
 【第1戦エントリー締め切り時点】

ゼッケン 氏名 所属県 ゼッケン 氏名 所属県 ゼッケン 氏名 所属県

1 日浦　大治朗 愛知県 1 大森　雅俊 茨城県

2 森田　一輝 宮城県 2 馬場　大介 千葉県

3 新井　誠 長野県 3 佐々木　貴志 埼玉県

4 原島　剛 東京都 4 千葉　智 宮城県 4 西村　泰樹 東京都

5 吉田　雄一 千葉県 5 松本　和資 長野県 5 峯　稜介 静岡県

6 金子　和之 埼玉県 6 三井　正勝 山梨県 6 森本　圭 高知県

7 金児　敏之 長野県 7 福澤　武 長野県 7 島田　優 東京都

8 三笘　進 三重県 8 豊田　肇 埼玉県 8 住吉　敏治 千葉県

9 森田　直樹 栃木県 9 広瀬　彰信 東京都 9 大場　和樹 宮城県

10 金児　伸二 長野県 10 増成　誠二 広島県 10 吉岡　寿敏 滋賀県

11 増田　智義 静岡県 11 新沼　伸介 埼玉県 11 宮崎　司 滋賀県

12 川上　祥史 熊本県 12 瀧川　貴士 京都府 12 小川　芳徳 滋賀県

13 ベンバサット　ミッキー 長野県 13 緒方　大輔 福岡県 13 近藤　一磨 神奈川県

44 川留　健一 東京都 14 澤田　良太 埼玉県 14 塙　和貴 千葉県

15 佐藤　友之 宮城県 15 薄井　保彦 東京都 15 古家　誠也 熊本県

16 小原　堅斗 岩手県 16 水野　彰久 愛知県 16 高津戸　義彦 北海道

17 増田　浩志 静岡県 17 菅野　景介 愛媛県 17 中原　美海 神奈川県

18 中島　俊介 静岡県 69 鹿野　涼 宮城県 18 藤田　祐亮 埼玉県

19 長谷川　修大 愛知県 47 小口　亘 千葉県 19 梅谷　健二 福岡県

20 阿部　恵斗 東京都 20 田村　賢治 千葉県 20 林　个 東京都

21 榎本　優 栃木県 21 錦織　慎一郎 神奈川県 21 原田　駿介 熊本県

22 野田　龍樹 埼玉県 22 松井　康晃 広島県 22 町田　遼 神奈川県

23 松浦　聡 東京都 23 納冨　桂 福岡県 23 有田　陽次 福岡県

24 Cornish　Lewis 長野県 24 大坪　正之 愛媛県 24 福田　愛樹 千葉県

25 青木　優治 神奈川県 25 久谷　哲郎 東京都 25 梅田　修平 滋賀県

26 吾妻　裕人 岩手県 26 阿川　卓也 栃木県 26 古川　和由 埼玉県

27 城取　諒 長野県 委員会
承認 27 井上　雄登 愛知県 27 勝谷　仁 栃木県

※S1PROクラスは最大27名登録制です。 28 村下　圭吾 兵庫県 28 佐藤　省吾 静岡県

※S1PROクラス登録選手は、当該年度の全日本 29 中石　昭 徳島県

　 選手権において他のクラスに出場することは 30 町田　遼 神奈川県

   できません。 31 高部　充陽 徳島県

32 石崎　裕基 大分県

33 中野　広 愛知県

34 山下　知晃 熊本県

35 松下　大樹 熊本県

300 高山　直人 群馬県

36 染谷　廣則 千葉県

37 菊地　隆太 三重県

38 加藤　将貢 愛知県

39 藤田　祐亮 埼玉県

40 佐々木　啓之 神奈川県

アミ掛け：指定ゼッケン取得者

前年度
S１OP
1～3位
（自動）

前年度
PRO

16位以下
（希望）
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S1 PRO S1 OPEN S2 

前年度
PRO

15位以内
（残留）


