
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭根 強⼀ やまね きょういち 25 ⽯川県
2 ⽥中 賢⼈ たなか けんと 25 ⽯川県
3 栗林 健太 くりばやし けんた 26 愛知県
4 ⼾沢 ジェロームカール とざわ ジェロームカール 22 埼⽟県
5 ⼩幡 建仁 おばた けんと 29 新潟県
6 ⼟⽥ 俊助 つちだ しゅんすけ 23 富⼭県
7 ⾼⽊ 克哉 たかぎ かつや 27 東京都
8 関⼝ 優 せきぐち まさる 25 東京都
9 岡本 悠平 おかもと ゆうへい 20 ⽯川県
10 伊東 康洋 いとう やすひろ 24 ⽯川県
11 ⾕澤 太陽 たにざわ もとはる 28 兵庫県
12 森下 純希 もりした じゅんき 24 ⽯川県
13 安中 恭⼀ やすなか きょういち 25 ⽯川県
14 ⼤沢 達⽮ おおさわ たつや 28 ⽯川県
15 堀 恵輔 ほり けいすけ 21 ⽯川県
16 桑村 貴太 くわむら たかと 28 ⽯川県
17 井⽥ ⼀真 いだ かずま 25 ⽯川県
18 東 純平 ひがし じゅんぺい 27 ⽯川県
19 松下 彰 まつした あきら 25 ⽯川県
20 坂⽥ 貴⼤ さかた たかひろ 24 ⽯川県
21 菊池 翔⽃ きくち しょうと 20 ⽯川県
22 ⼤野 遥⾏ おおの はるゆき 19 ⽯川県
23 ⾼島 直史 たかしま なおふみ 29 富⼭県
24 渡辺 幸太 わたなべ こうた 24 ⽯川県
25 ⼩林 将也 こばやし まさや 22 富⼭県
26 冨岡 翔平 とみおか しょうへい 28 愛知県
27 ⼩野 徹平 おの てっぺい 22 ⽯川県
28 ⽶⽥ 昂平 よねだ こうへい 28 兵庫県
29 池上 久貴 いけがみ ひさき 25 ⽯川県
30 ⼭下 駿 やました しゅん 27 ⽯川県
31 本保 宏晃 ほんぼ ひろあき 29 ⽯川県
32 ⽵村 ⼀浩 たけむら かずひろ 25 東京都
33 濱⽥ 純 はまだ じゅん 24 富⼭県
34 ⽶澤 拓弥 よねざわ たくや 29 富⼭県
35 ⼭本 光太郎 やまもと こうたろう 24 ⽯川県
36 ⻄澤 遼河 にしざわ りょうが 21 東京都
37 ⼩野 弘登 おの ひろと 24 ⽯川県
38 ⽩⽯ 裕紀 しらいし ひろき 23 ⽯川県
39 島澤 裕成 しまざわ ゆうせい 22 富⼭県
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40 井川 祐太 いがわ ゆうた 25 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩⻄ 裕樹 こにし ひろき 38 ⽯川県
2 ⼤⾼ 尚也 おおたか なおや 30 ⽯川県
3 本井 真 もとい まこと 31 ⽯川県
4 宮越 仁宣 みやこし ひろのぶ 31 ⽯川県
5 近藤 ⼤介 こんどう だいすけ 33 静岡県
6 仙藤 千博 せんどう ちひろ 33 滋賀県
7 ⼩林 孝治 こばやし こうじ 32 ⽯川県
8 浅⽥ 光彰 あさだ みつあき 34 ⽯川県
9 三井 健司 みつい けんじ 33 東京都
10 佐伯 健 さえき けん 35 富⼭県
11 中島 敏幸 なかしま としゆき 33 ⽯川県
12 森⼭ 達也 もりやま たつや 30 愛知県
13 多⽥野 昭 ただの あきら 34 東京都
14 上⽥ 誠 うえだ まこと 38 ⽯川県
15 松本 護 まつもと まもる 32 ⽯川県
16 御⼿洗 ⼤介 みたらい だいすけ 39 兵庫県
17 ⽯築 慶⼀ いしずき けいいち 31 富⼭県
18 駒澤 悟 こまざわ さとる 33 ⼤阪府
19 飯⽥ 和樹 いいだ かずき 34 岐⾩県
20 加納 健太郎 かのう けんたろう 32 ⽯川県
21 ⿑藤 拓也 さいとう たくや 33 富⼭県
22 北⽮ 裕介 きたや ゆうすけ 33 ⽯川県
23 ⾼野 拓也 たかの たくや 30 富⼭県
24 鈴村 将史 すずむら まさし 32 東京都
25 ⼭形 秀幸 やまがた ひでゆき 30 栃⽊県
26 松永 翔平 まつなが しょうへい 30 ⽯川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 加藤 忠男 かとう ただお 46 静岡県
2 久⽊野 将 くきの まさる 46 富⼭県
3 三国 渡 みくに わたる 49 愛知県
4 ⼭⽥ 雅章 やまだ まさあき 45 ⽯川県
5 ⼭⼝ 正⼀ やまぐち まさかず 40 東京都
6 酒井 剛司 さかい つよし 44 愛知県
7 新名 荘史 しんみょう たかふみ 44 兵庫県
8 吉⽥ 浩之 よしだ ひろゆき 44 ⼤阪府
9 ⽯⽥ 昭⼆ いしだ しょうじ 45 ⽯川県
10 堀 真康 ほり まさやす 42 富⼭県

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



11 村⽥ 昌隆 むらた よしたか 44 ⽯川県
12 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 45 愛知県
13 浜⼝ ⼤介 はまぐち だいすけ 45 ⼤阪府
14 坂上 周⼀朗 さかうえ しゅういちろう 46 ⽯川県
15 宇治野 ⻯⾺ うじの りゅうま 43 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 新保 政信 しんぼ まさのぶ 53 ⽯川県
2 寺井 邦夫 てらい くにお 69 ⽯川県
3 野⽥ 政隆 のだ まさたか 63 ⽯川県
4 松浦 嘉明 まつうら よしあき 54 ⽯川県
5 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 53 東京都
6 ⼤蔵 修朗 おおくら のぶお 50 福井県
7 島⽥ 久雄 しまだ ひさお 55 東京都
8 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
9 ⽶⽥ 博志 よねだ ひろし 58 岐⾩県
10 井上 健 いのうえ たけし 53 岐⾩県
11 吉⽥ ⼀史 よしだ かずし 57 滋賀県
12 鶴原 清 つるはら きよし 57 ⽯川県
13 堀⽥ 剛正 ほった たけまさ 55 東京都
14 本澤 清⼀ ほんざわ きよかず 55 静岡県
15 福⽥ 隆 ふくだ たかし 57 群⾺県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 岩崎 友理 いわさき ゆり 21 兵庫県
2 中尾 美弥 なかお みや 28 ⽯川県
3 松永 真帆 まつなが まほ 25 ⽯川県
4 森川 真帆 もりかわ まほ 27 ⼤阪府
5 ⼭中 友理恵 やまなか ゆりえ 27 愛知県
6 加来 菜々⼦ かく ななこ 28 ⽯川県
7 中島 綾⾹ なかじま あやか 23 兵庫県
8 ⼤野 美穂 おおの みほ 27 ⽯川県
9 中⾕ 美⾥ なかたに みさと 28 ⼤阪府
10 堀内 悠⾥ ほりうち ゆり 28 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 野坂 茜 のさか あかね 38 福井県
2 橋本 理緒 はしもと りお 38 東京都
3 堀⽥ かよこ ほりた かよこ 32 ⽯川県
4 ⾼久 あゆみ たかく あゆみ 39 埼⽟県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



5 磯⽥ 和恵 いそだ かずえ 36 東京都
6 中川 千絵美 なかがわ ちえみ 32 兵庫県
7 北 明未 きた はるみ 31 東京都
8 三上 志保 みかみ しほ 35 東京都
9 ⽯⽥ 純⼦ いしだ じゅんこ 30 ⽯川県
10 ⽯⽥尾 真由美 いしだお まゆみ 36 愛知県
11 渡部 京⼦ わたなべ きょうこ 32 ⽯川県
12 松井 由佳 まつい ゆか 34 ⽯川県
13 渡辺 こずえ わたなべ こずえ 36 東京都
14 ⽶⽥ 彩乃 よねだ あやの 30 ⽯川県
15 徳⽥ 未有 とくだ みう 35 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 横⼭ 保江 よこやま やすえ 47 千葉県
2 末永 恵美 すえなが えみ 41 東京都
3 村井 千明 むらい ちあき 43 ⽯川県
4 原 ゆり はら ゆり 40 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 内⼭ はるみ うちやま はるみ 59 岐⾩県
2 酒井 晴美 さかい はるみ 50 ⽯川県
3 ⾦⼦ 花央理 かねこ かおり 50 兵庫県
4 橋本 遥 はしもと はるか 55 ⽯川県
5 ⾦原 みよ かねはら みよ 52 ⽯川県
6 瀬古 歩 せこ あゆみ 50 千葉県
7 若宮 美⾹ わかみや みか 52 岐⾩県
8 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 56 愛知県
9 ⼤島 京⼦ おおしま きょうこ 53 京都府
10 渡邉 操 わたなべ みさお 51 茨城県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


