
全国

シード

1 A 𡈽原　聖司 つちはらせいじ

2 A 矢嶋　尊 やじまたける

3 B 鈴木　章義 すずきあきよし

4 B 小林　義和 こばやしよしかず

5 B 佐藤　恵一 さとうけいいち

6 A 冨永　崇史 とみながたかし

7 C1 田中　純二 たなかじゅんじ

8 C1 佐藤　修司 さとうしゅうじ

9 B 藤巻　和昌 ふじまきかずあき

10 C1 三橋　裕一 みつはしゆういち

11 A 田辺　靖 たなべやすし

12 B 富屋　一彦 とみやかずひこ

21 C1 神野　秀樹 じんのひでき

50 A 吉岡　輝顕 よしおかてるあき

ライセンス 全国

シリーズ シード

に従う

A 赤畑　彰頼 あかはたあきのり

A 朝野　功治 あさのこうじ

A 池田　秀一 いけだひでかず

A 市村　直生 いちむらなおき

A 伊藤　章訓 いとうあきのり

A 大越　研二 おおこしけんじ

A 岡村　拓也 おかむらたくや

A 小川　直人 おがわなおと

A 菊谷　宏威 きくやひろたけ

A 作田　隆義 さくたたかよし

A 志賀　吉信 しがよしのぶ

A 高嶋　佳治 たかしまよしはる

A 田中　洋介 たなかようすけ

A 田辺　靖 たなべやすし

A 月原　浩司 つきはらこうじ

A 𡈽原　聖司 つちはらせいじ

A 手塚　淑人 てづかよしと

A 冨永　崇史 とみながたかし

A 永井　毅 ながいつよし

A 中澤　伸彦 なかざわのぶひこ

A 中村　文勝 なかむらふみかつ

A 畠山　茂 はたけやましげる

A 星澤　昌寿 ほしざわまさとし

A 増田　浩之 ますだひろゆき

A 矢嶋　尊 やじまたける

A 吉岡　輝顕 よしおかてるあき

A 吉野　昇 よしののぼる
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全国

シード

B 安達　実 あだちみのる

B 岩渕　浩祐 いわぶちこうすけ

B 卯辰　哲也 うたつてつや

B 江田　勝尚 えだかつなお

B 江間　聡 えまさとし

B 大谷　卓也 おおたにたくや

B 川崎　淳 かわさきじゅん

B 菊地　哲也 きくちてつや

B 北谷　哲博 きたやてつひろ

B 清水　昭夫 しみずあきお

B 高橋　美千代 たかはしみちよ

B 中田　正人 なかたまさと

B 野口　梢 のぐちこずえ

C1 朝倉　啓介 あさくらけいすけ

C1 足立原孝実 あだちはらたかみ

C1 稲葉　有記 いなばゆうき

C1 内海　権一 うちうみけんいち

C1 小川　昇 おがわのぼる

C1 小田　誠 おだまこと

C1 上西　弘 かみにしひろし

C1 川畑　知久 かわばたともひさ

C1 木村　圭吾 きむらけいご

C1 小林　寿生 こばやしひさお

C1 佐藤　不二男 さとうふじお

C1 佐藤　恭穂 さとうやすお

C1 渋谷　武明 しぶやたけあき

C1 清水　光司 しみずこうじ

C1 下地　力 しもぢつとむ

C1 末政　忠義 すえまさただよし

C1 高橋　孝誠 たかはしこうせい

C1 寺井　努 てらいつとむ

C1 中村　若菜 なかむらわかな

C1 名取　陽人 なとりあきひと

C1 袴田　敏 はかまだとし

C1 平野　輝幸 ひらのてるゆき

C1 廣瀬　啓二 ひろせけいじ

C1 藤田　明夫 ふじたあきお

C1 松浦　健次 まつうらけんじ

C1 松森　豊 まつもりゆたか

C1 横濱　雄一郎 よこはまゆういちろう

C1 吉田　華奈子 よしだかなこ

C2 阿部　満 あべみつる

C2 井上　淳一 いのうえじゅんいち

C2 打矢　康博 うちややすひろ

C2 小野田　尚絵 おのだよしえ

C2 加藤　正美 かとうまさみ

C2 小山　哲明 こやまてつあき

C2 田中　香織 たなかかおり

C2 谷川　直人 たにかわなおと

C2 地島　大樹 ちしまたいき

C2 椿原　純 つばきはらじゅん

B級

トップタイムから105%以内

昇級
北海道Ｂ級

選手名



C2 中邑　一弘 なかむらかずひろ

C2 中村　圭一 なかむらけいいち

C2 西塚　憲一郎 にしづかけんいちろう

C2 野副　知明 のぞえともあき

C2 堀　正典 ほりまさのり

C2 山田　剛 やまだつよし

伊藤　和也 いとうかずや

伊藤　信司 いとうしんじ

桧原　一也 えはらかずや

大野　睦 おおのりく

大川　勝也 おがわかつや

角張　裕也 かどはりゆうや

嘉屋　直人 かやなおと

岸田　敏彦 きしだとしひこ

熊谷　俊英 くまがやとしひで

小林　剛 こばやしつよし

斎藤　隆史 さいとうたかし

櫻井　進悦 さくらいしんえつ

鈴木　康聖 すずきやすまさ

多田　英治 ただえいじ

田巻　茂和 たまきしげかず

田村　聡 たむらさとし

浪江　安行 なみえやすゆき

船木　利夫 ふなきとしお

宮崎　和夫 みやざきかずお

村井　大和 むらいたいわ

柳沢　岳 やなぎさわたけし

山田　公雄 やまだきみお

山田　典史 やまだのりふみ

山本　一男 やまもとかずお



C1 阿部　秀樹 あべひでき

C1 阿部　亮介 あべりょうすけ

C1 荒川　範夫 あらかわのりお

C1 大石　一郎 おおいしいちろう

C1 尾谷　洋 おたにひろし

C1 加藤　裕治 かとうゆうじ

C1 菊池　永一 きくちえいいち

C1 杵渕　裕一 きねぶちゆういち

C1 越山　勉 こしやまつとむ

C1 佐藤　真二 さとうしんじ

C2 塩見　博文 しおみひろふみ

C1 高嶋　香織 たかしまかおり

C1 高橋　克実 たかはしかつみ

C1 月原　桃子 つきはらももこ

C1 寺田　晴男 てらだはるお

C1 永井　弘美 ながいひろみ

C1 長谷部　利昭 はせべとしあき

C1 林　良樹 はやしよしき

C1 引間　千春 ひきまちはる

C1 福井　章嗣 ふくいしょうじ

C1 藤原　淳司 ふじわらじゅんじ

C1 本間　君江 ほんまきみえ

C1 松村　泰敬 まつむらやすひろ

C1 宮田　徳彦 みやたのりひこ

C1 村松　由里 むらまつゆり

C2 浅川　三紀 あさかわみき

C2 池田　麻希子 いけだまきこ

C2 衛藤　貴章 えとうたかあき

C2 岡田　憲之 おかだのりゆき

C2 小田　利枝 おだとしえ

C2 小野田　義人 おのだよしと

C2 加藤　偉考 かとうあしたか

C2 菊谷　真希 きくやまき

C2 北濱　精悦 きたはませいえつ

C2 佐藤　幸広 さとうゆきひろ

C2 白倉　孝 しらくらたかし

C2 鈴木　義憲 すずきよしのり

C2 高嶋　優子 たかしまゆうこ

C2 高橋　昭彦 たかはしあきひこ

C2 高橋　正巳 たかはしまさみ

C2 田中　秀幸 たなかひでゆき

C2 津垣　正仁 つがきまさひと

C2 寺崎　愛 てらさきあい

C2 夏目　知佳 なつめちか

C2 東　俊英 ひがししゅんえい

C2 藤田るみ子 ふじたるみこ

C2 森　　洋介 もりようすけ

C2 吉岡　真智子 よしおかまちこ

トップタイムから115%以内

昇級 全国シード
北海道C級

選手名

C級



秋葉　照夫 あきばてるお

阿部　達也 あべたつや

荒井　淳一郎 あらいじゅんいちろう

安藤　賢一 あんどうけんいち

石神　浩義 いしがみひろよし

石川　豪宏 いしかわたけひろ

泉澤　真人 いずみさわまさと

磯　雅幸 いそまさゆき

岩渕　哲哉 いわぶちてつや

植松　春雄 うえまつはるお

KAORU WALKER うぉーかーかおる

浦木　学 うらきまなぶ

衛藤　朋美 えとうともみ

江花千恵美 えばなえみ

檜原ちづる えばらちづる

蛯沢　光彦 えびさわみつひこ

扇谷　長 おうぎやたけ

大石　章広 おおいしあきひろ

大沢　浩司 おおさわこうじ

大田　達志 おおたたつし

太田　典伸 おおたのぶひろ

大槻　匡志 おおつきまさし

大西　充 おおにしみつる

大平　正人 おおひらまさと

岡田　隆志 おかだたかし

小川　貴子 おがわたかこ

樋浦　敏幸 おけうらとしゆき

尾田　成行 おだなりゆき

小野寺　良市 おのでらりょういち

貝沼　奨吾 かいぬましょうご

角五　彰 かくごあきら

笠原　裕子 かさはらゆうこ

架田　博幸 かだひろゆき

嘉藤　哲志 かとうてつし

加登　雅樹 かとうまさき

亀谷　久美子 かめやくみこ

川畑　麻実 かわばたまみ

岸本　寿範 きしもととしのり

北村　春夫 きたむらはるお

木下　雅仁 きのしたまさひと

木村　浩幸 きむらひろゆき

切山　悟志 きりやまさとし

合田　修大 ごうだのぶひろ

後藤　謙一 ごとうけんいち

小林　道枝 こばやしみちえ

小林　靖典 こばやしやすのり

小林　豊 こばやしゆたか

佐伯　和之 さえきかずゆき

阪井　楓河 さかいふうが

坂口　忠司 さかぐちただし



坂口　秀器 さかぐちひでき

桜井　順 さくらいじゅん

佐々木　俊祐 ささきしゅんすけ

嵯城　一人 さしろかずと

佐藤　拓治 さとうたくじ

佐藤　忠之 さとうただゆき

佐藤　秀樹 さとうひでき

澤田　修一 さわだしゅういち

澁谷　賢司 しぶやけんじ

島田　英貴 しまだひでき

東海林　馨 しょうじかおる

白鳥　一哉 しらとりかずや

菅原　弘基 すがわらひろき

鈴谷　寛 すずやひろし

瀬賀　重史 せがしげふみ

関口　充崇 せきぐちみつたか

曽我部　辰哉 そがべたつや

平　誠司 たいらせいじ

高木　雄一朗 たかぎゆういちろう

高杉　和広 たかすぎかずひろ

田島　裕也 たじまゆうや

立浪　　優 たつなみまさる

田中　孝実 たなかたかみ

田辺　伸之 たなべのぶゆき

谷川　　学 たにかわまなぶ

谷川　陽祐 たにかわようすけ

玉野　秀実 たまのひでつぐ

千葉　昌幸 ちば　まさゆき

寺本　恵二 てらもとけいじ

遠山　仁志 とおやまひとし

冨樫　隆治 とがしたかし

中川　仁志 なかがわひとし

中館　雅裕 なかだてまさひろ

長浜　哲也 ながはまてつや

中村　一教 なかむらかずのり

中村　忍 なかむらしのぶ

西川　映一 にしかわえいいち

西脇　知宏 にしわきともひろ

糠塚　太郎 ぬかづかたろう

年藤　広ニ ねんとうこうじ

野上　浩司 のがみこうじ

野口　祐介 のぐちゆうすけ

野原　章弘 のはらあきひろ

野村　裕之 のむらひろゆき

畠　涼輔 はた　りょうすけ

八田　重忠 はったしげただ

八田　誠一 はったせいいち

花田　義浩 はなだよしひろ

藤岡　敬三 ふじおかけいぞう

藤田　新吾 ふじたしんご



藤田　教昌 ふじたのりまさ

藤盛　翔大 ふじもりしょうた

藤盛　翼 ふじもりつばさ

藤原　義明 ふじわらよしあき

古川　毅 ふるかわつよし

古谷　拓実 ふるやたくみ

堀江　毅 ほりえつよし

堀江　直樹 ほりえなおき

本村　将太 ほんむらしょうた

牧　健一 まきけんいち

牧野　慎司 まきのしんじ

牧野　裕之 まきのひろゆき

松島　啓修 まつしまよしのぶ

松田　靖嗣 まつだやすし

松苗　秀和 まつなえひでかず

右田　圭 みぎたけい

水流　和敏 みずるかずとし

三田　由文 みたよしふみ

光島　弘泰 みつしまひろやす

宮澤　徹 みやざわとおる

村口　幸太郎 むらぐちこうたろう

森本　文昭 もりもとふみあき

森山　龍児 もりやまりゅうじ

門戸　春美 もんとはるみ

門別　秀幸 もんべつひでゆき

安井　忠久 やすいただひさ

山口　幸児 やまぐちこうじ

山田　正人 やまだまさと

山田　政治 やまだまさはる

山中　幸雄 やまなかゆきお

山本　洋介 やまもとようすけ

山森　嘉尚 やまもりよしなお

横山　康彦 よこやまやすひこ

和田　秀人 わだひでと



秋元　康志 あきもとやすし

東　大輔 あずまだいすけ

足立　愛朗 あだちよしお

雨宮　誠 あまみやまこと

伊賀　保春 いがやすはる

五十嵐　英樹 いがらしひでき

石山　圭幸 いしやまよしゆき

泉　健二郎 いずみ　けんじろう

五十地　誠 いそちまこと

市川　ゆうき いちかわゆうき

稲垣　泰則 いながきやすのり

IAN WALKER うぉーかーいあん

大谷　隆之 おおたにたかゆき

大脇　祐輔 おおわきゆうすけ

小笠原　一馬 おがさわらかずま

加藤　明 かとうあきら

嘉島　慎也 かとうしんや

加藤　憲康 かとうのりやす

門田　智雄 かどたともお

金澤　信生 かなざわのぶお

神島　寛 かみしまひろし

川村　功 かわむらいさお

北村　恵二 きたむらけいじ

杵渕　真由美 きねぶちまゆみ

木原　芳寿 きはらよしとし

木村　健 きむらけん

木村　広美 きむらひろみ

倉岡　翔 くらおかしょう

栗原　央流 くりはらたける

桑島　克成 くわじまかつなり

桑原　広 くわばらひろし

後藤　優吾 ごとう　ゆうご

壽　幸久 ことぶき　ゆきひさ

小西　由展 こにしよしのぶ

小林　亮 こばやしりょう

今野　勇 こんのいさむ

齋藤　幸之心 さいとうこうのしん

齋藤　新之介 さいとうしんのすけ

斎藤　真紀 さいとうまき

阪井　麓也 さかいれんや

坂本　政道 さかもとまさみち

笹谷　尚史 ささやなおふみ

佐藤　知幸 さとうともゆき

佐藤　百合花 さとうゆりか

佐野　梓 さのあずさ

塩田　真澄 しおたますみ

トップタイムから125%以内

昇級 全国シード
北海道D級

選手名

D級



篠原　正憲 しのはらまさのり

島村　耕一 しまむらこういち

島谷　高行 しまやたかゆき

下田　浩嗣 しもだこうじ

白石　智子 しらいしともこ

鈴木　達三 すずきたつぞう

須藤　智久 すどうともひさ

相馬　秀一 そうまひでかず

平　誠司 たいらせいじ

高松　将宣 たかまつ　まさのり

田口　智一 たぐちともかず

伊達　誠 だてまこと

田中　芳雄 たなかよしお

辻　昌也 つじまさや

土屋　俊太郎 つちやしゅうんたろう

土屋　冬彦 つちやしゅうんたろう

寺崎　愛 てらさきあい

徳永　秀康 とくながひでやす

中村　哲教 なかむらてつのり

西塚　朗 にしづかあきら

新田　るみ子 にったるみこ

橋本　遼 はしもとりょう

林　利文 はやしとしふみ

久末　卓也 ひさすえたくや

平畑　慶樹 ひらはたよしき

深谷　幸生 ふかやゆきお

藤田　享美 ふじたたかみ

藤戸　和樹 ふじとかずき

古川　英伸 ふるかわひでのぶ

古崎　正樹 ふるさきまさき

堀野　宏一 ほりのひろかず

牧　大地 まきだいち

松下　隆起 まつしたりゅうき

三橋　龍人 みつはしりゅうと

三好　慶一 みよしけいいち

村上　朋加 むらかみともか

森川　芳浩 もりかわよしひろ

森　ひろえ もりひろえ

山中　順生 やまなかのりお

山名　順彦 やまなのぶひこ

善方　浩宣 よしかたひろのぶ

吉田　麻美 よしだあさみ

吉田　信次 よしだしんじ

吉田　尚貴 よしだなおき

吉田　雅彦 よしだまさひこ

善積　桂子 よしづみけいこ

吉永　泰 よしながやすし

渡辺　義雄 わたなべよしお


