
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾕⼝ 陽介 たにぐち ようすけ 23 兵庫県
2 豊永 海⽃ とよなが かいと 19 ⻑崎県
3 糟⾕ 耕司 かすや こうじ 29 兵庫県
4 三宅 宏典 みやけ ひろのり 21 ⼤阪府
5 ⻑⾕川 蓮 はせがわ れん 20 ⼤阪府
6 諸藤 和希 もろふじ かずき 26 広島県
7 ⾦⼦ ⻯太 かねこ りゅうた 25 ⼤阪府
8 三⾕ 拓⽮ みたに たくや 26 兵庫県
9 ⽥中 佑次郎 たなか ゆうじろう 26 ⼤阪府
10 信⾕ 栄 のぶたに さかえ 26 ⼤阪府
11 坪⽥ 秀伍 つぼた しゅうご 26 千葉県
12 松⾕ 真純 まつたに ますみ 22 ⼤阪府
13 脇⽥ 健史 わきた けんし 22 ⼤阪府
14 ⾼須賀 健 たかすか けん 26 兵庫県
15 濵⽥ 真之介 はまだ しんのすけ 25 ⼤阪府
16 古⾕ ⻯太郎 ふるたに りゅうたろう 28 ⼤阪府
17 堤 ⻯太郎 つつみ りゅうたろう 26 兵庫県
18 植⽥ 貴洋 うえだ たかひろ 26 ⼤阪府
19 廣岡 玲哉 ひろおか れいや 22 兵庫県
20 林 和磨 はやし かずま 22 ⼤阪府
21 岸本 拓⾺ きしもと たくま 21 ⼤阪府
22 東⾕内 浩⼈ ひがしやち ひろと 29 ⼤阪府
23 橋本 光真 はしもと みつまさ 28 ⼤阪府
24 福本 凪⾳ ふくもと なおと 22 ⼤阪府
25 ⻑尾 賢杜 ながお けんと 24 京都府
26 北野 智哉 きたの ともや 27 ⼤阪府
27 ⼤熊 ⿓稀 おおくま りゅうき 22 ⼤阪府
28 岡⽥ 智敬 おかだ ともひろ 22 兵庫県
29 ⾼橋 晃平 たかはし こうへい 23 ⼤阪府
30 兼⽥ 健⽣ かねだ かつき 29 ⼤阪府
31 今津 ⿓⼆ いまづ りゅうじ 22 ⼤阪府
32 森本 ⻯太 もりもと りゅうた 25 ⼤阪府
33 ⼭⽥ リュウノスケ やまだ りゅうのすけ 22 ⼤阪府
34 藤野 良樹 ふじの よしき 23 ⼤阪府
35 平井 克弥 ひらい かつや 21 ⼤阪府
36 神牧 英樹 かみまき ひでき 24 ⼤阪府
37 ⿊⽊ ⼀⾺ くろき かずま 28 ⼤阪府
38 櫛下町 悟司 くしげまち さとし 28 京都府
39 飯⽥ 真⼈ いいだ まこと 24 ⼤阪府
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40 道辻 恵⼤ みちつじ けいた 20 ⼤阪府
41 酒井 和輝 さかい かずき 23 ⼤阪府
42 深沼 開 ふかぬま かい 24 ⼤阪府
43 ⽊村 健⼈ きむら けんと 27 ⼤阪府
44 梅本 和⿇ うめもと かずま 27 ⼤阪府
45 有⽵ 天慎 ありたけ てんしん 22 三重県
46 ⽯川 ⼒ いしかわ りき 29 兵庫県
47 下川 侑⽃ しもかわ ゆうと 29 ⼤阪府
48 ⼭⻄ 優 やまにし ゆたか 28 三重県
49 井上 博貴 いのうえ ひろき 29 ⼤阪府
50 荒⽊ 優太 あらき ゆうた 22 ⼤阪府
51 井上 和磨 いのうえ かずま 20 京都府
52 ⼩池 翔 こいけ しょう 27 兵庫県
53 池⽥ 将貴 いけだ まさたか 22 ⼤阪府
54 ⼟井 充⼈ どい みつと 20 ⼤阪府
55 庄⽥ 雅弥 しょうだ まさや 21 兵庫県
56 池⽥ 純 いけだ じゅん 26 ⼤阪府
57 江頭 和 えがしら やまと 26 ⼤阪府
58 瀧川 貴⾏ たきがわ たかゆき 25 ⼤阪府
59 湯浅 陸 ゆあさ りく 24 東京都
60 江守 渉 えもり わたる 22 ⼤阪府
61 新開 翔 しんかい しょう 26 兵庫県
62 奥 雅尚 おく まさなお 19 ⼤阪府
63 ⽵本 優也 たけもと ゆうや 24 ⼤阪府
64 ⼭⼝ 隼佑 やまぐち しゅんすけ 29 滋賀県
65
66 ⾕⼝ サムエル たにぐち サムエル 27 ⼤阪府
67 前⽥ 和基 まえだ かずき 29 兵庫県
68 神宮 康宏 かみみや やすひろ 23 ⼤阪府
69 ⼤島 寛毅 おおしま ひろき 24 ⼤阪府
70 梅⽥ 翔⽮ うめだ しょうや 24 ⼤阪府
71 福島 康平 ふくしま こうへい 25 ⼤阪府
72 辻野 悠 つじの ゆう 24 ⼤阪府
73 柴⽥ 勇気 しばた ゆうき 26 ⼤阪府
74 村⽥ 直秀 むらた なおひで 23 ⼤阪府
75 古賀 丈嗣 こが たけし 28 滋賀県
76 ⼭中 祥輝 やまなか よしき 25 茨城県
77 椿 ⼤輝 つばき ひろき 20 兵庫県
78 ⼭村 樹貴也 やまむら じゅきや 24 兵庫県
79 遠藤 祐亮 えんどう ゆうすけ 24 ⼤阪府
80 宮川 玲 みやかわ れい 22 ⼤分県
81 ⾼村 多聞 たかむら たもん 21 ⼤分県
82 川尻 泰祐 かわじり たいすけ 25 ⼤阪府

エントリー間違いのため、変更



83 中野 光揮 なかの みつき 21 ⼤阪府
84 ⾦ 翔⼀ きん しょういち 21 ⼤阪府
85 浦中 翔悟 うらなか しょうご 24 三重県
86 橋本 豊 はしもと ゆたか 26 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 三野 繕弘 みの よしひろ 31 ⼤阪府
2 坂越 ⼀之 さかこし かずゆき 37 兵庫県
3 藤原 崇紀 ふじわら たかのり 35 兵庫県
4 橋本 卓也 はしもと たくや 30 ⼤阪府
5 松下 賢作 まつした けんさく 33 ⼤阪府
6 宅⾒ 啓司 たくみ けいじ 37 ⼤阪府
7 伊藤 孝 いとう たかし 37 ⼤阪府
8 松井 祥吾 まつい しょうご 32 ⼤阪府
9 ⽯⽥ 弘樹 いしだ ひろき 31 ⼤阪府
10 ⼩⻄ 達也 こにし たつや 33 滋賀県
11 ⼩峯 和博 こみね かずひろ 30 ⼤阪府
12 ⽥島 晋太郎 たじま しんたろう 33 ⼤阪府
13 澤⼭ 聖 さわやま あきら 36 ⼤阪府
14 瀬⼾ ⼤地 せと だいち 35 ⼤阪府
15 古川 博⼀ ふるかわ ひろかず 33 ⼤阪府
16 濱⼝ 友季也 はまぐち ゆきや 30 ⼤阪府
17 菊⽥ 浩⼆ きくた こうじ 37 ⼤阪府
18 湊 修治 みなと しゅうじ 30 兵庫県
19 辻本 敏規 つじもと としき 32 ⼤阪府
20 真鍋 好市 まなべ こういち 37 岐⾩県
21 宮城 友和 みやぎ ともかず 32 ⼤阪府
22 ⽥中 正道 たなか まさみち 33 福岡県
23 ⻄崎 宅哉 にしざき たくや 36 ⼤阪府
24 ⼩林 和宏 こばやし かずひろ 35 ⼤阪府
25 ⻄⼭ 和成 にしやま かずなり 36 ⼤阪府
26 栗原 直也 くりはら なおや 35 兵庫県
27 甚⽥ 俊介 じんた しゅんすけ 38 ⼤阪府
28 中島 直⼈ なかじま なおと 36 東京都
29 和泉 邦昭 いずみ くにあき 38 兵庫県
30 狩野 悠⽣ かの ゆうき 37 兵庫県
31 ⽥井 邦治 たい くにはる 32 ⼤阪府
32 鎌⼿ 貴⽂ かまて たかふみ 31 ⼤阪府
33 伊藤 晃⼀ いとう こういち 39 東京都
34 ⼩峯 勇気 こみね ゆうき 32 ⼤阪府
35 ⾦本 晶誉 かねもと あきたか 38 ⼤阪府
36 ⼭之上 雄也 やまのうえ ゆうや 32 ⼤阪府

【ミドルクラス】



37
38 ⼭⼝ 敏雄 やまぐち としお 37 ⼤阪府
39 ⼩宮 慎之介 こみや しんのすけ 33 ⼤阪府
40 中村 ⼤樹 なかむら ひろき 34 ⼤阪府
41 ⽮之髙 憲⼀ やのたか けんいち 30 ⼤阪府
42 徳丸 祐也 とくまる ゆうや 32 ⼤阪府
43 中野 太智 なかの たいち 36 愛知県
44 前⽥ 明裕 まえだ あきひろ 37 福井県
45 細川 貴之 ほそかわ たかゆき 32 ⼤阪府
46 原 定嗣 はら さだつぐ 33 ⼤阪府
47 ⼩⽥ ⾼史 おだ たかし 37 ⼤阪府
48 駒澤 悟 こまざわ さとる 33 ⼤阪府
49 柏本 武志 かしもと たけし 30 ⼤阪府
50 関⾕ 英⽃ せきや ひでと 30 ⼤阪府
51 藤井 祐介 ふじい ゆうすけ 39 東京都
52 清⽔ 勇太 しみず ゆうた 34 東京都
53 松波 健太郎 まつなみ けんたろう 34 ⼤阪府
54 川⻄ 宏和 かわにし ひろかづ 34 ⼤阪府
55 増野 唯⽣ ましの ただき 30 兵庫県
56 ⽊村 久紹 きむら ひさつぐ 30 ⼤阪府

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 ⼤原 容孝 おおはら ひろたか 44 兵庫県
3 成松 英哉 なりまつ ひでや 44 ⼤阪府
4 求 寿也 もとめ としや 45 ⼤阪府
5 ⼭⽥ ⼤輔 やまだ だいすけ 43 兵庫県
6 新 英三 あたらし えいぞう 49 ⼤阪府
7 今川 将孝 いまがわ まさたか 44 ⼤阪府
8 今尾 哲也 いまお てつや 40 岐⾩県
9 平越 秀治 ひらこし しゅうじ 48 ⼤阪府
10 淡⽥ 卓⼰ あわた たくみ 44 兵庫県
11 奥野 保 おくの たもつ 48 滋賀県
12 稲垣 ⼀成 いながき かずなり 48 ⼤阪府
13 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 47 三重県
14 松尾 昌哉 まつお まさや 40 ⼤阪府
15 中⻄ 靖彦 なかにし やすひこ 42 兵庫県
16 園中 修 そのなか おさむ 44 ⼤阪府
17 宮本 拓磨 みやもと たくま 40 愛知県
18 ⽔本 孝 みずもと たかし 40 ⼤阪府
19 浦川 裕之 うらかわ ひろゆき 43 ⾹川県
20 ⻄垣 洋平 にしがき ようへい 41 兵庫県

【マスターズクラス】

エントリー間違いのため、変更



21 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 47 ⼤阪府
22 藤本 剛史 ふじもと つよし 41 ⼤阪府
23 久保 達哉 くぼ たつや 44 ⼤阪府
24 ⾦光 貴⽂ かねみつ たかふみ 40 ⼤阪府
25 森⽥ 将司 もりた まさし 43 ⼤阪府
26 吉村 和也 よしむら かずや 46 奈良県
27 松⽥ 隆也 まつだ たかや 47 ⼤阪府
28 鈴⽊ 哲哉 すずき てつや 43 ⼤阪府
29 橋本 充 はしもと みつる 45 ⼤阪府
30 蓮池 康⼈ はすいけ やすひと 43 ⼤阪府
31 植松 洋和 うえまつ ひろかず 44 ⼤阪府
32 ⻫藤 賢治 さいとう けんじ 44 ⼤阪府
33 ⼋⽥ 浩司 はった こうじ 46 ⼤阪府
34 松江 政博 まつえ まさひろ 46 ⼤阪府
35 原内 直哉 はらうち なおや 48 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 船守 賢彦 ふなもり まさひこ 54 兵庫県
2 秋本 慎⼆ あきもと しんじ 53 ⼤阪府
3 吉村 武 よしむら たけし 54 ⼤阪府
4 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 57 兵庫県
5 池宮 清史 いけみや きよし 50 ⼤阪府
6 村⽥ トオル むらた とおる 54 兵庫県
7 ⻑尾 将三 ながお まさみつ 59 ⼤阪府
8 福原 隆 ふくはら たかし 67 ⼤阪府
9 佐藤 岳司 さとう たけし 52 ⼤阪府
10 岡村 泰徳 おかむら やすのり 50 和歌⼭県
11 井上 修⼀ いのうえ しゅういち 50 ⼤阪府
12 ⻘⽊ 昌嗣 あおき まさじ 59 ⼤阪府
13 ⼤久保 守 おおくぼ まもる 56 ⼤阪府
14 藤島 輝幸 ふじしま てるゆき 52 ⼤阪府
15 銭 安武 せん やすたけ 68 ⼤阪府
16 岡⽥ 良彦 おかだ よしひこ 53 ⼤阪府
17 浜本 圭⼀ はまもと けいいち 54 ⼤阪府
18 杉本 博之 すぎもと ひろゆき 55 群⾺県
19 柳⽥ 優 やなぎだ まさる 56 ⼤阪府
20 ⽯川 和男 いしかわ かずお 53 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻑江 彩⾹ ながえ あやか 20 徳島県
2 ⽥村 ゆか たむら ゆか 23 ⼤阪府

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



3 北島 遥 きたじま はるか 26 ⼤阪府
4 阪本 瑞季 さかもと みずき 26 ⼤阪府
5 上原 美紀 うえはら みき 25 ⼤阪府
6 ⼭⼝ ⾐美 やまぐち えみ 28 滋賀県
7 ⾚阪 美咲 あかさか みさき 22 ⼤阪府
8 河野 英恵 かわの はなえ 28 ⼤阪府
9 ⽔主 知歩 みずし ちほ 28 京都府
10 中⾕ 美⾥ なかたに みさと 28 ⼤阪府
11 中⻄ 美穂 なかにし みほ 23 ⼤阪府
12 ⼭梨 伽奈⼦ やまなし かなこ 24 ⼤阪府
13 吉⽥ ゆみ よしだ ゆみ 22 ⼤阪府
14 村上 芽⾐ むらかみ めい 27 ⼤阪府
15 浅井 真央 あさい まお 23 奈良県
16 ⽥中 亜実 たなか あみ 23 ⼤阪府
17 中瀬 由真 なかせ ゆま 25 ⼤阪府
18 ⽶⽥ 奈美 よねだ なみ 26 ⼤阪府
19 正岡 由⾐ まさおか ゆい 29 ⼤阪府
20 森⼝ イツキ もりぐち いつき 23 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 森島 伸美 もりしま のぶみ 31 東京都
2 川中 紗綾花 かわなか さやか 31 ⼤阪府
3 関根 由花 せきね ゆか 36 神奈川県
4 ⽥中 佐和⼦ たなか さわこ 33 福岡県
5 中野 景⼦ なかの けいこ 38 和歌⼭県
6 ⾚井 まどか あかい まどか 35 兵庫県
7 冨⽥ 千晶 とみだ ちあき 38 ⼤阪府
8 申 琴美 しん ことみ 33 ⼤阪府
9 佐々⽊ 典⼦ ささき のりこ 35 ⼤阪府
10 鈴⽥ 美幸 すずた みゆき 32 兵庫県
11 神⽥ 梨絵 かんだ りえ 34 ⼤阪府
12 古村 アンジェリーナ こむら アンジェリーナ 33 ⼤阪府
13 槇原 静花 まきはら しずか 33 奈良県
14 若林 美和⼦ わかばやし みわこ 32 ⼤阪府
15 ⾨井 美希 かどい みき 35 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽔野 慶⼦ みずの けいこ 40 兵庫県
2 岩下 恵美 いわした えみ 40 ⼤阪府
3 ⼭本 真由美 やまもと まゆみ 40 岐⾩県
4 今林 真澄 いまばやし ますみ 40 千葉県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



5 原⽥ 智美 はらだ ともみ 46 ⼤阪府
6 川内 律⼦ かわうち りつこ 40 ⼤阪府
7 ⽥中 洋⼦ たなか ようこ 43 ⼤阪府
8 ⽵内 華⾥ たけうち はなさと 40 兵庫県
9 中上 美代⼦ なかうえ みよこ 42 ⼤阪府
10 佐藤 直⼦ さとう なおこ 43 ⼤阪府
11 杉﨑 和⼦ すぎさき かずこ 42 兵庫県
12 飯島 絢⾹ いいじま あやか 45 ⼤阪府
13 ⼭内 春⾹ やまうち はるか 42 ⼤阪府
14 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 44 奈良県
15 ⽥中 久実 たなか くみ 48 兵庫県
16 川端 松美 かわばた まつみ 47 ⼤阪府
17 向井 祥⼦ むかい しょうこ 43 ⼤阪府
18 ⽥畑 敬⼦ たばた のりこ 48 ⼤阪府
19 ⾼橋 陽⼦ たかはし ようこ 43 ⼤阪府
20 ⼭⽥ 優佳 やまだ ゆか 45 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭中 和美 やまなか かずみ 55 ⼤阪府
2 ⽯川 紀⼦ いしかわ のりこ 50 ⼤阪府
3 辻畑 映⺒ つじはた てるみ 50 ⼤阪府
4 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 53 兵庫県
5 ⻑藤 綾⼦ ながとう あやこ 51 兵庫県
6 ⼭内 弘⼦ やまうち ひろこ 51 京都府
7 中園 正枝 なかぞの まさえ 51 ⼤阪府
8 ⼟師 智恵美 はぜ ちえみ 58 兵庫県
9 河好⼦ ハーホージャ 59 兵庫県
10 杉原 みのり すぎはら みのり 52 ⼤阪府
11 ⼤出 玲⼦ おおで れいこ 55 ⼤阪府
12 奥⽥ 美紀 おくだ みき 53 ⼤阪府
13 藤原 千奈津 ふじわら ちなつ 50 兵庫県
14 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 50 兵庫県
15 ⼭本 明美 やまもと あけみ 53 ⼤阪府

【クイーンクラス】


