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ｾﾞｯｹﾝ 氏名 所属県 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 所属県 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 所属県

1 森田　一輝 宮城県 1 富田　真司 千葉県

2 新井　誠 長野県

3 城取　諒 長野県

4 金児　伸二 長野県 4 佐藤　友之 宮城県

5 吉田　雄一 千葉県 5 ベンバサット　ミッキー 東京都 5 松村　雄太 静岡県

6 古川　和由 埼玉県 6 増田　浩志 静岡県 6 岡本　裕生 埼玉県

7 金児　敏之 長野県 7 田中　圭介 埼玉県 7 堀田　大人 福島県

8 坂牧　隆夫 埼玉県 8 中島　俊介 静岡県 8 鷲見　卓郎 愛知県

28 千葉　智 宮城県 9 広瀬　彰信 東京都 9 桐明　征一郎 愛知県

10 川上　祥史 熊本県 10 福澤　武 長野県 10 松井　康晃 広島県

11 高山　直人 群馬県 11 峯　稜介 静岡県 11 平　翔太 熊本県

12 五十住　洋佑 愛知県 12 坂本　明則 愛媛県 12 井深　泰治 岐阜県

13 原島　剛 東京都 13 庄司　秀人 岩手県 13 西尾　聡 兵庫県

73 青木　優治 神奈川県 14 薄井　保彦 東京都 14 菅野　景介 愛媛県

15 金子　和之 栃木県 15 豊田　肇 埼玉県 15 近藤　一磨 愛知県

16 吾妻　裕人 岩手県 16 大野　雅樹 宮城県 16 小川　史郎 香川県

17 川留　健一 東京都 17 松下　大樹 熊本県 17 大西　健太郎 愛知県

18 森田　直樹 栃木県 18 増成　誠二 広島県 18 納冨　桂 福岡県

19 三井　正勝 山梨県 19 三笘　進 三重県 19 植村　眞一 香川県

20 佐々木　啓之 神奈川県 20 栗本　志能武 広島県 20 大山　譲二 埼玉県

21 増田　智義 静岡県 21 岡田　達矢 静岡県 21 小谷　咲斗 京都府

22 河野　崇史 埼玉県 22 渋井　健 東京都 22 瀧川　貴士 京都府

23 青山　博一 千葉県 23 久谷　哲郎 東京都 23 山本　健士郎 愛媛県

24 上和田　拓海 東京都 24 志村　祐一 山梨県 24 大場　和樹 宮城県

25 緒方　大輔 福岡県 25 小倉　浩靖 愛知県

26 松本　信二 熊本県 26 梅谷　健二 福岡県

27 大坪　正之 愛媛県 27 中山　大輔 福岡県

28 溝口　秀也 愛知県 28 千馬　正嗣 熊本県

29 石崎　裕基 大分県 29 近藤　浩司 愛媛県

30 須藤　福志 埼玉県 30 森本　圭 高知県

31 戸田　道夫 埼玉県 31 林　个 東京都

32 中石　昭 徳島県 32 笠　大祐 福岡県

33 野田　龍樹 埼玉県 33 瀬尾　和智 埼玉県

34 蛯谷　亮太 滋賀県 34 土橋　亮一 和歌山県

35 高部　充陽 徳島県 35 大森　啓雄 滋賀県

36 原　彬仁 広島県 36 遠坂　雄亮 千葉県

37 深見　浩資 愛知県

38 湯浅　卓也 徳島県

39 溝口　秀也 愛知県

40 百武　大樹 愛知県

● S1PROクラスは、最大27名の登録制です。

● S1PROクラス登録選手は、当該年度全日本
　　選手権　 において、他のクラスに出場する
　　ことはできません。
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