
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 糟⾕ 耕司 かすや こうじ 29 兵庫県
2 鈴⿅ 弘明 すずか ひろあき 24 兵庫県
3 今村 雅哉 いまむら まさや 24 兵庫県
4 ⽥代 智 たしろ さとし 25 ⾹川県
5 岡元 航 おかもと わたる 21 兵庫県
6 ⼩林 凌 こばやし りょう 24 兵庫県
7 岑地 翔吾 みねじ しょうご 19 岡⼭県
8 ⽊⼭ 恵太 きやま けいた 24 ⼤阪府
9 中原 悠之祐 なかはら ゆうのすけ 22 東京都
10 ⻑野 由典 ながの ゆうすけ 25 広島県
11 知野 航 ちの わたる 23 ⼤阪府
12 ⽥中 ⽂洋 たなか ふみひろ 28 兵庫県
13 瀧本 健太 たきもと けんた 24 愛媛県
14 寺川 ⼀平 てらがわ いっぺい 23 愛媛県
15 侯 書棟 こう しょとう 28 ⼤阪府
16 ⼤⿊ 裕太 だいこく ゆうた 28 ⼤阪府
17 渡野 恭司 わたの きょうじ 23 愛媛県
18 橘 恭平 たちばな きょうへい 21 愛媛県
19 ⽯原 慎之介 いしはら しんのすけ 22 神奈川県
20 浅⽥ 雄⼤ あさだ ゆうだい 25 東京都
21 ⼭本 慎⼆ やまもと しんじ 24 徳島県
22 寺川 綾 てらかわ りょう 22 愛媛県
23 松本 将⼀ まつもと しょういち 22 ⼤阪府
24 脇 巧 わき たくみ 24 岡⼭県
25 渡辺 健太 わたなべ けんた 23 静岡県
26 菅岡 繁理 すがおか しげまさ 27 ⾹川県
27 鎌⽥ 政興 かまだ まさおき 27 ⾹川県
28 我部⼭ 淳 かべやま じゅん 28 ⾹川県
29 橋本 悠希 はしもと ゆうき 23 兵庫県
30 中井 孝昌 なかい たかまさ 29 ⼤阪府
31 瀧川 充紀 たきがわ あつき 22 ⼤阪府
32 三浦 ⼤輝 みうら たいき 20 岡⼭県
33 吉原 拓海 よしはら たくみ 22 ⼭⼝県
34 児⽟ 武留 こだま たける 22 愛媛県
35 藤⽥ 昌也 ふじた まさや 25 広島県
36 鈴⽊ 優 すずき ゆう 22 兵庫県
37 廣岡 玲哉 ひろおか れいや 22 兵庫県
38 飯塚 裕希 いいづか ひろき 21 ⼤阪府
39 吉⽥ 啓太 よしだ けいた 21 ⼤阪府
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40 箕浦 啓⼆朗 みのうら けいじろう 27 京都府
41 浅野 康平 あさの こうへい 22 愛知県
42 久 健太郎 ひさし けんたろう 24 兵庫県
43 橋本 康太 はしもと こうた 23 ⾹川県
44 久⾕ 猛史 ひさたに たけし 24 愛知県
45 槙野 貴⼤ まきの たかひろ 25 岡⼭県
46 仲松 慎也 なかまつ しんや 27 三重県
47 佐々⽊ 領太 ささき りょうた 23 愛媛県
48 姜 昇⽇ かん すんいる 29 ⼤阪府
49 植⽥ 基起 うえだ もとき 22 兵庫県
50 渡邉 俊哉 わたなべ としや 29 愛媛県
51 英保 和昌 はぼ かずまさ 24 新潟県
52 池⽥ 颯 いけだ はやて 22 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 平⽥ 貴⼀ ひらた きいち 37 ⾹川県
2 櫻⽊ 裕⼤ さくらぎ ゆうだい 34 ⾹川県
3 ⻄脇 真由樹 にしわき まゆき 31 ⼤阪府
4 奥⽥ 剛央 おくだ よしお 34 兵庫県
5 河村 侑治 かわむら ゆうじ 34 徳島県
6 宮⽥ 康介 みやた こうすけ 35 ⼤阪府
7 鵜飼 崇弘 うかい たかひろ 37 愛知県
8 濱⽥ 浩司 はまだ こうじ 35 ⾹川県
9 松尾 政和 まつお まさかず 34 兵庫県
10 ⽥中 拓志 たなか たくし 39 兵庫県
11 ⽵安 共弘 たけやす ともひろ 38 ⾹川県
12 藤原 崇紀 ふじわら たかのり 35 兵庫県
13 浅⽥ 剛⼼ あさだ たかもと 32 ⼤阪府
14 三井 健司 みつい けんじ 33 東京都
15 ⽮部 祐也 やべ ゆうや 36 ⼤阪府
16 ⼩川 将太 おがわ しょうた 35 ⼤阪府
17 藤井 淳弥 ふじい じゅんや 30 ⼤阪府
18 ⻑⽊ 壮⽮ ながき そうや 35 和歌⼭県
19 松⽊ 健 まつぎ けん 36 ⾼知県
20 村⽥ 光⼀ むらた こういち 33 東京都
21 辻村 賢志 つじむら けんじ 32 ⾹川県
22 千葉 賀正 ちば のりまさ 39 ⼤阪府
23 松⽥ 祐樹 まつだ ゆうき 33 ⼤阪府
24 ⽟村 浩司 たまむら こうじ 35 兵庫県
25 藤井 祐介 ふじい ゆうすけ 39 ⼤阪府
26 北村 元 きたむら はじめ 36 ⼤阪府
27 舘﨑 滋 たてざき しげる 31 兵庫県

【ミドルクラス】



28 ⾼橋 慶⼈ たかはし よしと 30 兵庫県
29 濱本 卓也 はまもと たくや 30 広島県
30 武本 淳楽 たけもと じゅんがく 38 岡⼭県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
2 ⼭⼝ 国博 やまぐち くにひろ 47 兵庫県
3 森本 ⻯也 もりもと たつや 41 ⼤阪府
4 渋⾕ 祐⼆ しぶや ゆうじ 43 神奈川県
5 PERCY ジョンソン ペルシ ジョンソン 42 群⾺県
6 ⽶⽥ 真⼀ よねだ しんいち 48 ⾹川県
7 ⽥中 修⼆ たなか しゅうじ 45 ⼤阪府
8 ⻄⽥ 洋志 にしだ ひろし 43 兵庫県
9 淡⽥ 卓⼰ あわた たくみ 44 兵庫県
10 根間 崇司 こんま たかし 43 ⼤阪府
11 ⼭本 真也 やまもと しんや 49 東京都
12 ⼭⼝ 敬浩 やまぐち たかひろ 45 ⼤阪府
13 森⼭ 浩司 もりやま こうじ 48 京都府
14 川島 和孝 かわしま かずたか 42 兵庫県
15 ⻑江 孝樹 ながえ たかき 46 広島県
16 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 47 ⼤阪府
17 ⻄川 巽也 にしかわ たつや 48 京都府
18 榎本 敏弥 えのもと としや 45 兵庫県
19 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 47 三重県
20 原内 直哉 はらうち なおや 48 東京都
21 ⾦⾕ 光晃 かなたに みつあき 44 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 57 兵庫県
2 藤⽥ 正則 ふじた まさのり 55 ⼤阪府
3 吉原 潔 よしはら きよし 54 東京都
4 ⽥中 克尚 たなか かつひさ 53 愛媛県
5 梶 佳正 かじ よしまさ 50 ⼤阪府
6 ⼤寺 俊⾏ おおてら としゆき 50 徳島県
7 齋藤 正隆 さいとう まさたか 56 ⼤阪府
8 三浦 誠治 みうら せいじ 56 愛知県
9 ⼩池 好久 こいけ よしひさ 60 岡⼭県
10 宮尾 勇 みやお いさむ 52 愛媛県
11 椎橋 英治 しいはし えいじ 51 神奈川県
12 橋本 雅彦 はしもと まさひこ 56 神奈川県
13 ⻘⽊ 昌嗣 あおき まさじ 59 ⼤阪府

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



14 岡⽥ 淳⼀ おかだ じゅんいち 51 兵庫県
15 ⾚⽊ 節夫 あかぎ せつお 52 岡⼭県
16 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭⽥ えりか やまだ えりか 28 ⾹川県
2 中村 有希 なかむら ゆうき 23 東京都
3 打橋 彩奈 うちはし あやな 29 ⼤阪府
4 尾崎 未佳 おざき みか 28 東京都
5 ⼭梨 伽奈⼦ やまなし かなこ 24 ⼤阪府
6 阪本 瑞季 さかもと みずき 26 ⼤阪府
7 加藤 彩奈 かとう あやな 24 愛知県
8 中⾕ 由美⼦ なかたに ゆみこ 22 ⾹川県
9 ⾼橋 真理恵 たかはし まりえ 29 東京都
10 國井 美沙妃 くにい みさき 24 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽊村 真紀 きむら まき 34 神奈川県
2 ⾼橋 瑠美 たかはし るみ 35 ⾹川県
3 野村 ⾹ のむら かおり 37 ⾹川県
4 ⼤島 綾⼦ おおしま あやこ 34 徳島県
5 孫 岩 そん がん 32 ⼤阪府
6 沢井 ⾥佳⼦ さわい りかこ 36 愛知県
7 喜瀬 沙絵 きせ さえ 31 ⾹川県
8 ⾼家 裕美 たかいえ ゆみ 35 ⾹川県
9 猪⽊原 江梨 いのきはら えり 31 ⾹川県
10 岡本 涼⼦ おかもと りょうこ 37 岡⼭県
11 ⽯井 恭⼦ いしい きょうこ 33 ⾹川県
12 岩崎 紗哉⼦ いわさき さやこ 35 ⾹川県
13 ⼤内 琴世 おおうち ことよ 33 東京都
14 ⼗川 洋⼦ そごう ようこ 37 広島県
15 ⼤⾕ 陽⼦ おおたに ようこ 36 ⼤阪府
16 神⽥ 梨絵 かんだ りえ 34 ⼤阪府
17 ⽊塚 昌代 きづか まさよ 35 ⼤阪府
18 三浦 理絵 みうら りえ 35 ⼤阪府
19 細野 千晶 ほその ちあき 34 愛知県
20 中野 景⼦ なかの けいこ 38 和歌⼭県
21 冨⽥ 千晶 とみた ちあき 38 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ウーマンズクラス】



1 ⾦井 ⿇⾐ かない まい 43 ⼤阪府
2 増⽥ 雅美 ますだ まさみ 43 兵庫県
3 千⽥ 美樹 せんだ みき 47 兵庫県
4 ⽥中 園⼦ たなか そのこ 47 徳島県
5 鈴⽊ ⾥美 すずき さとみ 41 愛媛県
6 篠原 ちなみ しのはら ちなみ 47 愛媛県
7 関⼝ 雅代 せきぐち まさよ 44 茨城県
8 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 44 奈良県
9 ⼭⽥ 美穂 やまだ みほ 45 ⼤阪府
10 ⼭下 有希 やました ゆき 47 ⼤阪府
11 ⻘野 愛夢実 あおの あゆみ 48 愛媛県
12 藤澤 真理 ふじさわ まり 46 京都府
13 河野 千絵 こうの ちえ 43 徳島県
14 柳樂 千晶 なぎら ちあき 42 徳島県
15 川端 松美 かわばた まつみ 47 ⼤阪府
16 秋⼭ 千鶴 あきやま ちづる 45 東京都
17 神原 梅代 かんばら うめよ 47 愛知県
18 堀⽥ 佳代⼦ ほりた かよこ 45 ⾹川県
19 ⼭崎 知⼦ やまさき ともこ 45 島根県
20 ⼭⼝ 綾美 やまぐち あやみ 41 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 上⽥ 春菜 うえだ はるな 52 ⼤阪府
2 溝⼝ 由佳 みぞぐち ゆか 53 東京都
3 杉原 みのり すぎはら みのり 52 ⼤阪府
4 野呂 淳⼦ のろ じゅんこ 56 三重県
5 ⿊⽥ 三喜 くろだ みき 53 ⼤阪府
6 浅⽥ 祥⼦ あさだ しょうこ 50 ⼤阪府
7 藤原 千奈津 ふじわら ちなつ 50 兵庫県
8 ⾼⽥ 美幸 たかだ みゆき 52 ⼤阪府
9 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 52 ⼤阪府
10 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 50 兵庫県

【クイーンクラス】


