
【Ａ級】

シード 林 隆行 持永 隼史 大橋 義治 徳光 寿

北海道 武藤 秀範 東出 章宏

岩手 伊藤 三郎

宮城 冨樫 肇 松林 秀俊 斎藤 寛之

山形 山﨑 清太郎

福島 坂本 雅幸 野沢 清和 山岡 透

栃木 戸根 昌伸 小林 伸一 磯 朋如

群馬 森 崇 村上 紀彦

茨木 飛島 隆平 醍醐 秀明

千葉 石橋 正則 寄井田 幸美 松澤 祥吾 小林 俊之 山内 大介 朝長 雅史 青木 悠真

樋口 弘一 磯野 弘和 西田 哲也 大野 吉久

埼玉 青柳　高士 斎藤　克幸 桜井　淳平 小西　徹 杉本　朋之 佐藤　喜和 巽　智広

山田　久義 岡野　歩 井田　孝尚

東京 佐野 晃 中野 雅之 榎本 純久 市原 拓人 玉田 孝司 大枝 隆樹 塩原 佳幸

磯野 亮 小川 洋平 小林 太一 上 征太郎 松元 洋治 小原 洋平 深尾 浩

神奈川 山下 純基 落合 健彦 園山 亮 瀬尾 悟 香村 明宏 宇良 誠 朝比奈 昌生

荻原 伸之 岡部 正 小沢 正之 石渡 哲也

山梨 三枝 大平

静岡 渡辺 覚 小泉 毅朗 政二 真琴

石川 内潟 忍 大辻 公一郎 濱崎 源也 櫻井 裕之

福井 河合 孝輔 道川 浩 田中 英貴

愛知 島田 隆嗣 和田 敏幸 長瀬 裕 前澤 俊博 吉村 勝彦 杉浦 正彦 塩月 篤

黒宮 真 安江 貴洋 大坪 竜也 福山 義信 加藤 保広 田中 義展 池田 昌史

中村 光男 近藤 智靖 松本 真明 市川 竜浩 久本 和彌 斉藤 作未

岐阜 松永 昭彦 河合 剛 吉野 秀一 玉田 謙 櫻井 崇之 林 英明

三重 辻井 義時 平 昌彦 寺村 隆 小林 直樹 森北 元比古 中川 志行

京都 小山 久博 相馬 孝夫 今村 哲也 平田 正司 猪口 政一 田中 正 田中 慎二郎

鎌田 龍也 松好 太一 田中 繁行 渡辺 満 森口 宏之

滋賀 早川 疏 今村 嘉樹 舞野 善彦 西峰 久祐 山本 淳 寺田 智博 山中 康寛

大阪 村上 泰辰 山岡 修二 吉岡 保俊 田中 隆介 浦田 誠也 瀬戸山 厳 寺口 貴久

小原 嘉丈 瀬戸山 徹 田中 裕也 長谷川 佳久 上垣 祐 平田 剛嗣 松井 勝巳

兵庫 藤原 慎矢 菊川 博功 伊賀 巧 辻山 佑 浜場 俊幸 藤岡 俊樹 禿 勇気

古角 真 國方 浩二 中島 秀一 丹羽 示之

和歌山 上村 宏司 末岡 修 山本 英嗣

奈良 吉向 翔平 近藤 拓馬 金澤 茂昌 柏谷 広樹 白戸 玲人 斉藤 裕児

岡山 光嶌 徹 桑島 誠治 中島 智昭

鳥取 音田 誠

島根 小笠原 和則 宮本 雄一 上永瀬 功 伊原 昌孝

広島 沖田 英徳 森本 琢磨 水上 雅博

山口 椿眞 貴人 清水 利晃 仁科 敦盛

徳島 楠 淳也 青木 直哉 玉登新也 小川 文也

愛媛 永岡 史幸 久保田 達也 矢野 聡

佐賀 高崎 謙策 石井 博修 中村 信一

福岡 赤司哲雄 能勢勇作 高田武志

熊本 田代聡 増田正彦

出場選手一覧



【Ｂ級】 【女子級】

北海道 只野 歩 鈴木 俊幸 シード 工藤 愛 久保田 知子

宮城 大久保 潤一 北海道 川村 美穂

栃木 柴原 康弘 岸 真誼 岩手 伊藤 寿子

群馬 山田 佑樹 宮城 関 愛子

埼玉 竹部 悟史 山田 博司 今野 さゆり 菊池大輔 福島 五十嵐 美妙子

浅倉 章良 茨城 醍醐 恭子 松本 直美

千葉 鵜澤 和代 海野 陽祐 桑野 真由美 川口 真由子 埼玉 貝瀬 妙子 石崎 美香子

東京 佐藤 慎治 小澤 武夫 根岸公祐 千賀 恒宏 千葉 大塩 さゆり 嶋村 友子

赤石 越 仲谷 亘 藤井順子 山川 秀行 東京 渡部 圭 島村 加恵

渡部 雅弘 高城 信太郎 伊藤 いずみ 佐原 弘子

神奈川 小椋 光弘 石原 舞 倉田 美穂

山梨 鈴木 浩文 小泉 由美子 薬師寺 麻由美

静岡 土屋 賢二 廣田 義信 三宅 秀典 神奈川 小池 幸代 高橋 直子

石川 黒川 葵 早川 史洋 山梨 横澤 道子

福井 南 祐輔 加藤 正浩 静岡 池田 琴美

愛知 大越 一功 當山 伸一 小栗 国広 河合 一郎 石川 木立 由香

田脇 昭裕 川合 勇治 福山 靖久 西村 武史 福井 田中 かおり

小川 英機 土本 斉 高松 康夫 川村 浩之 岐阜 河合 真理子

折戸 克己 徳永 修児 沢柳 寛 波田 堅吾 愛知 丹羽 弘美 小原 麻由美

山口 拓 蟹江 英之 湯沢 竜士 勝村 軍兵 船戸 久美子 塩谷 正恵

岐阜 小川 仁 星野 雄太 後藤 允瑛 今井かおり 西浦 さゆり

三重 竹尾 英之 岡谷 久史 中野 啓介 三重 倉口 昌子

滋賀 藤田 元気 林 龍樹 日高 英悟 都知木 英夫 滋賀 大橋洋子 山本 小百合

京都 木下 喜雅 北仲 元気 斉藤 勇生 大橋 哲郎 京都 森田 由佳里 野崎 美由紀

成影 光彦 西澤 雅敬 丹羽 雅義 道券 孝之 中村 富久美 毛利 なおみ

山尾 篤彦 杉浦 雄一 小関 弘 柴田 善行 嶋村 満奈美

小笹 善生 岡田 昌弘 伊藤 伸一 大阪 加藤 洋恵 辺見 真紀子

大阪 西村 浩人 土屋 希文 柴田 学 布川 文徳 布川 明子 小山 久美

小池 裕一 阪本 奉文 河合 宏明 谷口 真 石田 奈都子

永田 洋 野村 宗司 高田 裕弘 盆出 晋一 兵庫 河地 恵理 高桑 美沙子

兵庫 赤松 秀樹 三木 隆史 増田 光一 西田 直樹 古岡 奈美子 森光 奈穂

筒井 佑介 阿萬田 将久 元木 翔 馬場 義孝 長谷川 なつこ 中平 美輪

柏木 健志 藤田 光則 奈良 愛智 恵美 杉本 眞紀

奈良 長谷川 進 増成 亮太 田尻 哲司 植田 慎也 和歌山 貴志 恵理奈

島田 和正 西條 和明 広中 啓紀 島根 熊谷 歩

和歌山 楠山 哲也 広島 船岩 澄江

鳥取 杉本 昭夫 岡山 矢野 由美

島根 槙原 広輔 石田 裕之 須崎 琢弥 土居 俊也 山口 入中 真理子

大月 雅和 徳島 青木 英恵

広島 相川 俊治 吉村 慎太郎 愛媛 永岡 さつき 寺元 みき

山口 徳光 徹 福岡 瀧川 縁

徳島 黒田 裕一 森 丈司 十河 貴之 内藤 隆光 佐賀 光武 恵美

小坂 浩文 熊本 白井 智恵

愛媛 岡田 仁

鹿児島 黒岩 行友

福岡 井子 智樹

大分 住岡 真次


