
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 牧⽥ 侑⼤ まきた ゆうだい 23 岐⾩県
2 徳⼭ 裕記 とくやま ひろき 25 愛知県
3 村瀬 吉忠 むらせ よしただ 29 愛知県
4 苅⾕ 翔 かりや しょう 29 岐⾩県
5 鴻村 政司 こうむら まさし 27 愛知県
6 坂 ⼀輝 ばん かずき 22 岐⾩県
7 松下 有汰 まつした ゆうた 23 愛知県
8 久保 直⼈ くぼ なおと 24 愛知県
9 ⼩川 悠太 おがわ ゆうた 28 岐⾩県
10 野村 ⼀輝 のむら かずき 23 愛知県
11 榎 凌憂 えのき りょう 26 岐⾩県
12 坂本 ⼤寿 さかもと だいじゅ 25 岐⾩県
13 冨⽥ 宗⾺ とみだ そうま 24 愛知県
14 古根 ⼀輝 ふるね かずき 27 愛知県
15 ⽚平 光輝 かたひら こうき 23 愛知県
16 ⼩林 祐太 こばやし ゆうた 21 岐⾩県
17 藤原 仁 ふじはら じん 29 岐⾩県
18 五嶋 広道 ごしま ひろみち 27 岐⾩県
19 三品 翔路 みしな しょうじ 25 岐⾩県
20 ⽯⽥ 貴也 いしだ たかや 25 岐⾩県
21 ⼤場 章⽮ おおば ふみや 25 静岡県
22 ⽥中 佑樹 たなか ゆうき 27 岐⾩県
23 後藤 朋哉 ごとう ともや 24 岐⾩県
24 松尾 省吾 まつお しょうご 27 岐⾩県
25 ⻄川 塁 にしかわ るい 20 岐⾩県
26 後藤 有希 ごとう なおき 26 岐⾩県
27 松⽥ 優⼈ まつだ ゆうと 24 愛知県
28 ⽇野 俊⼆ ひの しゅんじ 20 岐⾩県
29 ⼤⽯ 芳健 おおいし よしたけ 23 愛知県
30 ⾺場 祐⼆ ばば ゆうじ 28 岐⾩県
31 前⽥ 壮太朗 まえだ そうたろう 20 愛知県
32 中嶋 紀貴 なかしま のりき 27 岐⾩県
33 ⾵間 賢彦 かざま よしひこ 25 静岡県
34 福島 ⼤⽣ ふくしま だいき 25 岐⾩県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
35 園部 光平 そのべ こうへい 30 岐⾩県
36 圓⼭ 幸平 まるやま こうへい 38 岐⾩県
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37 神⾕ ⾼宏 かみや たかひろ 34 東京都
38 岩⽥ 侑騎 いわた ゆうき 35 岐⾩県
39 横地 宏⽂ よこち ひろふみ 39 愛知県
40 ⼩塚 雅⼈ こづか まさと 30 愛知県
41 今 康彦 こん やすひこ 38 愛知県
42 関⾕ 勲⽣ せきや いさお 39 岐⾩県
43 酒井 啓太 さかい けいた 31 岐⾩県
44 加藤 健⼀ かとう けんいち 39 愛知県
45 若原 恭平 わかはら きょうへい 30 岐⾩県
46 萩原 慎也 はぎわら しんや 32 岐⾩県
47 ⽔野 聡 みずの さとし 31 岐⾩県
48 阿部 裕貴 あべ ゆうき 33 愛知県
49 伊奈 良太 いな りょうた 31 岐⾩県
50 ⼤折 洋明 おおおり ひろあき 31 三重県
51 迎⽥ 剛⼠ むかえだ つよし 37 岐⾩県
52 藤澤 洋平 ふじさわ ようへい 32 岐⾩県
53 眞鍋 誓亜 まなべ せいあ 31 愛知県
54 佐々⽊ ⿓⾵ ささき たつのり 36 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
55 通場 宣貴 つうば のぶき 46 岐⾩県
56 倉⽥ 征治 くらた せいじ 40 岐⾩県
57 兼松 剛 かねまつ ごう 42 愛知県
58 ⼩宮 知信 こみや とものぶ 49 岐⾩県
59 中根 圭治 なかね けいじ 45 岐⾩県
60 服部 悦雄 はっとり えつを 46 愛知県
61 常川 貴扶 つねかわ たかお 46 東京都
62 ⽊村 明睦 きむら あきのぶ 43 愛知県
63 東 宗治 ひがし むねはる 44 岐⾩県
64 ⽶村 穣 よねむら じょう 42 愛知県
65 松岡 秀樹 まつおか ひでき 45 岐⾩県
66 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 47 愛知県
67 上村 港 うえむら みなと 45 岐⾩県
68 ⻑屋 秀憲 ながや ひでのり 46 岐⾩県
69 千種 ⼀徳 ちくさ かずのり 46 愛知県
70 渡邊 正浩 わたなべ まさひろ 41 東京都
71 野元 邦義 のもと くによし 46 愛知県
72 鈴⽊ 盛家 すずき もりいえ 40 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
73 棚瀬 賢⼀ たなせ けんいち 55 岐⾩県
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【マスターズクラス】



74 穂積 隆充 ほづみ たかみつ 52 愛知県
75 丹⽻ 慶晃 にわ よしあき 58 岐⾩県
76 増⽥ 昌⼀ ますだ しょういち 50 滋賀県
77 ⾼橋 功⾃ たかはし こうじ 50 岐⾩県
78 塚本 好⼆ つかもと こうじ 57 岐⾩県
79 ⻤頭 道明 きとう みちあき 67 岐⾩県
80 丹⽻ 英之 にわ ひでゆき 52 愛知県
81 保⽥ 昌昭 やすだ まさあき 65 愛知県
82 井上 健 いのうえ たけし 55 岐⾩県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼤⻄ 美玖 おおにし みく 27 愛知県
2 五⼗川 諒 いそがわ りょう 26 岐⾩県
3 前⽥ 紗季 まえだ さき 29 愛知県
4 住吉 ⽉美 すみよし つきみ 27 岐⾩県
5 堀部 澪那 ほりべ れいな 23 岐⾩県
6 ⻑瀬 美帆 ながせ みほ 28 宮城県
7 ⻑沼 由貴 ながぬま ゆき 27 岐⾩県
8 鈴⽊ 智伽 すずき ちか 25 岐⾩県
9 知本 真以⼦ ちもと まいこ 24 愛知県
10 豊⼝ 綾華 とよぐち あやか 29 岐⾩県
11 ⼭⼝ 侑華 やまぐち ゆか 21 岐⾩県
12 細川 ⾥奈 ほそかわ りな 26 岐⾩県
13 加治佐 志帆 かじさ しほ 21 岐⾩県
14 ⼤槻 美穂 おおつき みほ 25 岐⾩県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
15 辻⽥ 杏奈 つじた あんな 32 岐⾩県
16 ⼭⽥ 弘乃 やまだ ひろの 30 愛知県
17 ⼭本 愛 やまもと あい 36 愛知県
18 武藤 さゆり むとう さゆり 39 岐⾩県
19 久保⽥ 有紀 くぼた ゆき 33 愛知県
20 舞筬 礼⼦ まいおさ れいこ 30 岐⾩県
21 鈴⽊ 真美 すずき まみ 33 愛知県
22 ⽊村 由依 きむら ゆい 32 愛知県
23 佃 ⾥⾐ つくだ りえ 32 愛知県
24 根本 早織 ねもと さおり 30 愛知県
25 横⼭ ⿇⾐ よこやま まい 38 岐⾩県
26 福⽥ 沙弥⾹ ふくだ さやか 33 神奈川県
27 河合 慶⼦ かわい けいこ 34 岐⾩県
28 川本 靖⼦ かわもと やすこ 30 岐⾩県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
29 有⾺ 実穂 ありま みほ 46 愛知県
30 吉岡 麗⼦ よしおか れいこ 45 愛知県
31 酒向 めぐみ さこう めぐみ 46 岐⾩県
32 伊藤 めぐみ いとう めぐみ 42 愛知県
33 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 44 愛知県
34 上村 信⼦ うえむら のぶこ 42 愛知県
35 峠 由果 とうげ ゆか 43 三重県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
36 加藤 寿美⼦ かとう すみこ 60 宮崎県
37 太⽥ 久江 おおた ひさえ 50 愛知県
38 板津 予史江 いたず よしえ 57 岐⾩県
39 佃 奈々⼦ つくだ ななこ 59 東京都
40 梅林 由紀 うめばやし ゆき 50 愛知県
41 若宮 美⾹ わかみや みか 54 岐⾩県
42 河内 千華⼦ こうち ちかこ 52 愛知県
43 ⽔⾕ 陽⼦ みずたに ようこ 50 三重県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


