
第１９回ABC大会参加者名簿
種目 No. 参加者 所属
男子Aクラス 1 荒牧 亮太 藪塚ジュニア
男子Aクラス 2 清水 瑛太 藪塚ジュニア
男子Aクラス 3 八代 知己 菱ジュニア
男子Aクラス 4 新藤 優太 菱ジュニア
男子Aクラス 5 濱西 心太 藤岡ジュニア
男子Aクラス 6 鈴木 悠 藤岡ジュニア
男子Aクラス 7 伏見 歩真 藤岡ジュニア
男子Aクラス 8 瀧澤 稔也 藤岡ジュニア
男子Aクラス 9 江田 陽葵 藤岡ジュニア
男子Aクラス 10 河上 悠大 大泉ＪＢＣ
男子Aクラス 11 桒原 慎 大泉ＪＢＣ
男子Aクラス 12 菊地 祥丞 おおたスポーツアカデミー
男子Aクラス 13 岩澤 真徳 おおたスポーツアカデミー
男子Aクラス 14 山田 拓実 おおたスポーツアカデミー
男子Aクラス 15 小島 陸 相生ジュニア
男子Aクラス 16 但木 朔也 相生ジュニア
男子Aクラス 17 伊藤 匠汰 相生ジュニア
男子Aクラス 18 杉戸 辰 神明ジュニア
男子Aクラス 19 田村 翼 神明ジュニア
男子Aクラス 20 中里 温人 神明ジュニア
男子Aクラス 21 田島 獅琉 神明ジュニア
男子Aクラス 22 青木 優 神明ジュニア
男子Aクラス 23 堀 聖那 高崎ジュニア
男子Aクラス 24 大手 奏翔 高崎ジュニア
男子Aクラス 25 片岡 陽 高崎ジュニア
男子Aクラス 26 新井 遥人 高崎ジュニア
男子Aクラス 27 原 蓮太朗 前橋東
男子Aクラス 28 佐瀬 龍之介 前橋東
男子Aクラス 29 片岡 聖 前橋東
男子Aクラス 30 石原 雅大 前橋東
男子Aクラス 31 德留 蒼真 前橋東
男子Aクラス 32 古川 遥貴 前橋東
男子Aクラス 33 福田 結大 前橋東
男子Aクラス 34 石川 直樹 昭和ジュニア
男子Aクラス 35 土屋 大輔 渋川リトルバーズ
男子Aクラス 36 山田 竣哉 渋川リトルバーズ
男子Aクラス 37 栗原 和輝 強戸ジュニア
男子Aクラス 38 山路 悠輔 強戸ジュニア
男子Aクラス 39 岡島 優星 強戸ジュニア
男子Aクラス 40 長濱 大知 強戸ジュニア
男子Aクラス 41 植木 彩仁 宮郷ジュニア
男子Aクラス 42 馬場 圭太 吉岡ジュニア
男子Aクラス 43 角田 知聖 吉岡ジュニア
男子Aクラス 44 阿久津 大翔 ＮＢＣあずまジュニア
男子Aクラス 45 矢嶋 柚葵 ＭＣジュニア
男子Aクラス 46 久保田 俊 ＭＣジュニア
男子Aクラス 47 根岸 荘史 ＭＣジュニア
男子Aクラス 48 萩原 利侑 Ｂｒｉｎｇ☆Ｕｐ
男子Aクラス 49 清水 響 バンビクラブ
男子Aクラス 50 蓮沼 怜弥 笠懸ジュニア
男子Aクラス 51 谷田部 輝琉 笠懸ジュニア
男子Aクラス 52 遠藤 湊琉 笠懸ジュニア
男子Aクラス 53 宮崎 夢叶 笠懸ジュニア
男子Aクラス 54 西村 泰輝 伊勢崎ジュニア
男子Aクラス 55 大谷 周護 伊勢崎ジュニア
男子Aクラス 56 小倉 海斗 ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ
男子Aクラス 57 渡辺 晴貴 ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ
男子Aクラス 58 木村 颯斗 ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ



男子Aクラス 59 北澤 健太 ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ
男子Bクラス 1 小野里 柚 藤岡ジュニア
男子Bクラス 2 澤田 怜桜 大泉ＪＢＣ
男子Bクラス 3 片岡 蒼 大泉ＪＢＣ
男子Bクラス 4 持丸 叶夢 神明ジュニア
男子Bクラス 5 石内 杜和 神明ジュニア
男子Bクラス 6 津久井 優太 神明ジュニア
男子Bクラス 7 上島 隼矢 神明ジュニア
男子Bクラス 8 武藤 圭祐 高崎ジュニア
男子Bクラス 9 高岡 利駆 高崎ジュニア
男子Bクラス 10 山口 晃央 前橋東
男子Bクラス 11 新井 佑翼 昭和ジュニア
男子Bクラス 12 小林 篤弥 渋川リトルバーズ
男子Bクラス 13 土屋 航平 渋川リトルバーズ
男子Bクラス 14 山田 康貴 渋川リトルバーズ
男子Bクラス 15 須田 蓮央 渋川リトルバーズ
男子Bクラス 16 長谷川 大晟 桜木ジュニア
男子Bクラス 17 園田 大樹 桜木ジュニア
男子Bクラス 18 倉田 匠 宮郷ジュニア
男子Bクラス 19 吉田 大地 ＮＢＣあずまジュニア
男子Bクラス 20 松原 龍一 ＮＢＣあずまジュニア
男子Bクラス 21 尾島 俊太 ＮＢＣあずまジュニア
男子Bクラス 22 髙野 駿 ＭＣジュニア
男子Bクラス 23 茂木 陽良 ＭＣジュニア
男子Bクラス 24 霜田 真緒 Ｂｒｉｎｇ☆Ｕｐ
男子Bクラス 25 廣橋 慶悟 バンビクラブ
男子Bクラス 26 二渡 順平 笠懸ジュニア
男子Bクラス 27 吉澤 亮我 笠懸ジュニア
男子Bクラス 28 高野 優樹 笠懸ジュニア
男子Bクラス 29 高橋 海翔 笠懸ジュニア
男子Bクラス 30 大谷 亮平 伊勢崎ジュニア
男子Bクラス 31 渡辺 匠海 ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ
男子Bクラス 32 星野 優舞 ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ
男子Bクラス 33 高石 青來 ＯＲＩＧＩＮ ＢＣ
男子Bクラス 34 中澤　怜 尾島ジュニア
男子Cクラス 1 渡辺 望夢 菱ジュニア
男子Cクラス 2 権田 祐斗 大泉ＪＢＣ
男子Cクラス 3 平野 優輔 前橋東
男子Cクラス 4 大場 悠正 前橋東
男子Cクラス 5 高草木 唯斗 昭和ジュニア
男子Cクラス 6 宮﨑 祥也 桜木ジュニア
男子Cクラス 7 篠原 仁 桜木ジュニア
男子Cクラス 8 野村 優温 群馬レジェンズ
男子Cクラス 9 高田 陽真 群馬レジェンズ
男子Cクラス 10 萩原 慎太 Ｂｒｉｎｇ☆Ｕｐ
男子Cクラス 11 笠原 悠希 笠懸ジュニア
男子Cクラス 12 高橋 宏翔 笠懸ジュニア


