
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 児玉　武留 こだま　たける 24 愛媛県

2 井口　文登 いぐち　あやと 26 香川県

3 野口　真吾 のぐち　しんご 28 香川県

4 桧森　俊吾 ひもり　しゅんご 24 神奈川県

5 阪本　啓 さかもと　はじめ 25 兵庫県

6 田仲　大斗 たなか　ひろと 26 神奈川県

7 八十川　憲太 やそがわ　けんた 26 香川県

8 大橋　孝弘 おおはし　たかひろ 26 岡山県

9 原　琢磨 はら　たくま 27 広島県

10 袴田　倫唯 はかまた　ともい 25 滋賀県

11 大田　醇 おおた　じゅん 26 徳島県

12 伊原　亮太 いはら　りょうた 24 大阪府

13 野村　隆文 のむら　たかふみ 28 大阪府

14 田中　元博 たなか　もとひろ 29 東京都

15 山崎　裕統 やまさき　ゆうと 20 香川県

16 安田　成伸 やすだ　しげのぶ 28 岡山県

17 中尾　孝吉 なかお　たかよし 24 大阪府

18 岡本　亘能 おかもと　のぶよし 26 兵庫県

19 橋本　遼 はしもと　りょう 28 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

20 山下　敬史 やました　けいし 34 香川県

21 西山　喬士 にしやま　たかし 38 岡山県

22 中島　康貴 なかしま　やすたか 30 兵庫県

23 濱田　佳成 はまだ　よしあき 30 愛媛県

24 河野　譲二 かわの　じょうじ 36 香川県

25 松岡　佑樹 まつおか　ゆうき 32 香川県

26 石川　智志 いしかわ　さとし 39 岡山県

27 板野　史典 いたの　ふみのり 34 岡山県

28 草原　正実 そうばる　まさみ 30 大阪府

29 山添　健陽 やまぞえ　けんよう 34 福岡県

30 堀　悠樹 ほり　ゆうき 30 東京都

31 山下　喜久 やました　よしひさ 39 大阪府

32 玉村　浩司 たまむら　こうじ 37 兵庫県

33 小林　浩平 こばやし　こうへい 34 東京都

34 永井　大也 ながい　ひろや 31 東京都
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【フレッシャーズクラス】

【ミドルクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

35 大西　正晃 おおにし　まさてる 49 香川県

36 山上　泰幸 やまがみ　やすゆき 47 岡山県

37 吉澤　英太郎 よしざわ　えいたろう 45 高知県

38 浜田　健太 はまだ　けんた 42 高知県

39 野元　邦義 のもと　くによし 46 愛知県

40 今川　将孝 いまがわ　まさたか 46 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

41 三浦　英雄 みうら　ひでお 54 香川県

42 辰尾　洋 たつお　ひろし 51 東京都

43 大寺　俊行 おおてら　としゆき 52 徳島県

44 新　英三 あたらし　えいぞう 51 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 倉田　有紗 くらた　ありさ 23 大阪府

2 菅井　理紗 すがい　りさ 26 東京都

3 池田　優紀 いけだ　ゆうき 29 大阪府

4 外尾　綺乃 ほかお　あやの 22 埼玉県

5 原田　渚 はらだ　なぎさ 26 大阪府

6 細川　里奈 ほそかわ　りな 26 岐阜県

7 海田　奈津美 かいだ　なつみ 24 東京都

8 上野　舞子 うえの　まいこ 23 東京都

9 家吉　里実 いえよし　さとみ 28 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

10 光田　祐子 こうた　ゆうこ 36 岡山県

11 星先　浩子 ほしざき　ひろこ 37 千葉県

12 中田　早苗 なかだ　さなえ 32 岡山県

13 安藤　祐 あんどう　ゆう 32 東京都

14 上田　知恵美 うえだ　ちえみ 34 岡山県

15 松村　具恵 まつむら　ともえ 37 高知県

16 木村　由依 きむら　ゆい 32 愛知県

17 森　久実 もり　くみ 38 大阪府

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

18 野口　章子 のぐち　あきこ 49 岡山県

19 徳木　みどり とくぎ　みどり 45 愛知県

20 藤本　幸恵 ふじもと　ゆきえ 49 岡山県

21 西山　智恵 にしやま　ともえ 43 岡山県

22 川崎　友愛 かわさき　ともえ 45 大分県

23 小田　敏江 おだ　としえ 42 岡山県

24 藤田　和美 ふじた　かずみ 45 岡山県

25 辰尾　美沙子 たつお　みさこ 41 東京都

26 國吉　亜矢子 くによし　あやこ 48 兵庫県

27 竹中　真紀 たけなか　まき 48 東京都

28 湯浅　優子 ゆあさ　ゆうこ 40 徳島県

29 前川　憲子 まえがわ　のりこ 46 京都府

30 坂東　眞己子 ばんどう　まきこ 46 徳島県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

31 黒田　有紀子 くろだ　ゆきこ 62 岡山県

32 平島　貴代美 ひらしま　きよみ 53 徳島県

33 安田　ゆかり やすだ　ゆかり 58 愛知県

34 矢野　由紀 やの　ゆき 57 愛媛県

35 岩本　美希代 いわもと　みきよ 51 兵庫県

36 青山　成美 あおやま　まさみ 52 神奈川県

37 郷田　芳恵 ごうだ　よしえ 59 広島県

38 原　希代子 はら　きよこ 58 岡山県

39 田中　園子 たなか　そのこ 50 徳島県

40 飯田　宏美 いいだ　ひろみ 51 愛知県

41 若宮　美香 わかみや　みか 54 岐阜県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


