
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 福永 将司 ふくなが まさし 29 東京都
2 ⽊村 拓磨 きむら たくま 25 愛知県
3 ⼀⼾ 曹佑 いちのへ そうすけ 29 東京都
4 吉井 彬紘 よしい あきひろ 27 兵庫県
5 宮本 俊紀 みやもと としき 28 富⼭県
6 柿崎 剛 かきざき つよし 29 ⼤阪府
7 佐藤 優哉 さとう ゆうや 26 東京都
8 橋本 ⿇央 はしもと まお 28 東京都
9 星⼭ 仁洋 ほしやま まさひろ 25 兵庫県
10 渡邉 浩平 わたなべ こうへい 26 静岡県
11 伊沢 周 いさわ あまね 26 秋⽥県
12 ⽔上 謙 みずかみ けん 24 神奈川県
13 辻村 洸太 つじむら こうた 29 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
14 岡本 寛之 おかもと ひろゆき 34 千葉県
15 春⽊ 靖隆 はるき やすたか 31 東京都
16 岸 英明 きし ひであき 31 東京都
17 鈴⽊ ⼤介 すずき だいすけ 34 栃⽊県
18 栗⼭ 智光 くりやま ちあき 37 岐⾩県
19 岡⽥ 卓也 おかだ たくや 34 兵庫県
20 中島 國夫 なかじま くにお 36 東京都
21 池⽥ 篤史 いけだ あつし 31 福岡県
22 ⻑嶋 恭裕 ながしま やすひろ 34 神奈川県
23 ⽔⾕ 公輔 みずたに こうすけ 37 三重県
24 藤原 千浩 ふじわら かずひろ 37 ⼭⼝県
25 中森 康成 なかもり こうせい 34 宮崎県
26 ⾵間 裕次郎 かざま ゆうじろう 34 埼⽟県
27 曽根 洋紀 そね ひろき 30 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
28 伊東 篤 いとう あつし 43 北海道
29 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 47 島根県
30 横⽥ 光蔵 よこた こうぞう 40 東京都
31 太⽥ 光司 おおた こうじ 48 愛知県
32 ⻄⼭ 徹昭 にしやま てつあき 41 滋賀県
33 飯沼 正恒 いいぬま まさつね 46 神奈川県
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34 柳 岳彦 やなぎ たけひこ 48 東京都
35 川嶋 清吾 かわしま せいご 45 東京都
36 ⽥中 徳之 たなか のりゆき 49 神奈川県
37 中野 貴史 なかの たかし 45 ⼤阪府
38 浅井 ハンク あさい はんく 49 東京都
39 前⽥ 将⾏ まえだ まさゆき 45 愛知県
40 益⼦ 克彦 ますこ かつひこ 49 東京都
41 峰 浩也 みね ひろや 42 栃⽊県
42 ⾼ 卓⼠ こう たくさ 45 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
43 ⾚川 登志雄 あかがわ としお 51 新潟県
44 ⾼倉 富美夫 たかくら ふみお 52 滋賀県
45 ⾼柳 徹 たかやなぎ とおる 60 神奈川県
46 ⻘⽊ 孝⼈ あおき たかひと 55 京都府
47 吾郷 眞也 あごう しんや 56 ⼤阪府
48 榎本 千⾥ えのもと ちさと 56 東京都
49 猪瀬 政幸 いのせ まさゆき 54 神奈川県
50 村⽥ トオル むらた とおる 55 兵庫県
51 岡崎 厚志 おかざき あつし 55 ⼤阪府
52 酒井 憲⼆ さかい けんじ 52 東京都
53 伊東 淳 いとう あつし 53 静岡県
54 当間 直樹 とうま なおき 51 東京都
55 岡⽥ 淳⼀ おかだ じゅんいち 52 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 落合 真彩 おちあい まあや 20 東京都
2 宇佐美 ひかり うさみ ひかり 27 東京都
3 出⽯ 彩絵 いずし さえ 29 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
4 平間 要 ひらま かなめ 32 埼⽟県
5 柴⽥ 有貴 しばた ゆき 31 東京都
6 吉⽥ 聖⼦ よしだ せいこ 39 東京都
7 安藤 愛美 あんどう まなみ 32 東京都
8 岩崎 温⼦ いわさき あつこ 37 静岡県
9 渡邊 万⾥奈 わたなべ まりな 31 埼⽟県
10 及川 志穂 おいかわ しほ 33 東京都
11 古川 佳織 ふるかわ かおり 37 福岡県
12 江川 ⿇理 えがわ まり 31 ⼤阪府
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
13 原 ゆり はら ゆり 41 神奈川県
14 瀬⼝ 暁美 せぐち あけみ 45 岐⾩県
15 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 45 奈良県
16 居本 梢 いもと こずえ 41 福岡県
17 森 由希⼦ もり ゆきこ 48 千葉県
18 三澤 恭⼦ みさわ きょうこ 42 埼⽟県
19 峯⽥ 好美 みねた よしみ 44 東京都
20 笹原 かおり ささはら かおり 47 ⼤阪府
21 ⻄塚 繭⼦ にしづか まゆこ 47 ⻘森県
22 榎本 理栄⼦ えのもと りえこ 44 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
23 渡辺 恵美 わたなべ えみ 53 ⼭梨県
24 野呂 淳⼦ のろ じゅんこ 57 三重県
25 ⼩野 理絵⼦ おの りえこ 55 東京都
26 仁ノ岡 紀代美 にのおか きよみ 54 東京都
27 河島 智惠 かわしま ともえ 55 東京都
28 川島 めぐみ かわしま めぐみ 51 東京都
29 ⾼⽥ 礼⼦ たかだ れいこ 52 東京都
30 加藤 あつこ かとう あつこ 56 愛知県
31 東 和代 あずま かずよ 51 北海道
32 服部 彩⾹ はっとり さやか 56 ⼤阪府
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