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1 横澤 駿一 222802 岩手 1 五十嵐 大智 196461 山形 1 坂上 優人 230156 青森

2 川口 尚希 604410 青森 2 J. Sherrtll 605783 青森 2 佐藤 良光 022754 宮城

3 栗花 賢司 925860 福島 3 三上 慧 232675 青森 3 千坂 公洋 339440 宮城

4 川村 秀兵 228641 青森 4 滝澤 和輝 215689 宮城 4 原田 純 227580 山形

5 西村 健 168192 秋田 5 小島 靖義 065680 東京 5 文屋 誠 163051 宮城

6 金子 友太 230310 埼玉 6 佐藤 俊一 222278 宮城 6 保科 佑斗 218365 宮城

7 藤田 勇 227497 福島 7 近藤 公孝 135250 宮城 7 坂田 大輔 236280 福島

8 山本 航平 604482 岩手 8 小栗山 英華 605240 福島 8 佐々木 正浩 088710 宮城

9 佐々木 麗哉 224065 宮城 9 菊地 洋平 600183 秋田 9 千葉 幹生 187034 宮城

10 阿部 昌信 208729 山形 10 佐々木 一司 120725 宮城 10 鎌田 真樹 058031 秋田

11 齋藤 崚馬 604420 山形 11 阿部 忠宏 219020 宮城 11 相馬 友樹 232206 青森

12 阿部 大輝 207929 岩手 12 寺岡 貴史 230072 宮城 12 永井 歩夢 233020 東京

13 阿部 公亮 203489 岩手 13 作佐部 善幸 019409 秋田 13 片山 宗儀 227544 宮城

14 下山 來夢 213903 青森 14 矢野 大介 345633 埼玉 14 渡辺 一申 175084 宮城

15 福山 翔 227498 宮城 15 三浦 敦 900384 秋田 15 石山 奨 215281 宮城

16 金子 大輔 225198 千葉 16 村野秀弥 062411 東京 16 戸井田 勇 223826 秋田

17 室井 政伸 236425 栃木 17 佐々木 勇孝 200410 宮城 17 齊藤 耀 047204 宮城

18 柴田 敬明 044727 山形 18 向畑 信章 335753 東京 18 西方 聡 227546 宮城

19 清水 秀尚 041866 福島 19 山田 正寛 172231 茨城 19 堀金 匡哉 154699 福島

20 安田 康太 237023 札幌 20 渡辺正浩 021971 宮城 20 佐藤 和昭 223403 青森

21 鈴木 大将 224276 福島 01 加藤 遼 227490 宮城 21 秋本 のぞみ 216029 秋田

22 飯塚 翼 229733 茨城 02 藤本 優翔 236428 栃木 22 長澤 和也 023775 秋田

23 木村 康洋 602060 宮城 03 大浪 蒼貴 048866 宮城 23 笠原 由雄 223124 福島

24 佐々木 健 224242 秋田 04 作左部 善希 233134 秋田 24 石垣 拓人 237132 山形

01 佐々木 麗 224064 宮城 05 石田 徹 230160 青森 25 菅野 雄大 237771 岩手

02 一戸 英昭 143416 青森 06 郡司 翼 040835 栃木 26 井上 努 230405 宮城

03 戸舘 隼人 226514 青森 27 藤原 博樹 235329 秋田

04 蝦名 隼人 154225 青森 28 太田 満 062116 山形

05 町田 旺郷 230311 埼玉 29 三浦 重雄 336065 宮城

30 小野 光明 075189 秋田

31 遠藤 正人 185113 宮城

32 阿部 桂子 220865 宮城

国際B級（IB）クラス 国内A級（NA）クラス 国内B級（NB）クラス
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