
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 古⽥ 太偉雅 ふるた たいが 19 静岡県
2 榛葉 凌 しんば りょう 24 静岡県
3 増⽥ 恭祐 ますだ きょうすけ 20 静岡県
4 ⻄村 裕也 にしむら ゆうや 22 東京都
5 ⼩⼭ 洸幸 こやま ひろゆき 28 愛知県
6 渡邉 浩平 わたなべ こうへい 25 静岡県
7 ⽥端 倫太郎 たばた りんたろう 25 愛知県
8 ⼩林 礼弥 こばやし ゆきや 26 静岡県
9 今⽥ 晃憲 いまだ あきのり 23 滋賀県
10 久住 健⼈ くずみ けんと 25 静岡県
11 櫻井 詠⽃ さくらい えいと 19 静岡県
12 中道 元 なかみち はじめ 20 静岡県
13 河合 貴⼤ かわい たかひろ 26 静岡県
14 松浦 鷹哉 まつうら たかや 22 静岡県
15 村⽥ 佑⽃ むらた ゆうと 24 静岡県
16 前川 亘 まえかわ わたる 24 神奈川県
17 ⼩澤 光貴 おざわ こうき 25 静岡県
18 辻 将⼤ つじ しょうた 25 静岡県
19 平野 太⼀ ひらの たいち 24 東京都
20 中⾕ 伸⼀郎 なかや しんいちろう 25 岐⾩県
21 ⼤森 理志 おおもり まさし 25 東京都
22 永尾 圭 ながお けい 26 東京都
23 曽根 洋紀 そね ひろき 29 静岡県
24 市川 涼 いちかわ りょう 29 静岡県
25 増⽥ 勇次 ますだ ゆうじ 26 愛知県
26 河村 勇喜 かわむら ゆうき 28 埼⽟県
27 ⿑籐 雄也 さいとう ゆうや 27 静岡県
28 須⾦ 充 すがね みつる 28 千葉県
29 佐野 元気 さの げんき 28 愛知県
30 塚⽥ 直也 つかだ なおや 25 東京都
31 市川 貴⼀ いちかわ きいち 28 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鈴⽊ 仁 すずき じん 35 静岡県
2 袴⽥ 佳秀 はかまた よしひで 39 静岡県
3 橘 涼太 たちばな りょうた 32 静岡県
4 望⽉ 淳 もちづき じゅん 32 静岡県
5 遠藤 俊和 えんどう としかず 33 静岡県
6 塩⽥ 和正 しおた かずまさ 31 東京都
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7 菊池 洋⽂ きくち ひろふみ 38 静岡県
8 ⼾塚 輝泰 とつか てるやす 38 静岡県
9 川崎 泰史 かわさき やすふみ 36 静岡県
10 河⻄ ⾼⾏ かさい たかゆき 36 ⼭梨県
11 近藤 武寿 こんどう たけひさ 31 静岡県
12 ⽔⾕ 光⼀郎 みずたに こういちろう 34 静岡県
13 杉⼭ 務 すぎやま つとむ 37 静岡県
14 ⽊村 真⼈ きむら まさと 36 埼⽟県
15 ⼩路 隆太 しょうじ りゅうた 34 静岡県
16 齋藤 充 さいとう みつる 30 東京都
17 伊藤 由浩 いとう よしひろ 30 静岡県
18 辻⽥ 真邦 つじた まさくに 35 静岡県
19 近藤 ⼤介 こんどう だいすけ 34 静岡県
20 ⽯川 雄⼤ いしかわ たけひろ 34 静岡県
21 ⼩林 広季 こばやし ひろき 38 愛知県
22 島崎 晃次 しまざき こうじ 33 神奈川県
23 伊藤 ⼤輔 いとう だいすけ 37 神奈川県
24 稲名 悠 いなな ゆう 31 静岡県
25 杉⼭ 明徳 すぎやま あきのり 30 東京都
26 宮⽥ 雄⼆ みやた ゆうじ 33 静岡県

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 加藤 忠男 かとう ただお 46 静岡県
3 ⼩澤  裕⼆ おざわ ゆうじ 44 静岡県
4 森 慶太 もり けいた 40 兵庫県
5 三井 崇 みつい たかし 42 静岡県
6 ⻘野 匡紘 あおの まさひろ 40 静岡県
7 ⿑藤 忍 さいとう しのぶ 44 静岡県
8 横⼭ 泰介 よこやま たいすけ 40 静岡県
9 ⼤野 貞克 おおの さだかつ 49 静岡県
10 塚本 直樹 つかもと なおき 45 愛知県
11 柳澤 貴義 やなぎさわ たかよし 41 愛知県
12 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 45 愛知県
13 世古 卓郎 せこ たくろう 43 静岡県
14 内⼭ 実 うちやま みのる 46 静岡県
15 徳⽥ 邦晃 とくだ くにあき 40 静岡県
16 杉本 ⿓太郎 すぎもと りょうたろう 49 静岡県
17 ⼭⽥ 慎也 やまだ しんや 41 静岡県
18 ⼭下 孝弘 やました たかひろ 40 静岡県
19 ⽥村 吉丈 たむら よしたけ 45 京都府
20 新井 洋⼀ あらい よういち 41 埼⽟県
21 辻村 圭美 つじむら けいび 44 静岡県

【マスターズクラス】



22 ⽊ノ内 俊光 きのうち としみつ 40 静岡県
23 ⼿島 秀貴 てしま ひでたか 46 ⼤阪府
24 ⽥⼝ 将也 たぐち まさや 48 静岡県
25 宮本 拓磨 みやもと たくま 40 愛知県
26 ⽮⽥ 徳保 やた のりやす 44 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 50 埼⽟県
2 本澤 清⼀ ほんざわ きよかず 55 静岡県
3 酒井 憲⼆ さかい けんじ 51 東京都
4 ⼩幡 将春 おばた まさはる 50 北海道
5 佐藤 正和 さとう まさかず 53 静岡県
6 古久根 守彦 こくね もりひこ 50 愛知県
7 北村 滋久 きたむら しげひさ 54 茨城県
8 佐野 達哉 さの たつや 52 静岡県
9 Ｗave ⽥辺 哲 ウェーブ たなべ さとし 56 静岡県
10 杉⼭ 幸司 すぎやま こうじ 62 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鈴⽊ 美咲 すずき みさき 26 静岡県
2 坂下 ⿇未 さかした あさみ 26 静岡県
3 堀⽥ 愛 ほった あい 21 神奈川県
4 ⽊野 美幸 きの みゆき 27 静岡県
5 ⽥中 友梨 たなか ゆり 27 静岡県
6 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 27 静岡県
7 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 26 ⻑野県
8 杉本 敦⼦ すぎもと あつこ 24 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾨⾺ 百⾥ もんま ゆり 31 静岡県
2 深澤 亜希⼦ ふかさわ あきこ 31 静岡県
3 ⼭⼝ 尊⼦ やまぐち たかこ 32 静岡県
4 越川 芽 こしかわ めぐむ 35 千葉県
5 ⾕⼝ 亜佳⼦ たにぐち あかね 37 愛知県
6 ⼭⼝ 悠美 やまぐち ゆうみ 35 静岡県
7 岩崎 温⼦ いわさき あつこ 36 静岡県
8 平野 円佳 ひらの まどか 31 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭本 ⿇⼦ やまもと あさこ 41 静岡県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】
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2 村岡 京⼦ むらおか きょうこ 43 静岡県
3 横⼭ 保江 よこやま やすえ 47 千葉県
4 藤丸 ユミ ふじまる ゆみ 41 愛知県
5 末永 恵美 すえなが えみ 41 東京都
6 國府⽥ 千春 こうだ ちはる 49 静岡県
7 橋⽖ もも⼦ はしづめ ももこ 42 静岡県
8 芹澤 良⼦ せりざわ よしこ 41 静岡県
9 岩本 奈穂 いわもと なほ 41 神奈川県
10 久⽶ ⿇⾥ くめ まり 43 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽊野 敦⼦ きの あつこ 53 静岡県
2 ⼩柳 葉⼦ こやなぎ ようこ 52 静岡県
3 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 50 ⻑野県
4 本間 全代 ほんま まさよ 52 静岡県
5 川島 めぐみ かわしま めぐみ 50 東京都
6 ⼤塚 紀久⼦ おおつか きくこ 52 静岡県

【クイーンクラス】


