
2023_東日本地区決勝（取手）出場予定者

申込状況 お名前 オフリガナ 申込状況 お名前 オフリガナ 申込状況 お名前 オフリガナ 申込状況 お名前 オフリガナ

完了 角田　幸一 ツノダ　コウイチ 完了 河崎 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ 完了 柳川　裕哉 ヤナガワ　ユウヤ 完了 飯島　英樹 イイジマ　ヒデキ

完了 山田　　豊 ヤマダ　ユタカ 完了 小見　康雄 コミ　ヤスオ 完了 根津　博嗣 ネヅ 　ヒロツグ 完了 竹内　規晃 タケウチ　ノリアキ

完了 日下部 浩寿 クサカベ　コウジュ 完了 宇佐美　彩 ウサミ　アヤ 完了 秋野　　誠 アキノ　マコト 完了 中村　勝一 ナカムラ　カツイチ

完了 沖　　雅己 オキ　マサキ 完了 饒田　剛央 ニギタ　タカテル 完了 萩原　佑磨 ハギワラ　ユウマ 完了 福島　嘉満 フクシマ　ヨシミツ

完了 永田　秀行 ナガタ　ヒデユキ 完了 西　　祐宜 ニシ　ヒロノブ 完了 金井　俊輔 カナイ　シュンスケ 完了 浅田 ベルツ アサダ　ベルツ

完了 寄元　　貴 ヨリモト　タカシ 完了 日下部 智広 クサカベ　トモヒロ 完了 杉江　友祐 スギエ　ユウスケ 完了 田中　義範 タナカ　ヨシノリ

完了 川崎　　純 カワサキ　ジュン 完了 崔　　洋国 チェ　ヤング 完了 竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ 完了 田野　弘幸 タノ　ヒロユキ

完了 大森　　豊 オオモリ　ユタカ 完了 関口　直樹 セキグチ　ナオキ 完了 塩津　晋也 シオツ　シンヤ 完了 大下　麻衣 オオシタ　マイ

完了 中澤　孝二 ナカザワ　コウジ 完了 寺田　一実 テラダ　カズミ 完了 田中　　徹 タナカ　トオル 完了 藤巻　秀規 フジマキ　ヒデノリ

完了 角田　卓也 ツノダ　タクヤ 完了 藁谷　和一 ワラガイ　カズジ 完了 米山　省吾 ヨネヤマ　ショウゴ 完了 渡邊　　亨 ワタナベ　トオル

完了 香川　正太 カガワ　ショウタ 完了 稲沢　宏之 イナザワ　ヒロユキ 完了 松本　雄介 マツモト　ユウスケ 完了 森　　勝雄 モリ　カツオ

完了 舩越　　亘 フナコシ　ワタル 完了 当間　庸樹 トウマ　ツネキ 完了 齋藤　浩喜 サイトウ　ヒロキ

完了 星野　啓介 ホシノ　ケイスケ 完了 中川　　悠 ナカガワ　ユウ 完了 平林　哲也 ヒラバヤシ　テツヤ

完了 渋谷　一彦 シブヤ　カズヒコ 完了 宮川　正敏 ミヤガワ　マサトシ 完了 伊藤　耕治 イトウ　コウジ

完了 布施　政勝 フセ　マサカツ 完了 有賀　喜彦 アリガ　ヨシヒコ 完了 市川　　 透 イチカワ　トオル

完了 高橋　利哉 タカハシ　トシヤ 完了 持田　哲哉 モチダ　テツヤ 完了 山崎　大輔 ヤマザキ　ダイスケ

完了 石井　啓太 イシイ　ケイタ 完了 飯田　雅則 イイダ　マサノリ 完了 三原　洋介 ミハラ　ヨウスケ

完了 大原　俊弘 オオハラ　トシヒロ 完了 安田　光治 ヤスダ　ミツハル 完了 須藤　拓人 ストウ　ヒロト

完了 牧野 龍一郎 マキノ　リュウイチロウ 完了 富田　　実 トミタ　ミノル 完了 内山　汐里 ウチヤマ　シオリ

完了 草野　広宗 クサノ　ヒロムネ 完了 百田　桂一 モモダ　ケイイチ 完了 林　　輝幸 ハヤシ　テルユキ

完了 萩原　和也 ハギワラ　カズヤ 完了 木﨑　亮太 キザキ　リョウタ 完了 貞廣　祐孝 サダヒロ　ユタカ

完了 木村　恭大 キムラ　ヤスヒロ 完了 木下　輝洋 キノシタ　テルヒロ 完了 松岡　英志 マツオカ　ヒデユキ

完了 齋藤　　謙 サイトウ　ケン 完了 横田　忠雄 ヨコタ　タダオ 完了 吉松　　朋 ヨシマツ　トモ

完了 橋本　翔太 ハシモト　ショウタ 完了 伊庭　公也 イバ　キンヤ 完了 長谷　公広 ハセ　キミヒロ

完了 坂元　竜史 サカモト　タツシ 完了 夏山　ルイ ナツヤマ　ルイ 完了 田中 のどか タナカ　ノドカ

完了 北御門 雅人 キタミカド　マサト 完了 丹野　隆幸 タンノ　タカユキ 完了 榎本　　剛 エノモト　ゴウ

完了 岸本　陽一 キシモト　ヨウイチ 完了 谷口　達也 タニグチ　タツヤ 完了 榊原　純一 サカキバラ　ジュンイチ

完了 中村　　瞭 ナカムラ　リョウ 完了 山口　智之 ヤマグチ　トモユキ 完了 岡下　慎吾 オカシタ　シンゴ

完了 大崎　将行 オオサキ　マサユキ 完了 佐野　　正 サノ　タダシ 完了 辰井　賢二 タツイ　ケンジ

完了 山端　孝博 ヤマハタ　タカヒロ 完了 井上　陽二 イノウエ　ヨウジ 完了 糠信　秀企 ヌカノブ　ヒデキ

完了 外川　栄治 トガワ　タカハル 完了 佐藤　　博 サトウ　ヒロシ 完了 一色　　浩 イッシキ　ユタカ

完了 荻田　和宏 オギタ　カズヒロ 完了 辻野　寛次 ツジノ　ヒロツグ 完了 田村　　界 タムラ　サカイ

完了 西川　勇太 ニシカワ　ユウタ 完了 石成　正人 イシナリ　マサト 完了 田中　智治 タナカ　トモハル

完了 川島　宗太 カワシマ　ソウタ 完了 木村 正二郎 キムラ　ショウジロウ 完了 松下 龍之介 マツシタ　リュウノスケ

完了 横須賀 可典 ヨコスカ　ヨシノリ 完了 石川　仁之 イシカワ　ヒトシ 完了 當間　直樹 トウマ　ナオキ

完了 高瀬　清美 タカセ　キヨミ 完了 樋口　丈洋 ヒグチ　タケヒロ 完了 井手 健一朗 イデ　ケンイチロウ

完了 田島　成寿 タジマ　ナルトシ 完了 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ 完了 鎌江　文三 カマエ　ブンゾウ

完了 髙橋　　毅 タカハシ　ツヨシ 完了 秋野　一浩 アキノ　カズヒロ 完了 田川　美道 タガワ　ヨシミチ

完了 折笠　勝美 オリカサ　カツミ 完了 佐藤　　健 サトウ  タケシ 完了 本村　浩二 モトムラ　コウジ

完了 茂貫　太郎 モヌキ　タロウ 完了 岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 完了 田中　雄三 タナカ　ユウゾウ

※ 「未」＝エントリーフィー決済が完了していない状況。


