
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 内⼭ 顕資 うちやま けんすけ 25 静岡県
2 近藤 良起 こんどう よしき 22 愛知県
3 濱地 ⼀輝 はまち かずき 20 愛知県
4 杉⼭ 幸弥 すぎやま ゆきや 24 静岡県
5 Le XuanCuong レ スアンクオン 22 静岡県
6 増⽥ 光稀 ますだ こうき 22 静岡県
7 伊東 武瑠 いとう たける 20 神奈川県
8 渡井 祐⼈ わたい ゆうと 21 静岡県
9 佐野 匠 さの たくみ 25 静岡県

10 町⽥ 拓也 まちだ たくや 24 静岡県
11 荒浪 晃伎 あらなみ こうき 21 静岡県
12 ⽯塚 ⼤夢 いしづか ひろむ 20 静岡県
13 前川 亘 まえかわ わたる 25 神奈川県
14 樋⼭ 瑞紀 ひやま みずき 24 静岡県
15 松本 騎希 まつもと  のりき 27 千葉県
16 夏加 陸 なつか りく 23 東京都
17 ⽥中 優多 たなか ゆうた 20 愛知県
18 ⽵⽥ 裕崇 たけだ ひろたか 23 静岡県
19 鈴⽊ 太河 すずき たいが 18 静岡県
20 松井 翔 まつい かける 21 神奈川県
21 ⾼橋 卓也 たかはし たくや 24 静岡県
22 隅川 翔太 すみかわ しょうた 27 静岡県
23 宮原 海⾥ みやはら かいり 21 静岡県
24 ⼩池 崇晃 こいけ たかあき 24 静岡県
25 望⽉ 智也 もちづき ともや 21 静岡県
26 渡邉 浩平 わたなべ こうへい 26 静岡県
27 村⽥ 佑⽃ むらた ゆうと 25 静岡県
28 増⽥ 恭祐 ますだ きょうすけ 22 静岡県
29 松永 隼 まつなが じゅん 28 静岡県
30 ⼤畑 燎佑 おおはた りょうすけ 23 静岡県
31 井出 貴⼤ いで たかひろ 28 静岡県
32 古⽥ 太偉雅 ふるた たいが 20 静岡県
33 ⽥中 ⼀彰 たなか かずあき 24 静岡県
34 上⽥ 将⼤ うえだ まさひろ 23 神奈川県
35 川⼝ 祐⼀郎 かわぐち ゆういちろう 28 静岡県
36 窪⽥ 伊織 くぼた いおり 24 東京都
37 佐藤 修平 さとう しゅうへい 24 静岡県
38 ⼤⽊ 崇弘 おおき たかひろ 25 静岡県
39 ⼩出 哲也 こいで てつや 29 愛知県
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40 鶴飼 健 つるがい けん 20 静岡県
41 成澤 ⼤貴 なるさわ だいき 29 静岡県
42 稲葉 友哉 いなば ともや 22 静岡県
43 萩原 史愛 はぎわら ふみよし 24 静岡県
44 ⻘⽊ 秀樹 あおき ひでき 24 神奈川県
45 ⿅野 整 かの せい 25 東京都
46 ⼭本 直樹 やまもと なおき 25 静岡県
47 中野 宏哉 なかの ひろや 28 静岡県
48 近藤 幸男 こんどう ゆきお 27 神奈川県
49 桂⼭ 晃輔 かやま こうすけ 25 東京都
50 松⽥ 直⼈ まつだ なおと 24 東京都
51 ⼟井 寛史 どい ひろし 28 東京都
52 塚⽥ 直也 つかだ なおや 26 東京都
53 宮崎 智幸 みやざき ともゆき 27 静岡県
54 ⾼松 由樹 たかまつ ゆうき 29 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
55 川村 勇雄 かわむら ゆうお 34 静岡県
56 堀 剛治 ほり こうじ 32 静岡県
57 ⼭⼝ 將 やまぐち しょう 33 静岡県
58 古⾕ ⼀真 ふるたに かずま 33 静岡県
59 ⼆⾒ 健太 ふたみ けんた 35 神奈川県
60 ⼤折 洋明 おおおり ひろあき 30 三重県
61 尾畑 ⼀樹 おばた かずき 30 岐⾩県
62 澤⽥ 尚春 さわだ なおはる 38 愛知県
63 堀⽥ 例志 ほった れいじ 37 愛知県
64 ⼭嶋 善博 やましま よしひろ 35 静岡県
65 菊池 洋⽂ きくち ひろふみ 38 静岡県
66 望⽉ 知樹 もちづき ともき 33 静岡県
67 ⾕村 潤哉 たにむら じゅんや 32 静岡県
68 平野 雄也 ひらの たけや 38 静岡県
69 ⼩路 隆太 しょうじ りゅうた 35 静岡県
70 辻⽥ 真邦 つじた まさくに 36 静岡県
71 川崎 泰史 かわさき やすふみ 38 静岡県
72 後藤 勇⼈ランデー ごとう はやとらんでー 30 静岡県
73 杉⼭ 務 すぎやま つとむ 38 静岡県
74 杉⼭ 佑介 すぎやま ゆうすけ 37 静岡県
75 平野 雄也 ひらの たけや 38 静岡県
76 中村 裕太 なかむら ゆうた 33 静岡県
77 秋⼭ 裕⼈ あきやま ひろと 33 神奈川県
78 ⽯川 雄⼤ いしかわ たけひろ 35 静岡県
79 吉⽥ 隆之 よしだ たかゆき 36 東京都
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
80 澤路 秀和 さわじ ひでかず 46 静岡県
81 池⾕ 寛 いけや ひろし 47 静岡県
82 ⼭⽥ ⼤輔 やまだ  だいすけ 44 兵庫県
83 伊藤 雅幸 いとう まさゆき 47 静岡県
84 ⼩池 勝 こいけ まさる 42 静岡県
85 ⿊⽥ 努 くろだ つとむ 46 愛知県
86 ⽊ノ内 俊光 きのうち としみつ 41 静岡県
87 ⼯藤 伸介 くどう しんすけ 41 静岡県
88 ⼩泉 彰良 こいずみ あきよし 46 静岡県
89 柳澤 貴義 やなぎさわ たかよし 42 愛知県
90 横⼭ 泰介 よこやま たいすけ 41 静岡県
91 世古 卓郎 せこ たくろう 44 静岡県
92 飯沼 正恒 いいぬま まさつね 46 神奈川県
93 井⽐ 賢史 いび さとし 40 愛知県
94 橋本 佳樹 はしもと よしき 41 静岡県
95 原⽥ 暁 はらだ さとる 45 静岡県
96 豊島 裕介 とよしま ゆうすけ 40 静岡県
97 辻村 圭美 つじむら けいび 45 静岡県
98 佐々⽊ 英志 ささき ひでゆき 44 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
99 村⼭ 昇 むらやま のぼる 50 静岡県
100 杉⼭ 幸司 すぎやま こうじ 63 静岡県
101 ⼤野 貞克 おおの さだかつ 50 静岡県
102 寺嶋 弘⼀ てらしま こういち 53 静岡県
103 鈴⽊ 功⼆ すずき こうじ 53 静岡県
104 吉原 潔 よしはら きよし 55 東京都
105 本澤 清⼀ ほんざわ きよかず 56 静岡県
106 今井 佳樹 いまい よしき 52 静岡県
107 ⽥辺 哲 たなべ さとし 57 静岡県
108 穗積 隆充 ほづみ たかみつ 50 愛知県
109 鈴⽊ 智 すずき さとし 52 静岡県
110 渡邉 明彦 わたなべ あきひこ 60 静岡県
111 佐野 達哉 さの たつや 53 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼤塚 英璃伽 おおつか えりか 22 静岡県
2 本澤 夏樹 ほんざわ なつき 21 東京都

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



3 本澤 紗希 ほんざわ さき 24 東京都
4 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 28 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
5 嵯峨 由美⼦ さが ゆみこ 31 栃⽊県
6 勝⾥ 永⼦ かつ りえこ 34 愛知県
7 加藤 好恵 かとう よしえ 36 東京都
8 後藤 美智⼦ ごとう みちこ 37 神奈川県
9 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県

10 池⽥ あゆ いけだ あゆ 38 東京都
11 遠藤 由貴 えんどう ゆき 30 神奈川県
12 岩崎 温⼦ いわさき あつこ 37 静岡県
13 ⼭⼝ 尊⼦ やまぐち たかこ 34 静岡県
14 ⼭下 絵美 やました えみ 37 神奈川県
15 ⼩島 美⾹ こじま みか 38 神奈川県
16 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
17 ⽐嘉 美咲 ひが みさき 33 東京都
18 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
19 ⼤⽵ 仁美 おおたけ ひとみ 40 愛知県
20 横⼭ 保江 よこやま やすえ 48 千葉県
21 李 なよん り なよん 44 神奈川県
22 加地 あずさ かじ あずさ 44 静岡県
23 ⽯⽥ 美成好 いしだ みなこ 40 千葉県
24 ⼭⼝ 綾美 やまぐち あやみ 41 静岡県
25 今橋 由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
26 川内 律⼦ かわうち りつこ 41 ⼤阪府
27 ⾼橋 志保 たかはし しほ 46 静岡県
28 岸⼭ 純⼦ きしやま じゅんこ 40 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
29 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 51 ⻑野県
30 ⼩峯 栄⼦ こみね えいこ 53 神奈川県
31 三橋 純⼦ みつはし じゅんこ 57 東京都
32 河原崎 千穂 かわらざき ちほ 50 静岡県
33 ⼩柳 葉⼦ こやなぎ ようこ 53 静岡県
34 ⼤塚 紀久⼦ おおつか きくこ 54 静岡県
35 本間 全代 ほんま まさよ 53 静岡県
36 川島 めぐみ かわしま めぐみ 51 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】


