
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 岩⼝ 英司 いわぐち えいじ 20 埼⽟県
2 ⽥中 健太郎 たなか けんたろう 21 群⾺県
3 柳澤 洋平 やなぎさわ ようへい 28 埼⽟県
4 ⾦⼦ 哲也 かねこ てつや 28 東京都
5 橋本 拓也 はしもと たくや 23 東京都
6 ⾺場 勝⼀朗 ばば しょういちろう 28 栃⽊県
7 島村 レイノ しまむら れいの 27 東京都
8 福⽥ ⼤地 ふくだ だいち 23 東京都
9 島根 豊 しまね ゆたか 27 埼⽟県
10 真鍋 透 まなべ とおる 29 東京都
11 藤倉 康輔 ふじくら こうすけ 21 埼⽟県
12 関⼝ 裕亮 せきぐち ひろあき 20 埼⽟県
13 杉⼭ 翼 すぎやま つばさ 24 埼⽟県
14 曽我部 翔 そがべ しょう 23 埼⽟県
15 菊地 泰基 きくち たいき 27 埼⽟県
16 宮内 渉 みやうち わたる 29 埼⽟県
17 吉⽥ 寛也 よしだ ひろや 19 神奈川県
18 ⼩野 博隆 おの ひろたか 29 群⾺県
19 渡辺 寛之 わたなべ ひろゆき 26 埼⽟県
20 阿部 健太 あべ けんた 29 埼⽟県
21 福島 康平 ふくしま こうへい 24 埼⽟県
22 丸⼭ 卓也 まるやま たくや 27 東京都
23 ⼩巻 翼 こまき つばさ 25 東京都
24 ⼿島 ⼤輔 てじま だいすけ 28 埼⽟県
25 佐藤 ⿓⾺ さとう りょうま 24 千葉県
26 鈴⽊ 翔 すずき しょう 27 埼⽟県
27 河⼝ 巧 かわぐち たくみ 22 東京都
28 池永 薫樹 いけなが まさき 22 新潟県
29 熊⾕ ⼀星 くまがい いっせい 23 東京都
30 川村 秋 かわむら しゅう 24 埼⽟県
31 ⽔島 源太 みずしま げんた 24 埼⽟県
32 ⼭城 嵐 やましろ らん 25 千葉県
33 武⽥ 健慈 たけだ けんじ 22 東京都
34 杉⽥ ⼤輔 すぎた だいすけ 20 東京都
35 稲垣 陸⽮ いながき りくや 21 埼⽟県
36 松嶋 ケイネツ まつしま けいねつ 29 埼⽟県
37 橋本 英男 はしもと ひでお 21 埼⽟県
38 梅原 悠輝 うめはら ゆうき 23 埼⽟県
39 及川 裕輔 おいかわ ゆうすけ 27 埼⽟県
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40 柿沼 健太 かきぬま けんた 24 埼⽟県
41 ⽊村 天⾺ きむら てんま 22 東京都
42 ⽥野倉 佑 たのくら ゆう 28 東京都
43 渡部 拓未 わたなべ たくみ 23 東京都
44 内⽥ ⼀弥 うちだ かずや 29 埼⽟県
45 森⽥ 元 もりた げん 25 東京都
46 富永 誠 とみなが まこと 22 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
47 ⾼橋 剛 たかはし ごう 36 埼⽟県
48 ⼭崎 達弥 やまざき たつや 31 群⾺県
49 関 貴祥 せき たかよし 30 東京都
50 中野 敦雄 なかの あつお 30 東京都
51 ⿊⽥ 健 くろだ たける 33 埼⽟県
52 岡本 友輔 おかもと ゆうすけ 37 群⾺県
53 原⼝ ⼀喜 はらぐち かずき 34 埼⽟県
54 野川 弾 のがわ だん 35 神奈川県
55 ⽮萩 ⾼志 やはぎ たかし 30 東京都
56 塩原 慶⼀郎 しおばら けいいちろう 30 東京都
57 村上 遼 むらかみ りょう 33 埼⽟県
58 ⼩野 和史 おの かずふみ 30 千葉県
59 上野 隼⼈ うえの はやと 34 埼⽟県
60 岡⽥ ⼤樹 おかだ だいき 30 神奈川県
61 星 昂洋 ほし たかひろ 30 栃⽊県
62 宮原 健 みやはら けん 34 東京都
63 藤井 浩優 ふじい こうゆう 30 東京都
64 ⻄本 耕亮 にしもと こうすけ 31 千葉県
65 櫛部 好充 くしべ よしみつ 34 東京都
66 河⽥ 慎太郎 かわた しんたろう 33 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
67 齋藤 良太郎 さいとう りょうたろう 47 埼⽟県
68 ⽚蓋 祐⼆ かたふた ゆうじ 45 埼⽟県
69 甲斐 健治 かい けんじ 47 東京都
70 ⻑⾕川 猛 はせがわ たけし 41 千葉県
71 舩⾒ 健治 ふなみ けんじ 48 埼⽟県
72 平野 勝⼤ ひらの かつひろ 43 埼⽟県
73 柴崎 拓実 しばさき たくみ 40 埼⽟県
74 ⼤関 真悟 おおぜき しんご 41 東京都
75 堀 真康 ほり まさやす 43 富⼭県
76 渡邊 正浩 わたなべ まさひろ 41 東京都

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
77 海⽼原 隆則 えびはら たかのり 52 埼⽟県
78 渡部 哲也 わたなべ てつや 52 埼⽟県
79 相沢 ⼀充 あいざわ かずみつ 54 埼⽟県
80 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 52 埼⽟県
81 ⼭⽥ 岳⽣ やまだ たけお 51 東京都
82 沢⽥ 孝志 さわだ たかし 58 東京都
83 加藤 勉 かとう つとむ 53 埼⽟県
84 ⼩湊 秀輝 こみなと ひでき 52 埼⽟県
85 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 55 埼⽟県
86 五條 健 ごじょう たけし 52 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻑井 真穂 ながい まほ 26 東京都
2 栗原 ⿇莉 くりはら まり 20 埼⽟県
3 植⽵ ⿇美 うえたけ あさみ 29 埼⽟県
4 ⼤畑 美菜 おおはた みな 29 神奈川県
5 ⽮野 暖⼦ やの あつこ 26 東京都
6 笠⽯ 真智⼦ かさいし まちこ 28 東京都
7 岡部 桃⾹ おかべ ももこ 27 埼⽟県
8 渡邉 実穂 わたなべ みほ 24 東京都
9 中島 美⾥ なかじま みさと 29 東京都
10 星野 早百合 ほしの さゆり 29 東京都
11 朝⽇奈 美絢 あさひな みあ 27 埼⽟県
12 堀 美⽉ ほり みづき 24 東京都
13 南部 和⾹⼦ なんぶ わかこ 20 埼⽟県
14 本間 光希 ほんま みき 23 埼⽟県
15 三浦 紫珠華 みうら しずか 28 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
16 ⿊江 誠⼦ くろえ ともこ 39 東京都
17 泉 幸江 いずみ さちえ 32 埼⽟県
18 阿部 未来 あべ みく 30 埼⽟県
19 ⼭下 絵美 やました えみ 38 神奈川県
20 ⾦⼦ まゆみ かねこ まゆみ 32 神奈川県
21 加藤 美帆 かとう みほ 31 埼⽟県
22 佐⼭ 涼⼦ さやま りょうこ 36 栃⽊県
23 渡邊 真⾥⼦ わたなべ まりこ 38 東京都

【レディースクラス】

【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
24 磯部 明⽇⾹ いそべ あすか 42 茨城県
25 柳林 幸枝 やなぎばやし ゆきえ 45 埼⽟県
26 新井 絵⾥ あらい えり 40 千葉県
27 岡⽥ 純⼦ おかだ じゅんこ 49 東京都
28 ⼤野 詩⼦ おおの うたこ 40 埼⽟県
29 志摩 由美⼦ しま ゆみこ 40 神奈川県
30 松井 ⿇美 まつい あさみ 41 ⻑野県
31 豊島 愛⼦ とよしま あいこ 42 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
32 尾澤 千種 おざわ ちぐさ 55 東京都
33 ⽥島 美保代 たじま みほよ 51 群⾺県
34 ⼩林 実千代 こばやし みちよ 61 東京都
35 荒井 有美 あらい ありみ 53 埼⽟県
36 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 58 東京都
37 ⽥邉 しのぶ たなべ しのぶ 52 千葉県
38 磯⽥ 三和 いそだ みわ 55 東京都
39 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 51 東京都
40 ⻘⼭ 成美 あおやま まさみ 52 神奈川県
41 森⼝ 優⼦ もりぐち ゆうこ 58 東京都
42 ⼭⼝ 芳恵 やまぐち よしえ 58 千葉県
43 ⾼頭 なお たかとう なお 50 埼⽟県
44 伴野 美智 ばんの みち 53 東京都

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


