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男子18-19歳 山田 悠翔 学生連合 潮来

男子18-19歳 滝本 智丹 千葉県 館山

男子18-19歳 金子 雅明 学生連合 天草

男子18-19歳 山本 十士 学生連合 蒲郡

男子18-19歳 松本 聡太 学生連合 福岡

男子20-24歳 恵﨑 拓真 佐賀県 石垣島

男子20-24歳 安田 大河 学生連合 横浜,福岡

男子20-24歳 平林 毅郎 岐阜県 潮来

男子20-24歳 大井 智仁 東京都 館山

男子20-24歳 牧田 竜明 学生連合 近江八幡

男子20-24歳 岩尾 健吾 学生連合 天草

男子20-24歳 岡田 空大 学生連合 蒲郡

男子20-24歳 鈴木 駿介 埼玉県 渡良瀬

男子20-24歳 櫻木 敦大 学生連合 高松

男子20-24歳 川口 玲 学生連合 七ヶ浜

男子20-24歳 飯田 大生 千葉県 神奈川

男子20-24歳 出口 陽也 東京都 野尻湖

男子20-24歳 湯村 天星 岐阜県 長良川

男子25-29歳 川口 遼 大阪府 石垣島

男子25-29歳 久山 司 大阪府 横浜,近江八幡

男子25-29歳 小林 竜馬 茨城県 潮来

男子25-29歳 早﨑 悠揮 大阪府 館山

男子25-29歳 若菜 和彦 神奈川県 天草,福岡

男子25-29歳 大倉 拓也 大阪府 蒲郡,高松

男子25-29歳 村田 賢太郎 東京都 渡良瀬,長良川

男子25-29歳 高橋 颯太朗 神奈川県 七ヶ浜

男子25-29歳 滝沢 凜 学生連合 神奈川

男子25-29歳 渡邊 哲也 新潟県 野尻湖

男子30-34歳 菊池 朋明 東京都 石垣島

男子30-34歳 榊原 佑基 千葉県 横浜

男子30-34歳 椿 浩平 東京都 潮来,野尻湖

男子30-34歳 阿久津 将 東京都 館山

男子30-34歳 フェラーリ シモン 大阪府 近江八幡

男子30-34歳 大島 仁 福岡県 天草

男子30-34歳 吉村 彰記 岐阜県 蒲郡,長良川

男子30-34歳 有冨 弘朗 神奈川県 渡良瀬

男子30-34歳 池 隆礼 沖縄県 福岡

男子30-34歳 平田 寛 岡山県 高松

男子30-34歳 米倉 亮太 福岡県 七ヶ浜

男子30-34歳 植野 鐘太 神奈川県 神奈川

男子35-39歳 高嶺 寛己 東京都 石垣島

男子35-39歳 渡邉 優介 栃木県 横浜

男子35-39歳 外山 高広 東京都 潮来

男子35-39歳 佐藤 崇史 東京都 館山

男子35-39歳 宇佐美 翔太 京都府 近江八幡

男子35-39歳 新地 義昭 大分県 天草

男子35-39歳 菊谷 浩司 岐阜県 蒲郡

男子35-39歳 金子 奏一朗 東京都 渡良瀬

男子35-39歳 浅田 晃輔 福岡県 福岡
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男子35-39歳 山下 勇紀 香川県 高松

男子35-39歳 岩渕 努 宮城県 七ヶ浜

男子35-39歳 浜田 裕介 神奈川県 神奈川

男子35-39歳 小栗 孝之 埼玉県 野尻湖

男子35-39歳 川森 康裕 三重県 長良川

男子40-44歳 山本 真二 沖縄県 石垣島

男子40-44歳 駒野 悠太 神奈川県 横浜,館山,渡良瀬

男子40-44歳 小池 賢 千葉県 潮来

男子40-44歳 清水 哲平 大阪府 近江八幡

男子40-44歳 嵜本 晃次 兵庫県 天草,福岡,長良川

男子40-44歳 榊原 宏和 福井県 蒲郡

男子40-44歳 井上 一輝 東京都 高松

男子40-44歳 後藤 公成 埼玉県 七ヶ浜

男子40-44歳 伊藤 岳 東京都 神奈川,野尻湖

男子45-49歳 山本 淳一 千葉県 石垣島,高松,野尻湖

男子45-49歳 下野 善弘 神奈川県 横浜,館山

男子45-49歳 松丸 真幸 茨城県 潮来

男子45-49歳 村上 幸宏 大阪府 近江八幡

男子45-49歳 高橋 豪一 東京都 天草

男子45-49歳 筒井 正和 愛知県 蒲郡

男子45-49歳 森田 翼 千葉県 渡良瀬,長良川

男子45-49歳 岡本 利明 福岡県 福岡

男子45-49歳 菊田 竜司 宮城県 七ヶ浜

男子45-49歳 若山 泰介 東京都 神奈川

男子50-54歳 嶋谷 圭司 大阪府 石垣島

男子50-54歳 中場 雅之 山梨県 横浜,潮来,蒲郡,野尻湖

男子50-54歳 吉野 功哉 埼玉県 館山

男子50-54歳 新井 孝史 大阪府 近江八幡

男子50-54歳 中馬 東彦 熊本県 天草

男子50-54歳 矢口 栄司 東京都 渡良瀬

男子50-54歳 福元 哲郎 広島県 福岡

男子50-54歳 田原 義夫 東京都 高松

男子50-54歳 氏家 正裕 宮城県 七ヶ浜,長良川

男子50-54歳 奈良 仁克 神奈川県 神奈川

男子55-59歳 境 勉 東京都 石垣島

男子55-59歳 沢田 秀二 宮城県 横浜,潮来,渡良瀬,七ヶ浜

男子55-59歳 大塚 邦幸 東京都 館山,神奈川

男子55-59歳 糸川 充浩 愛知県 近江八幡

男子55-59歳 蓑田 善一郎 熊本県 天草

男子55-59歳 桑原 邦匡 愛知県 蒲郡

男子55-59歳 高橋 泰夫 岡山県 福岡,高松

男子55-59歳 山本 慈朗 千葉県 野尻湖

男子55-59歳 市川 仁史 愛知県 長良川

男子60-64歳 阿部 功 神奈川県 石垣島,潮来,渡良瀬,神奈川

男子60-64歳 Shrosbree Mark 神奈川県 横浜,野尻湖

男子60-64歳 伊藤 たけし 東京都 館山

男子60-64歳 小島 一朗 京都府 近江八幡

男子60-64歳 新宮 瑞夫 島根県 天草,高松

男子60-64歳 浦山 勝政 富山県 蒲郡

男子60-64歳 西田 真人 福岡県 福岡

男子60-64歳 高橋 克昭 埼玉県 七ヶ浜

男子60-64歳 柘植 孝之 愛知県 長良川

男子65-69歳 松葉 桂二 岐阜県 石垣島

男子65-69歳 市川 和彦 東京都 横浜,館山,長良川



男子65-69歳 岸本 哲嘉 京都府 潮来,近江八幡,天草,蒲郡,高松

男子65-69歳 坂巻 好明 栃木県 渡良瀬

男子65-69歳 毛利 力 山口県 福岡

男子65-69歳 吉村 元明 兵庫県 七ヶ浜

男子65-69歳 川村 恒雄 神奈川県 神奈川

男子65-69歳 福田 高之 静岡県 野尻湖

男子70-74歳 佐藤 周平 東京都 石垣島,横浜,潮来,高松

男子70-74歳 小嶋 健司 東京都 館山,神奈川

男子70-74歳 揖場 裕 兵庫県 近江八幡

男子70-74歳 峰 重治 熊本県 天草

男子70-74歳 鈴木 教之 愛知県 蒲郡,長良川

男子70-74歳 堀井 健司 東京都 渡良瀬

男子70-74歳 山道 和樹 福岡県 福岡

男子70-74歳 鬼塚 三男 東京都 七ヶ浜

男子70-74歳 平川 政治 東京都 野尻湖

男子75-79歳 前田 博幸 徳島県 石垣島

男子75-79歳 濱崎 二丸 熊本県 横浜,福岡

男子75-79歳 濱口 辰雄 茨城県 潮来

男子75-79歳 和田 雅幸 埼玉県 館山

男子75-79歳 宗政 義仁 兵庫県 近江八幡

男子75-79歳 大島 強 愛知県 天草,野尻湖,長良川

男子75-79歳 坂尻 仁彦 京都府 蒲郡

男子75-79歳 山川 清一 宮城県 七ヶ浜

男子75-79歳 小笠原 英喜 山梨県 神奈川

男子80-84歳 髙木 茂雄 大阪府 石垣島,福岡

男子80-84歳 岩本 俊信 東京都 横浜

男子80-84歳 舘本 義勝 大阪府 長良川


