
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 池⽥ 光彦 いけだ みつひこ 20 北海道
2 設楽 啓 したら ひろむ 19 新潟県
3 ⾼尾 勇⽃ たかお ゆうと 23 神奈川県
4 ⼩野 功⼤ おの こうだい 28 神奈川県
5 中村 裕之 なかむら ひろゆき 24 神奈川県
6 柏倉 有佑 かしわぐら ゆうすけ 27 ⼭形県
7 佐藤 伸哉 さとう しんや 24 ⼭形県
8 武⽥ 卓 たけだ すぐる 28 福島県
9 武⽥ 拓⺒ たけだ たくみ 28 ⼭形県

10 加藤 ⼤輝 かとう たいき 26 神奈川県
11 ⽥辺 守志 たなべ しゅうじ 22 東京都
12 菊⽥ ⼀輝 きくた いっき 22 東京都
13 林 優⼀ はやし ゆういち 25 宮城県
14 ⼤嶋 僚 おおしま りょう 21 埼⽟県
15 井上 樹 いのうえ たつき 29 宮城県
16 逸⾒ 秀 へんみ しゅう 26 宮城県
17 渡會 航太郎 わたらい こうたろう 21 ⼭形県
18 ⾊摩 宏太朗 しかま こうたろう 23 ⼭形県
19 和島  哲太 わじま てった 22 東京都
20 藤原 拓也 ふじわら たくや 22 兵庫県
21 奥⼭ 弘太 おくやま こうた 20 ⼭形県
22 阿部 慎之介 あべ しんのすけ 27 新潟県
23 ⾥館 紳⼀ さとだて しんいち 25 宮城県
24 ⼤場 裕貴 おおば ひろき 25 ⼭形県
25 ⼩野寺 周哉 おのでら しゅうや 21 ⼭形県
26 横江 真⼈ よこえ まさと 27 宮城県
27 藤⾕ 優晃 ふじや ひろあき 20 埼⽟県
28 佐藤 浩太郎 さとう こうたろう 29 ⼭形県
29 猪野 春樹 いの はるき 23 福島県
30 峯⽥ 創⼀朗 みねた そういちろう 22 ⼭形県
31 ⼩倉 真郁 おぐら まさふみ 28 東京都
32 近藤 ⿓⼠ こんどう りゅうじ 24 ⼭形県
33 早坂 洸平 はやさか こうへい 21 宮城県
34 富樫 吏輝 とがし りき 21 ⼭形県
35 宮澤 ⼤貴 みやざわ だいき 28 千葉県
36 ⼤内 昭裕 おおうち あきひろ 27 新潟県
37 吉⽥ 貴⼤ よしだ たかひろ 24 ⼭形県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
38 飯塚 ⼀康 いいづか かずやす 33 宮城県
39 鈴⽊ 英策 すずき えいさく 38 ⼭形県
40 会⽥ 直広 あいた なおひろ 32 福島県
41 中島 ⼀清 なかじま かずきよ 32 宮城県
42 松本 裕⼀ まつもと ゆういち 36 岩⼿県
43 菊地 純平 きくち じゅんぺい 31 宮城県
44 近藤 裕司 こんどう ゆうじ 34 栃⽊県
45 阿部 桂太 あべ けいた 31 ⼭形県
46 渡部 誠 わたなべ まこと 36 宮城県
47 安達 秀哉 あだち ひでや 30 ⼭形県
48 多⽥野 昭 ただの あきら 35 東京都
49 堀越 弘透 ほりこし ひろゆき 32 群⾺県
50 川村 知⾏ かわむら ともゆき 37 宮城県
51 鈴⽊ 宏明 すずき ひろあき 30 ⼭形県
52 ⾼野 拓也 たかの たくや 31 富⼭県
53 池原 智 いけはら とも 35 ⼭形県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
54 ⼩⽵ 譲 こたけ ゆずる 49 千葉県
55 峰 浩也 みね ひろや 41 栃⽊県
56 柴⽥ 寿康 しばた としやす 42 ⼭形県
57 寺上 滋 てらかみ しげる 45 栃⽊県
58 渡邊 直樹 わたなべ なおき 48 神奈川県
59 鈴⽊ 貴⼈ すずき たかひと 43 栃⽊県
60 吉川 忍 よしかわ しのぶ 48 福島県
61 由良 雅彦 ゆら まさひこ 49 ⼭形県
62 ⻑⾕川 雄⼤ はせがわ たけお 49 埼⽟県
63 ⽜込 雅彦 うしごめ まさひこ 41 茨城県
64 齋藤 良太郎 さいとう りょうたろう 46 埼⽟県
65 ⽠⽣ 敬⼀ うりゅう けいいち 45 福島県
66 酒井 啓史 さかい ひろし 40 ⼭形県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
67 近藤 直樹 こんどう なおき 50 ⼭形県
68 ⽵中 賢⼆ たけなか けんじ 51 東京都
69 須賀 義宏 すが よしひろ 60 茨城県
70 ⼭⼝ 勝久 やまぐち かつひさ 57 神奈川県
71 ⼭本 尚⼀ やまもと しょういち 59 群⾺県
72 津沢 幹彦 つざわ みきひこ 54 新潟県
73 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 54 埼⽟県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 堀内 悠⾥ ほりうち ゆり 29 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
2 神⼭ 佳奈 かみやま  かな 34 宮城県
3 安藤 愛美 あんどう  まなみ 31 東京都
4 平井 まどか ひらい  まどか 35 ⼤阪府
5 清⽔ 恵 しみず  めぐみ 34 北海道
6 柴⽥ 有貴 しばた  ゆき 31 東京都
7 渡部 彩⼦ わたなべ  あやこ 37 宮城県
8 阿部 みどり あべ  みどり 32 宮城県
9 廣瀬 絢⼦ ひろせ  あやこ 33 新潟県

10 ⼤畑 千恵 おおはた  ちえ 31 宮城県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
11 峰 直美 みね なおみ 41 栃⽊県
12  冨永 ⿇理 とみなが まり 42 東京都
13 ⼤⼭ 悦⼦ おおやま えつこ 41 兵庫県
14 近藤 久美⼦ こんどう くみこ 41 新潟県
15 森 幸恵 もり ゆきえ 40 北海道
16 中⽥ かんな なかだ かんな 42 東京都
17 福⼠ 純佳 ふくし すみか 46 ⻘森県
18 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 44 茨城県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】


