
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 島村 麗乃 しまむら れいの 26 埼⽟県
2 ⾈津 ⻯次 ふなつ りゅうじ 22 神奈川県
3 ⾼部 裕也 たかべ ゆうや 26 東京都
4 福泉 直哉 ふくいずみ なおや 22 東京都
5 近藤 公利 こんどう きみとし 27 ⼭梨県
6 平井 淳也 ひらい じゅんや 27 ⼭梨県
7 篠原 悠汰 しのはら ゆうや 27 ⼭梨県
8 宮澤 克海 みやざわ かつみ 20 ⼭梨県
9 酒井 翔 さかい しょう 23 神奈川県
10 野地 明 のぢ あきら 21 ⼭梨県
11 井上 健太 いのうえ けんた 20 神奈川県
12 後藤 義弥 ごとう よしや 23 ⼭梨県
13 宮本 慎也 みやもと しんや 27 ⼭梨県
14 窪⽥ 裕輝 くぼた ひろき 24 ⼭梨県
15 名取 ⼤陸 なとり たいりく 24 ⼭梨県
16 佐⾙ 寿春 さがい としはる 22 千葉県
17 ⻑澤 秀樹 ながさわ ひでき 27 ⼭梨県
18 笠原 佑⽃ かさはら ゆうと 22 東京都
19 向⼭ 祐介 むこうやま ゆうすけ 23 ⼭梨県
20 須﨑 孝⼀ すざき こういち 28 千葉県
21 川村 拓也 かわむら たくや 24 神奈川県
22 ⼀ノ瀬 光平 いちのせ こうへい 29 群⾺県
23 ⼭根 慶祐 やまね けいすけ 22 ⼭梨県
24 三澤 魁⼈ みさわ かいと 24 ⼭梨県
25 ⼭内 謙吾 やまうち けんご 28 ⼭梨県
26 ⽵内 祐⼈ たけうち ゆうと 24 埼⽟県
27 ⼩林 航太 こばやし こうた 29 神奈川県
28 本間 圭亮 ほんま けいすけ 25 静岡県
29 ⾦城 明 かなしろ あきら 26 ⼭梨県
30 吉川 裕太 よしかわ ゆうた 29 神奈川県
31 藤村 信介 ふじむら しんすけ 23 神奈川県
32 清⽔ 佑郷 しみず ゆうご 28 ⼭梨県
33 秋本 慎太 あきもと しんた 28 東京都
34 天野 直樹 あまの なおき 28 ⼭梨県
35 ⼩滝 泰平 こたき たいへい 29 埼⽟県
36 久住 健⼈ くずみ けんと 25 静岡県
37 河村 勇喜 かわむら ゆうき 28 埼⽟県
38 ⼩尾 晋太郎 おび しんたろう 25 東京都
39 坂本 拓也 さかもと たくや 22 東京都
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40 河野 優也 こうの ゆうや 21 ⼭梨県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼆⾒ 健太 ふたみ けんた 34 神奈川県
2 河野 圭祐 こうの けいすけ 30 ⼭梨県
3 佐藤 雅弘 さとう まさひろ 32 ⼭梨県
4 網野 弘 あみの ひろむ 30 ⼭梨県
5 江⾥⼝ 誠吾 えりぐち せいご 36 千葉県
6 桐樋 卓也 きりひ たくや 30 静岡県
7 佐野 ⾂太朗 さの しんたろう 31 静岡県
8 河⻄ ⾼⾏ かさい たかゆき 36 ⼭梨県
9 ⼭根 ⼤輔 やまね だいすけ 32 ⼭梨県
10 藤岡 学 ふじおか まなぶ 30 ⼭梨県
11 今井 良亮 いまい りょうすけ 30 ⼭梨県
12 福島 ⻯翔 ふくしま りゅうしょう 33 ⼭梨県
13 常盤 幸稔 ときわ ゆきとし 35 東京都
14 ⽇惠野 貴之 ひえの たかゆき 30 東京都
15 提橋 鉄兵 さげはし てっぺい 30 静岡県
16 中島 健 なかじま けん 37 ⼭梨県
17 ⼀瀬 翔 いちのせ つばさ 30 ⼭梨県
18 畠⼭ 秀平 はたけやま しゅうへい 31 東京都
19 飯島 啓史 いいじま ひろし 32 埼⽟県
20 川島 浩 かわしま ひろし 36 神奈川県
21 林 翔太 はやし しょうた 30 千葉県
22 ⿅島 賢 かしま けん 31 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 澤路 秀和 さわじ ひでかず 45 静岡県
2 渡辺 順也 わたなべ じゅんや 45 静岡県
3 尾畠 浩 おばたけ ひろし 46 ⼭梨県
4 宇治野 ⻯⾺ うじの りゅうま 43 埼⽟県
5 飯沼 正恒 いいぬま まさつね 45 神奈川県
6 ⾼野 雅也 たかの まさや 45 埼⽟県
7 常川 貴扶 つねかわ たかお 43 東京都
8 横⼭ 泰介 よこやま だいすけ 40 静岡県
9 半⽥ 茂 はんだ しげる 48 ⼭梨県
10 中村 則昭 なかむら のりあき 46 神奈川県
11 ⼩池 雄⼀ こいけ ゆういち 49 神奈川県
12 ⾕ 耕世 たに こうせい 46 東京都
13 ⼩澤 義春 おざわ よしはる 46 東京都
14 ⽚岡 茂雄 かたおか しげお 42 ⼭梨県

【マスターズクラス】

【ミドルクラス】



15 浅井 ハンク あさい はんく 49 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 杉本 博之 すぎもと ひろゆき 55 群⾺県
2 鈴⽊ 貴之 すずき たかゆき 50 ⼭梨県
3 酒井 憲⼆ さかい けんじ 51 東京都
4 酒屋 範弘 さかや のりひろ 50 東京都
5 恵賀 正治 けいが まさはる 52 埼⽟県
6 ⼭本 正彦 やまもと まさひこ 56 ⼭梨県
7 堀⽥ 剛正 ほった たけまさ 56 東京都
8 野澤 茂雄 のざわ しげお 52 ⻑野県
9 久保 正⼀ くぼ まさかず 57 ⼭梨県
10 宮下 愛彦 みやした よしひこ 56 神奈川県
11 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 53 ⼭梨県
12 永⽥ 健⼀ ながた けんいち 52 ⼭梨県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻄瀧 理紗 にしたき りさ 25 神奈川県
2 ⽟城 かおり たまき かおり 21 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩野 ちひろ おの ちひろ 33 ⼭梨県
2 和⽥ ⾹織 わだ かおり 32 東京都
3 ⼭下 桜 やました さくら 35 東京都
4 奥村 若葉 おくむら わかば 34 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 武⽥ 知絵⼦ たけだ ちえこ 40 東京都
2 中澤 利江⼦ なかざわ りえこ 45 ⼭梨県
3 垣本 紗也果 かきもと さやか 40 東京都
4 宮⽥ 佳⼦ みやた よしこ 43 ⼭梨県
5 鈴⽊ 昌美 すずき まさみ 43 ⼭梨県
6 礒津 幹⼦ いそづ みきこ 43 東京都
7 坂本 みず穂 さかもと みずほ 43 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



1 渡辺 恵美 わたなべ えみ 52 ⼭梨県
2 佐藤 美代 さとう みよ 50 神奈川県
3 ⾕川 淳⼦ たにかわ じゅんこ 54 神奈川県
4 ⼩柳 葉⼦ こやなぎ ようこ 52 静岡県
5 ⼩林 弘⼦ こばやし ひろこ 51 東京都
6 松⽥ 直美 まつだ なおみ 51 東京都
7 ⽇野 恭⼦ ひの きょうこ 56 ⼭梨県


