
＜地連順＞ ＜予選立順＞

所属 予選立順
出場
回数

所属 予選立順
出場
回数

大石 幸司 岩手 1 三角 勇人 2 錬士 六段

長崎 2 山本 篤史 9 教士 六段

北海道 22 髙橋 学 5 錬士 六段 熊本 3 緒方 浩人 2 錬士 五段

青森 43 松田 智行 9 教士 七段 滋賀 4 中村 太郎 初 五段

岩手 1 三角 勇人 2 錬士 六段 愛知 5 花井 聡 4 錬士 五段

宮城 16 西村 尭幸 初 五段 岡山 6 西村 英信 7 五段

秋田 35 小松原 茂雄 初 教士 七段 山梨 7 内藤 良太 2 五段

山形 40 伊藤 順一 初 五段 大分 8 竹尾 圭祐 2 五段

福島 13 渡邉 英史 9 教士 七段 鳥取 9 原田 秀樹 初 五段

茨城 19 瀧口 眞央 初 五段 群馬 10 前田 彩 3 五段

栃木 30 増田 訓彦 初 教士 七段 石川 11 曽山 良和 14 教士 六段

群馬 10 前田 彩 3 五段 東京 12 野村 豊司 4 教士 六段

埼玉 31 宮内 毅 初 教士 六段 福島 13 渡邉 英史 9 教士 七段

千葉 33 木川 寿眞 初 五段 和歌山 14 徳田 博文 3 錬士 五段

東京 12 野村 豊司 4 教士 六段 沖縄 15 松本 幸志郎 2 五段

神奈川 18 山本 航也 初 五段 宮城 16 西村 尭幸 初 五段

山梨 7 内藤 良太 2 五段 京都 17 加納 浩弥 3 錬士 六段

新潟 23 西村 洋輝 3 錬士 六段 神奈川 18 山本 航也 初 五段

長野 28 清水 北登 5 錬士 五段 茨城 19 瀧口 眞央 初 五段

富山 47 羽柴 祐浩 5 錬士 六段 鹿児島 20 宮脇 広幸 初 錬士 五段

石川 11 曽山 良和 14 教士 六段 香川 21 森 英二 2 教士 七段

福井 41 鳥山 眞宏 初 錬士 五段 北海道 22 髙橋 学 5 錬士 六段

静岡 46 小栗 崇志 12 錬士 六段 新潟 23 西村 洋輝 3 錬士 六段

愛知 5 花井 聡 4 錬士 五段 佐賀 24 本村 良洋 初 五段

岐阜 44 村瀬 安則 2 錬士 五段 徳島 25 吉田 佳史 23 教士 七段

三重 37 森 直記 8 錬士 六段 島根 26 小原 裕幸 6 教士 六段

滋賀 4 中村 太郎 初 五段 大阪 27 野中 秀治 20 教士 七段

京都 17 加納 浩弥 3 錬士 六段 長野 28 清水 北登 5 錬士 五段

大阪 27 野中 秀治 20 教士 七段 奈良 29 山口 亮二 5 五段

兵庫 39 堀 京太郎 2 五段 栃木 30 増田 訓彦 初 教士 七段

奈良 29 山口 亮二 5 五段 埼玉 31 宮内 毅 初 教士 六段

和歌山 14 徳田 博文 3 錬士 五段 宮崎 32 矢野 翼 2 錬士 五段

鳥取 9 原田 秀樹 初 五段 千葉 33 木川 寿眞 初 五段

島根 26 小原 裕幸 6 教士 六段 広島 34 山村 秋明 12 教士 七段

岡山 6 西村 英信 7 五段 秋田 35 小松原 茂雄 初 教士 七段

広島 34 山村 秋明 12 教士 七段 鳥取 36 大石 幸司 2 五段

山口 38 中村 恭二 初 五段 三重 37 森 直記 8 錬士 六段

香川 21 森 英二 2 教士 七段 山口 38 中村 恭二 初 五段

徳島 25 吉田 佳史 23 教士 七段 兵庫 39 堀 京太郎 2 五段

高知 42 西峯 秋平 初 五段 山形 40 伊藤 順一 初 五段

愛媛 45 藤原 嘉豊 初 錬士 五段 福井 41 鳥山 眞宏 初 錬士 五段

福岡 48 原口 勝利 2 教士 六段 高知 42 西峯 秋平 初 五段

佐賀 24 本村 良洋 初 五段 青森 43 松田 智行 9 教士 七段

長崎 2 山本 篤史 9 教士 六段 岐阜 44 村瀬 安則 2 錬士 五段

熊本 3 緒方 浩人 2 錬士 五段 愛媛 45 藤原 嘉豊 初 錬士 五段

大分 8 竹尾 圭祐 2 五段 静岡 46 小栗 崇志 12 錬士 六段

宮崎 32 矢野 翼 2 錬士 五段 富山 47 羽柴 祐浩 5 錬士 六段

鹿児島 20 宮脇 広幸 初 錬士 五段 福岡 48 原口 勝利 2 教士 六段

沖縄 15 松本 幸志郎 2 五段
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＜地連順＞ ＜予選立順＞

所属 予選立順
出場
回数

所属 予選立順
出場
回数

丸山 桃子 兵庫 1 福島 奈津子 初 五段

広島 2 上田 みどり 初 錬士 五段

北海道 24 平野 三千子 14 教士 六段 愛媛 3 岸田 昭美 10 錬士 六段

岩手 38 村川 春圭 4 錬士 六段 香川 4 丸岡 和子 3 錬士 六段

秋田 36 佐々木 哉子 4 錬士 六段 山梨 5 根津 里美 2 錬士 五段

山形 6 福定 葉子 初 五段 山形 6 福定 葉子 初 五段

福島 26 大和田 美沙 2 五段 鹿児島 7 森園 直実 初 教士 六段

茨城 29 柴原 一利子 3 教士 七段 山口 8 立野 知己 14 教士 七段

栃木 13 笠倉 幸子 5 錬士 六段 大分 9 塚原 裕子 初 五段

群馬 25 赤石 知代 2 五段 岡山 10 有森 照美 8 五段

埼玉 22 吉澤 郷実 7 教士 六段 大阪 11 山田 直美 14 教士 七段

千葉 17 金田 由紀 3 錬士 五段 佐賀 12 東田 留美子 2 錬士 五段

東京 33 川越 悠貴 3 五段 栃木 13 笠倉 幸子 5 錬士 六段

神奈川 31 佐々木 晴子 初 錬士 五段 沖縄 14 益本 奈緒子 2 五段

山梨 5 根津 里美 2 錬士 五段 富山 15 村中 順子 初 五段

新潟 16 新保 智子 4 五段 新潟 16 新保 智子 4 五段

長野 37 藤澤 敏恵 2 五段 千葉 17 金田 由紀 3 錬士 五段

富山 15 村中 順子 初 五段 奈良 18 揚田 よう子 6 五段

石川 20 越能 公子 8 教士 六段 滋賀 19 木村 友美 初 五段

福井 23 田端 幸世 初 錬士 五段 石川 20 越能 公子 8 教士 六段

静岡 28 村松 歩 4 錬士 五段 三重 21 辻 恵 9 教士 六段

愛知 27 柘植 知絵子 11 教士 六段 埼玉 22 吉澤 郷実 7 教士 六段

三重 21 辻 恵 9 教士 六段 福井 23 田端 幸世 初 錬士 五段

滋賀 19 木村 友美 初 五段 北海道 24 平野 三千子 14 教士 六段

京都 32 大坪 美保 2 錬士 五段 群馬 25 赤石 知代 2 五段

大阪 11 山田 直美 14 教士 七段 福島 26 大和田 美沙 2 五段

兵庫 1 福島 奈津子 初 五段 愛知 27 柘植 知絵子 11 教士 六段

奈良 18 揚田 よう子 6 五段 静岡 28 村松 歩 4 錬士 五段

和歌山 39 川村 香 7 教士 七段 茨城 29 柴原 一利子 3 教士 七段

鳥取 30 有澤 千秋 14 教士 七段 鳥取 30 有澤 千秋 14 教士 七段

岡山 10 有森 照美 8 五段 神奈川 31 佐々木 晴子 初 錬士 五段

広島 2 上田 みどり 初 錬士 五段 京都 32 大坪 美保 2 錬士 五段

山口 8 立野 知己 14 教士 七段 東京 33 川越 悠貴 3 五段

香川 4 丸岡 和子 3 錬士 六段 東京 34 丸山 桃子 4 五段

徳島 40 田中 久美 2 錬士 六段 福岡 35 佐藤 チズカ 5 錬士 六段

愛媛 3 岸田 昭美 10 錬士 六段 秋田 36 佐々木 哉子 4 錬士 六段

福岡 35 佐藤 チズカ 5 錬士 六段 長野 37 藤澤 敏恵 2 五段

佐賀 12 東田 留美子 2 錬士 五段 岩手 38 村川 春圭 4 錬士 六段

大分 9 塚原 裕子 初 五段 和歌山 39 川村 香 7 教士 七段

鹿児島 7 森園 直実 初 教士 六段 徳島 40 田中 久美 2 錬士 六段

沖縄 14 益本 奈緒子 2 五段
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