
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼤⾖⽣⽥ 凌 おおまめうだ りょう 19 栃⽊県
2 ⽯川 崚太郎 いしかわ りょうたろう 20 神奈川県
3 渡邉 駿 わたなべ しゅん 18 栃⽊県
4 東 雅也 あずま まさや 23 栃⽊県
5 坂本 優作 さかもと ゆうさく 25 東京都
6 ⻑ 健介 ちょう けんすけ 19 栃⽊県
7 吉⽥ 将希 よしだ まさき 22 栃⽊県
8 ⼭⽥ 博信 やまだ ひろのぶ 23 栃⽊県
9 池条 元毅 いけじょう げんき 29 栃⽊県
10 内藤 真徳 ないとう まさのり 25 栃⽊県
11 綾部 裕介 あやべ ゆうすけ 25 埼⽟県
12 三柴 拓弥 みしば たくや 23 栃⽊県
13 ⽵澤 雄多 たけざわ ゆうた 18 栃⽊県
14 柏崎 陸 かしわざき りく 18 栃⽊県
15 廣瀬 拓海 ひろせ たくみ 20 東京都
16 ⽐嘉 覚⼠ ひが さとし 21 埼⽟県
17 ⽥村 英⼈ たむら ひでと 28 東京都
18 野中 隆太 のなか りゅうた 29 東京都
19 関塚 純平 せきづか じゅんぺい 22 栃⽊県
20 福⽥ 将⽃ ふくだ しょうと 10 栃⽊県
21 ⾵間 賢彦 かざま よしひこ 24 栃⽊県
22 ⽣⽥⽬ 圭亮 なばため けいすけ 25 栃⽊県
23 鈴⽊ 直⼈ すずき なおと 23 千葉県
24 ⼩川 雄翔 おがわ ゆうと 23 埼⽟県
25 吉野 翔 よしの しょう 22 ⼤阪府
26 初⼭ 亮輔 はつやま りょうすけ 28 栃⽊県
27 吉川 ミツル よしかわ みつる 28 栃⽊県
28 上野 充洋 うえの みつひろ 28 栃⽊県
29 ⼤庭 勇⼈ おおば はやと 26 栃⽊県
30 菊地 将仁 きくち まさひと 20 茨城県
31 伊崎 祥悟 いざき しょうご 23 東京都
32 苗⽊ 政寛 なえき まさひろ 24 栃⽊県
33 ⻘⽊ ⻯之介 あおき りゅうのすけ 26 東京都
34 朝穂 ⼀将 あさほ かずまさ 22 埼⽟県
35 永峰 祐介 ながみね ゆうすけ 26 千葉県
36 岩⾕ 達磨 いわや たつま 26 東京都
37 井上 健太 いのうえ けんた 20 神奈川県
38 ⽊村 圭吾 きむら けいご 27 東京都
39 野⽥ 弥⿇⼈ のだ やまと 18 栃⽊県
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40 ⽥⼝ 真義 たぐち まさよし 26 栃⽊県
41 浅井 昌也 あさい しょうや 22 東京都
42 浅古 哲 あさこ さとし 26 東京都
43 ⾼橋 優介 たかはし ゆうすけ 23 栃⽊県
44 横⼭ 陸 よこやま りく 21 栃⽊県
45 ⼤⾕ 将平 おおたに しょうへい 21 群⾺県
46 畑⼭ 真悟 はたやま しんご 26 埼⽟県
47 平野 太⼀ ひらの たいち 25 東京都
48 ⼭中 祥輝 やまなか よしき 25 茨城県
49 ⾼橋 祐⼈ たかはし ゆうと 28 東京都
50 秋⼭ 怜央 あきやま れお 26 東京都
51 東 宏樹 あずま ひろき 24 茨城県
52 佐野 開 さの ひらく 27 栃⽊県
53 鈴⽊ 洋介 すずき ようすけ 20 栃⽊県
54 ⽥中 勇⼈ たなか ゆうと 21 神奈川県
55 ⼩松 幹哉 こまつ みきや 27 神奈川県
56 浦 隼将 うら としゆき 24 栃⽊県
57 ⼿塚 寛 てづか ひろし 28 栃⽊県
58 ⻘⽊ 英助 あおき えいすけ 25 埼⽟県
59 森 光慶 もり みつよし 29 栃⽊県
60 中郷 湧⽃ なかごう ゆうと 21 栃⽊県
61 ⽯⽥ 拓也 いしだ たくや 22 東京都
62 久保 達也 くぼ たつや 28 東京都
63 野澤 圭佑 のざわ けいすけ 26 栃⽊県
64 森本 崇 もりもと たかし 28 栃⽊県
65 永⽥ 祥⼤ ながた よしひろ 20 栃⽊県
66 ⾼瀬 英雄 たかせ ひでお 21 栃⽊県
67 浅野 ⻯盛 あさの りゅうせい 23 東京都
68 福⽥ 知浩 ふくだ ともひろ 23 千葉県
69 森⼾ ⼤樹 もりと ひろき 20 神奈川県
70 岸 雅也 きし まさや 24 神奈川県
71 ⻑岡 勇樹 ながおか ゆうき 24 千葉県
72 星 昂洋 ほし たかひろ 28 栃⽊県
73 横關 裕⼆ よこぜき ゆうじ 23 茨城県
74 ⾼橋 ⼀平 たかはし いっぺい 23 東京都
75 ⼤野 芳宏 おおの よしひろ 29 栃⽊駅
76 ⼭本 健⽃ やまもと けんと 18 栃⽊県
77 加納 宏樹 かのう ひろき 24 埼⽟県
78 諏訪 航平 すわ こうへい 22 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鈴⽊ 雅⺒ すずき まさみ 38 栃⽊県

【ミドルクラス】



2 ⽥嶋 真規 たじま まさき 35 栃⽊県
3 鵜飼 崇弘 うかい たかひろ 37 愛知県
4 新籾 哲也 あらもみ てつや 37 栃⽊県
5 甲斐原 肇 かいばら はじめ 33 埼⽟県
6 村上 ⽐左夫 むらかみ ひさお 36 栃⽊県
7 宇都⽊ 健 うつぎ けん 31 茨城県
8 ⽵澤 秀晃 たけざわ ひであき 33 栃⽊県
9 上野 隼⼈ うえの はやと 32 埼⽟県
10 近藤 裕司 こんどう ゆうじ 33 栃⽊県
11 岡⽥ 善嗣 おかだ よしつぐ 35 東京都
12 中嶌 隼太 なかじま しゅんた 30 千葉県
13 笠⽊ 広志 かさぎ ひろし 37 栃⽊県
14 宮澤 誠治 みやざわ せいじ 34 埼⽟県
15 ⼭形 秀幸 やまがた ひでゆき 30 栃⽊県
16 ⼤塚 泰延 おおつか やすのぶ 37 千葉県
17 岡野 ⼤輔 おかの だいすけ 38 栃⽊県
18 村上 浩康 むらかみ ひろやす 32 栃⽊県
19 ⼭下 智之 やました ともゆき 31 東京都
20 宮⽥ 尚樹 みやた なおき 31 栃⽊県
21 慶野 裕次郎 けいの ゆうじろう 34 栃⽊県
22 堀松 朋⼤ ほりまつ ともひろ 35 東京都
23 ⾕坂 耕平 たにさか こうへい 30 東京都
24 吉⽥ 朋記 よしだ ともき 30 東京都
25 ⻄尾 聡⼀郎 にしお そういちろう 39 東京都
26 川島 伸也 かわしま しんや 35 埼⽟県
27 ⽥中 ダニロ たなか だにろ 30 群⾺県
28 北村 良明 きたむら よしあき 33 東京都
29 ⾕古宇 拓也 やこう たくや 33 東京都
30 尾花 優 おばな まさる 30 栃⽊県
31 志村 貴浩 しむら たかひろ 30 東京都
32 江⾥⼝ 誠吾 えりぐち せいご 37 千葉県
33 ⼤島 健⼀郎 おおしま けんいちろう 37 埼⽟県
34 ⼆⾒ 卓哉 ふたみ たくや 30 栃⽊県
35 野村 貴博 のむら たかひろ 30 茨城県
36 飯⽥ 貴之 いいだ たかゆき 31 東京都
37 佐藤 晋平 さとう しんぺい 30 栃⽊県
38 井ノ⼝ 雄⼆郎 いのくち ゆうじろう 30 東京都
39 ⼆俣 輝 ふたまた みつる 35 茨城県
40 桜井 啓⼈ さくらい よしひと 30 茨城県
41 ⽚柳 貴広 かたやなぎ たかひろ 37 栃⽊県



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 廣澤 賢⾂ ひろさわ けんしん 45 東京都
2 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
3 秋⼭ 雅史 あきやま まさし 45 東京都
4 ⼩笠原 康之 おがさわら やすゆき 45 東京都
5 ⼿塚 靖⼈ てづか のぶひと 44 栃⽊県
6 ⾼橋 勝⼰ たかはし かつみ 46 埼⽟県
7 ⽩⽯ 進 しらいし すすむ 47 埼⽟県
8 関 隆雄 せき たかお 41 栃⽊県
9 関根 克直 せきね かつなお 48 茨城県
10 岡澤 英⼈ おかざわ ひでと 45 茨城県
11 安⽥ 強 やすだ つよし 44 茨城県
12 ハッピー⼩林 ハッピー こばやし 44 埼⽟県
13 ⽵村 亮 たけむら りょう 47 神奈川県
14 ⽻⽣ 孝 はぶ たかし 44 栃⽊県
15 川出 貴⼠ かわいで たかし 47 栃⽊県
16 鈴⽊ 貴⼈ すずき たかひと 43 栃⽊県
17 岡本 慎⼆ おかもと しんじ 46 東京都
18 宮林 ⼤ みやばやし はじめ 41 東京都
19 中村 泰治 なかむら やすはる 47 東京都
20 ⼩澤 義春 おざわ よしはる 46 東京都
21 塙 剛 はなわ ごう 40 茨城県
22 檜⼭ ⼤輔 ひやま だいすけ 41 栃⽊県
23 荒⽊ 慶太 あらき けいた 41 神奈川県
24 ⼭⽥ 敏 やまだ すすむ 41 栃⽊県
25 ⻑嶋 公⼀郎 ながしま こういちろう 41 埼⽟県
26 坂本 真也 さかもと しんや 45 東京都
27 寺上 滋 てらかみ しげる 44 栃⽊県
28 伊藤 伸明 いとう のぶあき 49 東京都
29 浅井 ハンク あさい ハンク 48 東京都
30 ⽂蔵 道也 ふみくら みちや 48 栃⽊県
31 常川 貴扶 つねかわ たかお 44 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 加藤 勉 かとう つとむ 51 埼⽟県
2 川久保 英⼀ かわくぼ ひでかず 51 東京都
3 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 53 埼⽟県
4 ⽊村 鉄夫 きむら てつお 53 埼⽟県
5 ⼭⼝ 勝久 やまぐち かつひさ 56 神奈川県
6 杉本 博之 すぎもと ひろゆき 55 群⾺県
7 岡本 幸久 おかもと ゆきひさ 55 埼⽟県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



8 岩⽥ 昌浩 いわた まさひろ 56 東京都
9 上杉 学 うえすぎ まなぶ 51 埼⽟県
10 相⽥ 康雄 あいだ やすお 53 埼⽟県
11 ⽥村 豊 たむら ゆたか 52 神奈川県
12 吉原 潔 よしはら きよし 54 東京都
13 深尾 耕造 ふかお こうぞう 59 栃⽊県
14 三好 和彦 みよし かずひこ 53 栃⽊県
15 安永 護 やすなが まもる 56 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中⼭ 知佳穂 なかやま ちかほ 27 埼⽟県
2 志賀 令奈 しが れいな 23 神奈川県
3 杉⼭ 夏⼦ すぎやま なつこ 25 東京都
4 鈴⽊ 茜 すずき あかね 27 神奈川県
5 ⼩川 杏奈 おがわ あんな 26 東京都
6 関根 志穂 せきね しほ 24 神奈川県
7 荒川 紗依⾥ あらかわ さえり 28 栃⽊県
8 牧野 もも⼦ まきの ももこ 20 神奈川県
9 佐藤 詩織 さとう しおり 23 東京都
10 ⾼橋 真理恵 たかはし まりえ 28 東京都
11 三上 明⽇⾹ みかみ あすか 25 東京都
12 ⼋下⽥ 菜緒 やげた なお 20 栃⽊県
13 ⼭中 ⿇⾥絵 やまなか まりえ 29 神奈川県
14 加藤 史恵 かとう ふみえ 29 千葉県
15 細野 愛 ほその あい 23 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 半⾕ 美⾥ はんや みさと 30 東京都
2 本河 ⽣実 もとかわ いくみ 35 栃⽊県
3 藤原 佳穂⾥ ふじわら かほり 30 東京都
4 ⾼橋 椎菜 たかはし しいな 30 埼⽟県
5 宍⼾ 絵美⼦ ししど えみこ 37 埼⽟県
6 堀江 美佳 ほりえ みか 33 神奈川県
7 中井 まどか なかい まどか 32 東京都
8 千本 朱美 せんぼん あけみ 36 栃⽊県
9 ⼩林 亜紀⼦ こばやし あきこ 36 千葉県
10 柳⽥ 有佳⾥ やなぎた ゆかり 33 栃⽊県
11 ⽔⼝ 真美 みなくち まみ 35 東京都
12 ⼩⼭ 真澄 こやま ますみ 30 東京都
13 甲村 順⼦ こうむら じゅんこ 35 東京都
14 ⾼原 沙織 たかはら さおり 35 栃⽊県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



15 佐藤 愛 さとう あい 37 群⾺県
16 奥村 若葉 おくむら わかば 34 東京都
17 中村 有紀 なかむら ゆうき 32 埼⽟県
18 岩下 絢美 いわした あやみ 30 栃⽊県
19 岡本 直美 おかもと なおみ 32 東京都
20 奥野 恭⼦ おくの きょうこ 35 栃⽊県
21 ⿃澤 美奈⼦ とりさわ みなこ 32 茨城県
22 松⽊ 真美 まつき まみ 30 埼⽟県
23 飯塚 嘉美 いいづか よしみ 33 東京都
24 村上 絢⾹ むらかみ あやか 34 静岡県
25 岩⽥ 佳⼦ いわた よしこ 34 茨城県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鈴⽊ 敬⼦ すずき けいこ 40 栃⽊県
2 井上 晴世 いのうえ はるよ 45 埼⽟県
3 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 43 埼⽟県
4 ⽚岡 梢 かたおか こずえ 40 埼⽟県
5 井埜 奈々絵 いの ななえ 43 埼⽟県
6 岡野 幸恵 おかの さちえ 45 群⾺県
7 原 ゆり はら ゆり 40 神奈川県
8 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 49 東京都
9 ⾷野 あみか めしの あみか 43 東京都
10 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 42 東京都
11 ⾕川 友紀⼦ たにがわ ゆきこ 49 ⼤阪府
12 藤原 希 ふじわら のぞみ 44 栃⽊県
13 筒井 あや⼦ つつい あやこ 40 神奈川県
14 秋⼭ 千鶴 あきやま ちづる 45 東京都
15 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 44 茨城県
16 藤井 由美 ふじい ゆみ 41 東京都
17 ⼭本 明⼦ やまもと あきこ 46 東京都
18 関 恵 せき めぐみ 41 栃⽊県
19 渡邊 敏⼦ わたなべ としこ 43 栃⽊駅
20 ⻤防 雅美 きぼう まさみ 49 神奈川県
21 原⽥ 尚⼦ はらだ なおこ 44 茨城県
22 荒井 舞 あらい まい 42 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭⼝ 祐⼦ やまぐち ゆうこ 51 東京都
2 ⽥中 恵⾥⼦ たなか えりこ 54 埼⽟県
3 ⼩林 富枝 こばやし とみえ 55 埼⽟県
4 渡邉 美和 わたなべ みわ 50 福島県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】



5 柏 公⼦ かしわ きみこ 55 茨城県
6 星野 起美 ほしの きみ 58 千葉県
7 ⾕⼝ 真由美 たにぐち まゆみ 55 東京都
8 ⽥村 ⿇佐⼦ たむら まさこ 50 神奈川県
9 廣川 まどか ひろかわ まどか 51 東京都
10 渡邉 操 わたなべ みさお 51 茨城県


