉県

5 阿部　裕子 あべ　ゆうこ 29 新潟県

6 児玉　凜来 こだま　りく 21 東京都

7 篠原　佳苗 しのはら　かなえ 27 新潟県

8 中山　知佳穂 なかやま　ちかほ 27 埼玉県

9 梨本　梓 なしもと　あずさ 24 新潟県

10 川島　智佳 かわしま　ちか 26 千葉県

11 高橋　良乃 たかはし　よしの 29 新潟県

12 久手堅　和瑚 くでけん　わこ 24 東京都

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 松井　麻美 まつい　あさみ 39 山梨県

2 後藤　萌 ごとう　もえ 30 神奈川県

3 佐藤　隆子 さとう　たかこ 38 東京都

4 北　明未 きた　はるみ 31 東京都

5 山崎　真緒 やまさき　まお 30 東京都

6 藤由　絢子 ふじよし　あやこ 32 新潟県

7 桂　美佳 かつら　みか 31 東京都

8 阿部　未佳 あべ　みか 33 宮城県

9 須藤　真琴 すどう　まこと 35 東京都

10 品田　朋子 しなだ　ともこ 36 東京都

11 大塚　かおり おおつか　かおり 32 埼玉県

12 高久　あゆみ たかく　あゆみ 39 埼玉県

13 安永　真弓 やすなが　まゆみ 37 東京都

14 中村　有紀 なかむら　ゆき 34 新潟県

15 堀川　優姫 ほりかわ　ゆうき 30 新潟県

16 齋藤　優紀 さいとう　ゆき 32 新潟県

17 佐々木　亜紀子 ささき　あきこ 35 大阪府

18 井上　聡美 いのうえ　さとみ 32 新潟県

19 秋山　真喜恵 あきやま　まきえ 37 神奈川県

20 大場　エリカ おおば　えりか 32 東京都

21 REIKA れいか 33 神奈川県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 横山　保江 よこやま　やすえ 47 千葉県

2 小黒　信子 おぐろ　のぶこ 43 新潟県

3 金井　麻衣 かない　まい 43 大阪府

4 鬼防　雅美 きぼう　まさみ 49 神奈川県

5 高野　順子 たかの　じゅんこ 40 東京都

6 井土　真希 いづち　まき 42 茨城県

7 嶋田　志都花 しまだ　しづか 40 東京都

8 田中　夏美 たなか　なつみ 40 東京都

9 篠原　雅 しのはら　みやび 43 新潟県

10 細野　美紀 ほその　みき 45 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 小峯　栄子 こみね　えいこ 52 神奈川県

2 小野　理絵子 おの　りえこ 54 東京都

3 畑中　美里 はたなか　みさと 55 新潟県

4 岡田　みゆき おかだ　みゆき 57 東京都

5 溝口　由佳 みぞぐち　ゆか 53 東京都

6 武藤　郁子 むとう　いくこ 50 東京都

7 坂本　美穂 さかもと　みほ 53 新潟県

8 三宅　多佳子 みやけ　たかこ 54 東京都

9 土田　寛子 つちだ　ひろこ 52 新潟県

10 木田　貴絵 きだ　きえ 56 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】


