
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 持⽥ 教利 もちだ かずのり 22 神奈川県
2 牧⼭ 翔 まきやま しょう 27 神奈川県
3 井上 健太 いのうえ けんた 20 神奈川県
4 平安名 雄喜 へんな ゆうき 29 神奈川県
5 松崎 威丸 まつざき たけまる 20 東京都
6 脇坂 昌平 わきさか しょうへい 23 神奈川県
7 笠井 義広 かさい よしひろ 23 東京都
8 成⽥ 聡誠 なりた そうせい 22 神奈川県
9 今野 発 こんの ひらく 29 神奈川県
10 ⻄⼭ ⿓祐 にしやま りゅうすけ 27 東京都
11 ⼾⾼ 俊幸 とだか としゆき 29 東京都
12 助川 友樹 すけがわ ゆうき 25 神奈川県
13 平⼭ 修次 ひらやま しゅうじ 25 東京都
14 今村 奨太 いまむら しょうた 22 神奈川県
15 渡邉 慎也 わたなべ しんや 24 神奈川県
16 植村 友博 うえむら ともひろ 27 埼⽟県
17 劉 孟哲 りゅう もんつう 29 神奈川県
18 藤澤 友貴 ふじさわ ゆうき 20 神奈川県
19 ⼾部 晴智 とべ はるとも 21 東京都
20 鈴⽊ 吉之 すずき よしゆき 27 神奈川県
21 ⽔上 元博 みずかみ もとひろ 22 静岡県
22 間⼸ 隼 まゆみ はやと 26 神奈川県
23 濱⼝ 泰志 はまぐち たいし 25 神奈川県
24 島津 鉄平 しまづ てっぺい 25 神奈川県
25 ⽯川 崚太郎 いしかわ りょうたろう 20 神奈川県
26 近藤 幸男 こんどう ゆきお 26 神奈川県
27 上之原 幸祐 かみのはら こうすけ 22 神奈川県
28 渡邉 駿 わたなべ しゅん 18 栃⽊県
29 前川 亘 まえかわ わたる 24 神奈川県
30 ⼤岩 俊基 おおいわ としき 28 東京都
31 粕⾕ 純 かすや じゅん 29 神奈川県
32 ⼩⽥ 洋慈 おだ ようじ 22 東京都
33 宇⽥川 稜平 うだがわ りょうへい 25 埼⽟県
34 吉元 恭佑 よしもと きょうすけ 22 神奈川県
35 廣橋 光希 ひろはし みつき 23 神奈川県
36 ⻄澤 遼河 にしざわ りょうが 21 東京都
37 ⼩林 航太 こばやし こうた 29 神奈川県
38 ⼭⼝ 雅也 やまぐち まさや 29 千葉県
39 勝⽥ 健⼀郎 かつた けんいちろう 21 埼⽟県
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40 ⼩島 徹也 こじま てつや 26 東京都
41 ⽯川 涼介 いしかわ りょうすけ 29 東京都
42 ⼭下 ⼀翔 やました いっせい 24 東京都
43 藤野 雄⾶ ふじの ゆうひ 23 東京都
44 冨⼭ ⻯成 とみやま りゅうせい 23 東京都
45 武藤 和也 むとう かずや 29 神奈川県
46 萩原 聖也 はぎわら せいや 23 東京都
47 ⼩島 ⼀球 こじま いっきゅう 27 神奈川県
48 古⽥ 太偉雅 ふるた たいが 19 静岡県
49 末吉 尚仁 すえよし なおひと 27 神奈川県
50 ⻑⽥ 衛 おさだ まもる 24 ⼭梨県
51 ⾨⼝ 廉 もんぐち れん 27 神奈川県
52 中澤 健太 なかざわ けんた 28 神奈川県
53 坂本 博樹 さかもと ひろき 26 神奈川県
54 ⾓⽥ 昂紀 かくた こうき 23 神奈川県
55 村⼭ 拓真 むらやま たくま 28 東京都
56 ⼩久保 憲 こくぼ けん 25 神奈川県
57 ⾼尾 勇⽃ たかお ゆうと 22 神奈川県
58 ⼤坂 勇武 おおさか いさむ 29 東京都
59 安達 和也 あだち かずや 25 栃⽊県
60 馮 冠智 ひょう かんち 22 神奈川県
61 塩澤 恭平 しおざわ きょうへい 22 東京都
62 ⼤⻄ ⼤ おおにし だい 28 神奈川県
63 遠藤 茂春 えんどう しげはる 21 東京都
64 守⼭ 健太 もりやま けんた 23 神奈川県
65 ⼤橋 仁 おおはし じん 29 神奈川県
66 吉澤 卓也 よしざわ たくや 25 東京都
67 具志堅 達紀 ぐしけん たつき 22 神奈川県
68 吉野 望 よしの のぞむ 28 神奈川県
69 冨⽥ 隆裕 とみた たかひろ 29 神奈川県
70 真野 雄⼤ まの ゆうだい 24 千葉県
71 鈴⽊ 拓海 すずき たくみ 20 神奈川県
72 畑⼭ 真悟 はたやま しんご 26 埼⽟県
73 松崎 未来 まつざき みらい 24 東京都
74 千⼿ 蓮三 せんじゅう れんぞう 25 東京都
75 ⼭本 発 やまもと ひらく 24 神奈川県
76 茂⽊ 遼 もてき りょう 29 東京都
77 芳賀 隼⼈ はが はやと 20 神奈川県
78 松下 勇太 まつした ゆうた 25 神奈川県
79 橋本 ⿇央 はしもと まお 27 東京都
80 上岡 拓哉 うえおか たくや 23 神奈川県
81 森 光慶 もり みつよし 29 栃⽊県
82 富澤 貴広 とみざわ たかひろ 24 東京都



83 仲江 勇⼈ なかえ ゆうと 24 神奈川県
84 岡 篤 おか あつし 19 神奈川県
85 内⼭ 顕資 うちやま けんすけ 24 静岡県
86 周 偉棟 しゅう うぇいとん 26 神奈川県
87 牧⼭ 裕太 まきやま ゆうた 24 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 尾花 優 おばな まさる 30 栃⽊県
2 ⼆⾒ 健太 ふたみ けんた 34 神奈川県
3 中⼭ 義敬 なかやま よしたか 33 神奈川県
4 ⾅井 建⼆ うすい けんじ 36 千葉県
5 武⽥ ⼤輔 たけだ だいすけ 36 千葉県
6 佐々⽊ 穂⾼ ささき ほだか 30 神奈川県
7 鈴⽊ 英策 すずき えいさく 37 ⼭形県
8 ⾚坂 悠⼆ あかさか ゆうじ 30 神奈川県
9 楊 紹永 よう しょうえい 36 ⼤阪府
10 岩澤 正樹 いわさわ まさき 34 神奈川県
11 森⽥ ⼤輔 もりた だいすけ 37 埼⽟県
12 渡部 誠 わたなべ まこと 35 宮城県
13 村井 達則 むらい たつのり 30 東京都
14 広兼 孝史 ひろかね たかし 30 神奈川県
15 吉⽥ 純⼆ よしだ じゅんじ 32 神奈川県
16 綾部 謙光 あやべ しずあき 36 埼⽟県
17 ⼭⼝ 貴史 やまぐち たかし 31 千葉県
18 渡邉 優太 わたなべ ゆうた 30 静岡県
19 河野 光孝 こうの みつたか 32 神奈川県
20 ⾼ 蓮浩 こう りょんほ 38 神奈川県
21 林 賢⼀郎 はやし けんいちろう 31 埼⽟県
22 関野 紘⼀ せきの こういち 38 神奈川県
23 池⽥ 雅信 いけだ まさのぶ 36 神奈川県
24 関 慶幸 せき よしゆき 34 千葉県
25 鶴巻 孝浩 つるまき たかひろ 32 愛知県
26 佐伯 知哉 さえき ともや 37 東京都
27 辻尾 良太 つじお りょうた 30 神奈川県
28 勝 由智 かつ よしとも 38 神奈川県
29 呂 ⽂彦 ろ ふみひこ 39 神奈川県
30 ⽥中 和起 たなか かずき 36 東京都
31 杉本 裕⼀ すぎもと ゆういち 35 神奈川県
32 ⻄村 武⼠ にしむら たけし 31 東京都
33 近藤 理貴 こんどう みちたか 30 神奈川県
34 ⿅島 賢 かしま けん 31 神奈川県
35 平⽥ ⼤⼠ ひらた だいし 33 神奈川県

【ミドルクラス】



36 内村 祐樹 うちむら ゆうき 32 神奈川県
37 伊藤 和智 いとう かずとも 35 千葉県
38 福島 悠⼈ ふくしま ゆうと 35 千葉県
39 鈴⽊ 邦和 すずき くにかず 35 神奈川県
40 ⼩林 陽介 こばやし ようすけ 38 東京都
41 鈴⽊ 仁 すずき じん 35 静岡県
42 堀野 洋貴 ほりの ひろき 32 東京都
43 岡村 雅也 おかむら まさや 33 東京都
44 渡邊 淳 わたなべ じゅん 36 東京都
45 吉岡 裕樹 よしおか ゆうき 33 神奈川県
46 ⽒家 尊久 うじいえ たかひさ 33 東京都
47 三井 健司 みつい けんじ 33 東京都
48 ⽥中 ⼤介 たなか だいすけ 33 東京都
49 ⼩野寺 真吾 おのでら しんご 32 神奈川県
50 吉⽥“ARMY”真 よしだ アーミー まこと 34 神奈川県
51 原⽥ 正⽂ はらだ まさふみ 30 東京都
52 ⽇惠野 貴之 ひえの たかゆき 30 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 蓑 洋 みの ひろし 46 神奈川県
2 ⼩池 雄⼀ こいけ ゆういち 49 神奈川県
3 ⾜⽴ 健 あだち たけし 48 神奈川県
4 村上 靖治 むらかみ やすはる 46 神奈川県
5 渡 晃久 わたり てるひさ 48 千葉県
6 ⼤塚 順之 おおつか のりゆき 42 神奈川県
7 徳丸 英純 とくまる ひでずみ 42 静岡県
8 北川 ⾓俊 きたがわ かくとし 44 神奈川県
9 辻村 圭美 つじむら けいび 45 静岡県
10 岡⽥ 雅志 おかだ まさし 43 神奈川県
11 蟹江 武治 かにえ たけはる 43 神奈川県
12 秋元 哲史 あきもと のりちか 42 神奈川県
13 細川 潤⼀ ほそかわ じゅんいち 46 神奈川県
14 中⾕ 尚 なかや たかし 41 神奈川県
15 春原 智 すのはら さとし 45 神奈川県
16 ⾵⾒ 隆広 かざみ たかひろ 43 茨城県
17 佐藤 誠 さとう まこと 46 神奈川県
18 松波 和弘 まつなみ かずひろ 46 東京都
19 ⾚沢 孝 あかざわ たかし 49 神奈川県
20 ⾼井 真⼈ たかい まさと 45 埼⽟県
21 佐藤 謙⼀ さとう けんいち 42 東京都
22 中野 治樹 なかの はるき 48 神奈川県
23 中津 義幸 なかつ よしゆき 44 神奈川県

【マスターズクラス】



24 佐藤 孝 さとう たかし 44 神奈川県
25 鈴⽊ 諭 すずき さとる 40 東京都
26 安藤 隆幸 あんどう たかゆき 41 神奈川県
27 寺上 滋 てらかみ しげる 44 栃⽊県
28 ⾕下 直⼈ たにした なおと 44 神奈川県
29 伊藤 孝 いとう たかし 49 神奈川県
30 神川 剛⼀ じんかわ こういち 43 神奈川県
31 中村 徹 なかむら とおる 42 神奈川県
32 古賀 康史 こが やすふみ 40 千葉県
33 井上 久志 いのうえ ひさし 48 神奈川県
34 牧⽥ ⻯彦 まきだ たつひこ 40 神奈川県
35 ⼤久保 武蔵 おおくぼ むさし 40 東京都
36 ⽴⼭ 智紀 たちやま とものり 43 神奈川県
37 荒⽊ 慶太 あらき けいた 40 神奈川県
38 岩間 光栄 いわま こうえい 43 東京都
39 丹治 雅則 たんじ まさのり 43 東京都
40 佐々⽊ 亮真 ささき りょうま 45 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 川端 弘太郎 かわばた こうたろう 52 神奈川県
2 鈴⽊ 哲郎 すずき てつろう 56 神奈川県
3 三浦 傑 みうら まさる 56 東京都
4 吉原 潔 よしはら きよし 54 東京都
5 坂下 健⼆郎 さかした けんじろう 55 東京都
6 平⼭ 渡 ひらやま わたる 51 神奈川県
7 橋本 定雄 はしもと さだお 55 神奈川県
8 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
9 堤 直⼤ つつみ なおひろ 51 神奈川県
10 上林 賢次 かみばやし けんじ 50 ⼤阪府
11 松永 正弘 まつなが まさひろ 55 神奈川県
12 筒井 光広 つつい みつひろ 55 神奈川県
13 渡辺 宏之 わたなべ ひろゆき 56 神奈川県
14 鈴⽊ 仁志 すずき ひとし 54 神奈川県
15 ⼭⼝ 悟 やまぐち さとる 58 神奈川県
16 猪瀬 政幸 いのせ まさゆき 53 神奈川県
17 ⼭本 浩司 やまもと こうじ 55 神奈川県
18 加藤 ⼀秀 かとう かずひで 50 東京都
19 杉⼭ 幸司 すぎやま こうじ 62 静岡県
20 椎橋 英治 しいはし えいじ 52 神奈川県
21 鈴⽊ 義浩 すずき よしひろ 52 東京都

【ゴールドクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩松 恵 こまつ めぐみ 24 神奈川県
2 藤本 愛祈 ふじもと あき 22 東京都
3 臺代 美穂 だいよ みほ 26 千葉県
4 林⽥ 弥郁 はやしだ みく 28 神奈川県
5 サルクカロリーナ サルクカロリーナ 20 神奈川県
6 本橋 春奈 もとはし はるな 22 神奈川県
7 豊嶋 若菜 とよしま わかな 29 岩⼿県
8 渡辺 瑠璃 わたなべ るり 24 東京都
9 倉林 歩美 くらばやし あゆみ 25 北海道
10 荒川 紗依⾥ あらかわ さえり 28 栃⽊県
11 ⼤柴 ここ おおしば ここ 19 東京都
12 ⼭下 愛⼦ やました あいこ 27 東京都
13 牧野 もも⼦ まきの ももこ 20 神奈川県
14 清⽔ 暁⼦ しみず あきこ 28 神奈川県
15 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 27 静岡県
16 ⼭中 ⿇⾥絵 やまなか まりえ 29 神奈川県
17 川島 智佳 かわしま ちか 26 千葉県
18 ⽶⼭ ⾥奈 よねやま りな 29 神奈川県
19 堀尾 エリカ ほりお えりか 21 神奈川県
20 相⼦ 七海 あいこ ななみ 28 東京都
21 林 ⾹ はやし かおり 29 千葉県
22 ラネヴァヴェネラ ラネヴァヴェネラ 23 東京都
23 ⽟城 かおり たまき かおり 21 東京都
24 ⼤柳 ⿇友 おおやなぎ まゆ 24 東京都
25 ⻄ 未央 にし みお 28 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 桂 美佳 かつら みか 31 東京都
2 今村 ⼀恵 いまむら いちえ 36 神奈川県
3 岩⽥ 祥枝 いわた さちえ 31 千葉県
4 宮⽥ 真帆 みやた まほ 30 千葉県
5 半⾕ 美⾥ はんや みさと 30 東京都
6 浦⾕ 美帆 うらや みほ 30 東京都
7 REIKA レイカ 33 神奈川県
8 古⾕ 怜奈 ふるや れな 37 神奈川県
9 太⽥ 裕⼦ おおた ゆうこ 39 愛知県
10 井樽 貴⼦ いたる たかこ 36 東京都
11 飯島 亜実 いいじま あみ 30 東京都
12 ⼭⽥ 仁美 やまだ ひとみ 32 東京都
13 ⼩野 塚久美 おのづか くみ 34 神奈川県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



14 宮野 しず花 みやの しずか 30 神奈川県
15 平野 由美 ひらの ゆみ 38 東京都
16 沢⼝ 絵美 さわぐち えみ 38 北海道
17 岩⽥ 佳⼦ いわた よしこ 34 茨城県
18 渡邉 由⾹ わたなべ ゆか 37 東京都
19 秋⼭ 真喜恵 あきやま まきえ 37 神奈川県
20 ⼤森 ⼀美 おおもり かずみ 37 千葉県
21 松⽥ 綾⾹ まつだ あやか 33 神奈川県
22 ⾚沼 由桂 あかぬま ゆか 33 埼⽟県
23 ⼭崎 真緒 やまさき まお 30 東京都
24 岩下 絢美 いわした あやみ 30 栃⽊県
25 ⽯⽥ 真紀 いしだ まき 34 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 菅 幸恵 すが さちえ 45 東京都
2 宮内 茜 みやうち あかね 48 神奈川県
3 橋本 実⾹ はしもと みか 44 神奈川県
4 MARIA 島袋 マリア しまぶこ 41 群⾺県
5 ⽇下部 順⼦ くさかべ じゅんこ 41 東京都
6 宮尾 めぐみ みやお めぐみ 42 神奈川県
7 岩松 美幸 いわまつ みゆき 49 兵庫県
8 ⾚井 みゆき あかい みゆき 45 神奈川県
9 ⻄川 知⾥ にしかわ ちさと 41 東京都
10 柳⽥ 純江 やなぎだ すみえ 40 神奈川県
11 梶⼭ 亜⽮⼦ かじやま あやこ 43 東京都
12 ⾷野 あみか めしの あみか 43 東京都
13 友松 郁⼦ ともまつ いくこ 48 東京都
14 原 ゆり はら ゆり 40 神奈川県
15 杉本 志乃 すぎもと しの 46 神奈川県
16 松本 歩美 まつもと あゆみ 47 神奈川県
17 松⼭ 泰⼦ まつやま たいこ 48 神奈川県
18 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 42 東京都
19 ⾼野 順⼦ たかの じゅんこ 40 東京都
20 ⼤野 ⿇由美 おおの まゆみ 41 神奈川県
21 中野 えり なかの えり 46 神奈川県
22 秋⼭ 千鶴 あきやま ちづる 45 東京都
23 坂本 みず穂 さかもと みずほ 43 東京都
24 朝妻 亜希恵 あさつま あきえ 41 千葉県
25 冨永 ⿇理 とみなが まり 41 東京都
26 樹⼭ 由佳⾥ きやま ゆかり 44 東京都

【ウーマンズクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 塚本 由美 つかもと ゆみ 53 千葉県
2 星野 起美 ほしの きみ 58 千葉県
3 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 55 東京都
4 ⾼⼭ 美穂⼦ たかやま みほこ 57 東京都
5 ⼩峯 栄⼦ こみね えいこ 51 神奈川県
6 ⼩⻄ 美希 こにし みき 56 東京都
7 浦 京⼦ うら きょうこ 51 神奈川県
8 住⾕ 摩耶 すみや まや 52 神奈川県
9 池野本 直⾥  いけのもと なおり 51 東京都
10 ⽥村 ⿇佐⼦ たむら まさこ 50 神奈川県
11 中村 彩⾳ なかむら あやね 55 神奈川県
12 ⼩島 範⼦ こじま のりこ 52 神奈川県
13 ⼩林 富枝 こばやし とみえ 55 埼⽟県
14 溝⼝ 由佳 みぞぐち ゆか 53 東京都
15 ⾦⼦ 花央理 かねこ かおり 50 兵庫県

【クイーンクラス】


