
1 柏原　　純 認定プロ 1 地野　彰信 認定プロ 1 高見沢治幸 認定プロ

2 草場とも子 認定プロ 2 西坂　昭利 ツアー選手 2 蔵谷　俊克 ツアー選手

3 梅村日奈子 ツアー選手 3 川崎　友広 ツアー選手 3 白石　幸矢 ツアー選手

4 畑　　慶行 ツアー選手 4 保里　瑛子 ツアー選手 4 屋城　　敦 ツアー選手

5 藤川　まゆ ツアー選手 5 岡本　　駿 ツアー選手 5 岩瀬　　航 ツアー選手

6 松山　武命 ツアー選手 6 本田　辰也 ツアー選手 6 雑賀真紀子 ツアー選手

7 西田　智彦 最高位戦 7 近藤　國夫 ツアー選手 7 飯沼　雅由 最高位戦

8 田中　恭平 最高位戦 8 戸構　　亮 ツアー選手 8 坂本　大志 最高位戦

9 楠橋　　思 最高位戦 9 小宮　　悠 最高位戦 9 牧野　伸彦 最高位戦

10 品川　　直 最高位戦 10 須藤　泰久 最高位戦 10 水巻　　渉 最高位戦

11 沖中　祐也 最高位戦 11 山崎　淑弥 最高位戦 11 河内　盛将 最高位戦

12 平尾憲太朗 最高位戦 12 井上　祐希 最高位戦 12 諌山　隆平 最高位戦

13 川上　貴史 最高位戦 13 五十嵐　進 最高位戦 13 金子美智子 最高位戦

14 本長　浩斗 最高位戦 14 内藤　　岳 最高位戦 14 小野  遼介 日本プロ麻雀協会

15 清水  堅斗 日本プロ麻雀協会 15 雄鹿晋太郎 最高位戦 15 山舗　　徹 日本プロ麻雀協会

16 下石　　戟 日本プロ麻雀協会 16 萱場　貞二 最高位戦 16 田内　　翼 日本プロ麻雀協会

17 逢川　恵夢 日本プロ麻雀協会 17 丸山　奏子 最高位戦 17 大塚　　翼 日本プロ麻雀協会

18 李　　環誠 日本プロ麻雀協会 18 田本　英輔 日本プロ麻雀協会 18 水瀬　千尋 日本プロ麻雀協会

19 小池ハヤト 日本プロ麻雀協会 19 奥山　敏行 日本プロ麻雀協会 19 平良　将太 日本プロ麻雀協会

20 内田　　慶 日本プロ麻雀協会 20 柳田  憲昭 日本プロ麻雀協会 20 はじめ 日本プロ麻雀協会

21 矢島　　亨 日本プロ麻雀協会 21 小川　裕之 日本プロ麻雀協会 21 北原いずみ 日本プロ麻雀協会

22 宮本　一輝 日本プロ麻雀協会 22 加藤　利奈 日本プロ麻雀協会 22 近藤　千雄 日本プロ麻雀協会

23 滝野　　元 日本プロ麻雀協会 23 荒木　かず 日本プロ麻雀協会 23 茨城　啓太 日本プロ麻雀協会

24 野口　太郎 日本プロ麻雀協会 24 鹿　健太郎 日本プロ麻雀協会 24 石田　綾音 日本プロ麻雀協会

25 瀬戸熊直樹 日本プロ麻雀連盟 25 板倉　浩一 日本プロ麻雀協会 25 福島　佑一 日本プロ麻雀連盟

26 伊東　宏倫 日本プロ麻雀連盟 26 岩崎　啓悟 日本プロ麻雀協会 26 藤本　哲也 日本プロ麻雀連盟

27 岡田　拓也 日本プロ麻雀連盟 27 今井　瑛介 日本プロ麻雀協会 27 児玉　佳宏 日本プロ麻雀連盟

28 塚田　悠介 日本プロ麻雀連盟 28 松﨑　真也 日本プロ麻雀協会 28 志方　　歩 日本プロ麻雀連盟

29 花岡　章生 日本プロ麻雀連盟 29 飯塚　提樹 日本プロ麻雀協会 29 阿部　孝則 ＲＭＵ

30 奈良　圭純 日本プロ麻雀連盟 30 中島　　望 日本プロ麻雀協会 30 仲川　　翔 ＲＭＵ

31 谷井　茂文 ＲＭＵ 31 井上　泰秀 日本プロ麻雀連盟 31 奥住　　将 ＲＭＵ

32 中村　浩三 ＲＭＵ 32 福光　聖雄 日本プロ麻雀連盟 32 小條　　薫 ＲＭＵ

33 松本　　聡 ＲＭＵ 33 安村　浩司　 日本プロ麻雀連盟 33 愛澤　圭次 １０１競技連盟

34 だてあずみ。 ＲＭＵ 34 新谷　翔平 日本プロ麻雀連盟 34 石塚　一輝 １０１競技連盟

35 川久　達矢 ＲＭＵ 35 小高　佑貴 日本プロ麻雀連盟 35 古川　大樹 １０１競技連盟

36 嶋﨑　　究 ＲＭＵ 36 上田宗太朗 日本プロ麻雀連盟 36 槙島　重文 一般

37 野村　祐三 ＲＭＵ 37 増田　隆一 日本プロ麻雀連盟 37 丹野　賢一 一般

38 岩沢　和利 ＲＭＵ 38 石立　岳大 日本プロ麻雀連盟 38 飯嶋ひとみ 一般

39 三橋ひさと ＲＭＵ 39 秋山ともひさ ＲＭＵ 39 薗辺　達哉 一般

40 並川　貞行 １０１競技連盟 40 茶木　康志 ＲＭＵ 40 湯村　　創 一般

41 松井　秀成 １０１競技連盟 41 河野　高志 ＲＭＵ 41 奥村　秀智 一般

42 小西　隆之 一般 42 渡辺　卓也 ＲＭＵ 42 田代　祥平 一般

43 結城　恵美 一般 43 水鳥　そら ＲＭＵ 43 畑内　健志 一般

44 平川　香織 一般 44 小川　　光 ＲＭＵ 44 湖山　雅哉 一般

45 福原　慎平 一般 45 旭　　茅乃 ＲＭＵ

46 沢田　和夫 一般 46 島崎　啓一 ＲＭＵ

47 亀山　亜土 一般 47 南地　祐圭 ＲＭＵ

48 大浦　隆行 一般 48 狩野　哲郎 ＲＭＵ

49 奥山　春文 一般 49 板川　和俊 １０１競技連盟

50 山部　正人 一般 50 寺西謙多郎 １０１競技連盟

51 加藤　博士 一般 51 坂井　準司 １０１競技連盟

52 渡辺　啓子 一般 52 野山みどり 一般

53 樫村マキコ 一般 53 山地　義昌 一般

54 高城　誠司 一般 54 柴田　秀昭 一般

55 中谷　徹也 一般 55 大田　祐介 一般

新雀荘 柳　本店 柳　勝どき店



新雀荘 柳　本店 柳　勝どき店
56 大槻　俊英 一般 56 水島　　勉 一般

57 田中　哲也 一般

58 沖　　政彦 一般

59 東海林義弘 一般

60 荒井　節子 一般

61 関本　宗彦 一般

62 新井　明 一般

63 葛西玲依奈 一般

64 井上　裕貴 一般

65 福井　　航 一般

66 太田　光晴 一般

67 増田　有美 一般

68 井倉　巻治 一般

69 石川　由人 一般

70 荒川　純男 一般

71 中福　慶彦 一般


