
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 筒井 健 つつい けん 21 ⾼知県
2 ⼭形 佳⼤ やまがた けいた 24 ⾼知県
3 花崎 和真 はなざき かずま 24 ⼤阪府
4 ⼿塚 寛 てづか ひろし 29 栃⽊県
5 ⾕⼝ 京成 たにぐち きょうせい 24 ⾼知県
6 明⽯ ⼤ あかし まさる 24 ⾼知県
7 増⽥ ⼩鉄 ますだ こてつ 21 神奈川県
8 渡辺 寛之 わたなべ ひろゆき 25 埼⽟県
9 堀川 奨 ほりかわ しょう 23 神奈川県

10 桑村 育敬 くわむら いくひろ 28 徳島県
11 ⽵⽥ 智 たけだ さとし 21 兵庫県
12 内⽥ 祐希 うちだ ゆうき 28 ⼤阪府
13 久保 佑輝也 くぼ ゆきや 23 東京都
14 花本 ⻁太郎 はなもと こたろう 21 広島県
15 ⾸藤 丈⼠ しゅとう たけし 25 ⼤阪府
16 桝⽥ 拓⽮ ますだ たくや 23 三重県
17 本⽥ 崇起 ほんだ たかき 29 兵庫県
18 ⽊下 克樹 きのした かつき 25 兵庫県
19 ⾒津⽥ 貴道 みつだ たかゆき 20 ⾼知県
20 ⽵内 悠貴 たけうち ゆうき 28 ⾼知県
21 ⽵内 紀⼈ たけうち のりと 26 ⾼知県
22 槙野 貴⼤ まきの たかひろ 26 岡⼭県
23 ⽥治⾒ 貴⽂ たじみ たかふみ 29 岐⾩県
24 渡邉 悠世 わたなべ ゆうせい 26 岐⾩県
25 吉⽥ 智貴 よしだ ともき 28 東京都
26 村上 銀河 むらかみ ぎんが 24 ⼤阪府
27 ⼭中 祥輝 やまなか よしき 26 茨城県
28 鈴⽊ 裕太郎 すずき ゆうたろう 24 神奈川県
29 菊池 正峰 きくち せいほう 27 埼⽟県
30 近藤 良起 こんどう よしき 22 愛知県
31 ⼟⾕ 謙太 つちや けんた 29 ⾹川県
32 橋本 拓英 はしもと たくえい 26 神奈川県
33 森⾕ 訓之 もりや くにゆき 21 岡⼭県
34 ⼭岸 永幸 やまぎし ひさゆき 26 兵庫県
35 上野 友暉 うえの ともき 23 ⼤阪府
36 ⼩野 将⼤ おの まさひろ 25 岡⼭県
37 久保川 利明 くぼかわ としあき 28 千葉県
38 ⼾梶 皓太 とかじ こうた 24 ⾼知県
39 ⼩野⽊ 想 おのぎ そう 24 福岡県
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40 佐圓 耀⼀ さえん よういち 26 ⼤阪府
41 光岡 ⻯也 みつおか たつや 27 岡⼭県
42 ⼤⻄ 勇輔 おおにし ゆうすけ 24 兵庫県
43 前原 貴⼤ まえはら たかひろ 29 東京都
44 徳江 ⼀航 とくえ いっこう 22 神奈川県
45 今井 拓夢 いまい たくむ 20 ⼤阪府
46 ⽊藤 慎也 きとう しんや 23 愛媛県
47 ⼤野 凌嗣 おおの りょうじ 24 北海道

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
48 松⽊ 健 まつぎ けん 36 ⾼知県
49 森 博康 もり ひろやす 35 徳島県
50 別府 卓 べっぷ すぐる 37 愛媛県
51 平⽥ 貴⼀ ひらた きいち 38 ⾹川県
52 三⽊ 浩 みき ひろし 33 岡⼭県
53 吉⽥ 博陽 よしだ ひろあき 39 兵庫県
54 ⼟井 奨 どい すすむ 35 兵庫県
55 井⼟ ⼀瑛 いど かずあき 34 佐賀県
56 ⽥中 佑治 たなか ゆうじ 33 滋賀県
57 渡辺 友輔 わたなべ ゆうすけ 34 兵庫県
58 三井 健司 みつい けんじ 34 東京都
59 中川 健⼀ なかがわ けんいち 39 ⼤阪府
60 中⽥ 恒平 なかた こうへい 33 ⼤阪府
61 村⽥ 光⼀ むらた こういち 34 東京都
62 杉浦 ジュンボー 潤哉 すぎうら じゅんぼーじゅんや 31 熊本県
63 ⻘⽊ 慎太郎 あおき しんたろう 38 ⼤阪府
64 南園 ⿓治 みなみぞの りゅうじ 36 三重県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
65 松⼭ 元之 まつやま もとゆき 41 兵庫県
66 齋藤 繁⼀ さいとう しげかず 42 東京都
67 ⻄垣 洋平 にしがき ようへい 42 兵庫県
68 松⽵ 雅紀 まつたけ まさき 44 ⼤阪府
69 ⽯川 晃久 いしかわ あきひさ 45 ⾼知県
70 吉澤 英太郎 よしざわ えいたろう 44 ⾼知県
71 宝城 聖治 ほうき せいじ 41 徳島県
72 ⻄川 巽也 にしかわ たつや 47 京都府
73 齋藤 正秀 さいとう まさひで 48 東京都
74 植松 洋和 うえまつ ひろかず 45 ⼤阪府
75 ⽚岡 茂雄 かたおか しげお 43 ⼭梨県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
76 ⻑⾕川 善之 はせがわ よしゆき 50 福岡県
77 溝越 剛⼈ みぞこし よしと 53 ⼤阪府
78 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 58 兵庫県
79 伊藤 伸明 いとう のぶあき 50 東京都
80 駒井 洋⼀ こまい よういち 61 岡⼭県
81 宮崎 健治 みやざき けんじ 52 ⼤阪府
82 後藤 政史 ごとう まさし 56 神奈川県
83 丹⽻ 英之 にわ ひでゆき 51 愛知県
84 井上 健 いのうえ たけし 54 岐⾩県
85 三浦 英雄 みうら ひでお 53 ⾹川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 久⽶ 奈津美 くめ なつみ 24 ⼤阪府
2 ⼭本 愛 やまもと あい 29 ⼤阪府
3 宮藤 あどね くどう あどね 25 東京都
4 江⼝ 彩⾳ えぐち あやね 29 ⼤阪府
5 川⽥ 綾⾹ かわた あやか 26 滋賀県
6 王 瑞希 おう づいき 21 東京都
7 久永 幸乃 ひさなが ゆきの 29 東京都
8 今野 ⽂⼦ こんの ふみこ 25 兵庫県
9 ⼤⾕ 景 おおたに ひかり 28 徳島県

10 飯尾 真由美 いいお まゆみ 25 愛媛県
11 ⾕⽥ 美優 たにだ みゆ 25 愛媛県
12 牧原 由佳 まきはら ゆか 23 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
13 ⾼⼭ 美央 たかやま みお 30 東京都
14 本河 ⽣実 もとかわ いくみ 36 栃⽊県
15 池⽥ あゆ いけだ あゆ 38 東京都
16 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
17 愛葉 ⾹ あいば かおる 38 神奈川県
18 宮⻄ 由起 みやにし ゆき 33 兵庫県
19 ⿇⽥ 牧 あさだ まき 31 兵庫県
20 下平 瑠璃 しもひら るり 30 兵庫県
21 林 美奈 はやし みな 33 東京都
22 仲 佑華⾥ なか ゆかり 31 ⼤阪府
23 松村 具恵 まつむら ともえ 37 ⾼知県
24 松村 ⾹代⼦ まつむら かよこ 36 滋賀県
25 川村 優希 かわむら ゆき 34 ⾼知県

【レディースクラス】
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26 栗⼭ 恵美  くりやま えみ 34 ⼤阪府
27 神⾕ ⿇⾐ かみや まい 34 東京都
28 菊地 あずさ きくち あずさ 30 ⼤阪府
29 ⾼松 加奈 たかまつ かな 33 ⾼知県
30 ⾓原 奈美 つのはら なみ 34 ⼤阪府
31 中本 奈緒 なかもと なお 31 ⼤阪府
32 吉澤 菜津美 よしざわ なつみ 30 ⾼知県
33 ⼤⽯ 愛 おおいし あい 30 京都府
34 ⽥中 沙織 たなか さおり 34 兵庫県
35 ⽯川 さおり いしかわ さおり 34 広島県
36 稲葉 真由美 いなば まゆみ 38 兵庫県
37 徳⽥ 亜希⼦ とくだ あきこ 36 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
38 右京 由美⼦ うきょう ゆみこ 44 滋賀県
39 中須賀 陽⼦ なかすか ようこ 41 ⼤阪府
40 ⽥中 園⼦ たなか そのこ 49 徳島県
41 清藤 彩 きよとう あや 45 ⾼知県
42 尾上 ⼸ おのうえ ゆみ 42 ⼤阪府
43 ⼤⽮野 宏美 おおやの ひろみ 42 福岡県
44 宮崎 恵美⾹ みやざき えみか 45 熊本県
45 ⽥中 美樹 たなか みき 49 兵庫県
46 李 なよん り なよん 45 神奈川県
47 倉⽯ ⽊綿⼦ くらいし ゆうこ 44 福岡県
48 ⻘⽊ 桂⼦ あおき けいこ 48 ⼤阪府
49 ⻄井 左知⼦ にしい さちこ 41 ⼤阪府
50 ⼤庭 美紀 おおば みき 45 ⼤阪府
51 播磨 久美⼦ はりま くみこ 43 兵庫県
52 三宅 紀⼦ みやけ のりこ 46 岡⼭県
53 秋⼭ ちなみ あきやま ちなみ 48 愛媛県
54 宮尾 薫 みやお かおる 42 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
55 ⼤久保 智佐 おおくぼ ちさ 56 ⾼知県
56 真⽥ 順⼦ さなだ じゅんこ 60 ⾼知県
57 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 57 愛知県
58 菅井 晴英 すがい はるえ 53 徳島県
59 野村 良枝 のむら よしえ 53 愛知県
60 中村 晃⼦ なかむら あきこ 51 東京都
61 伊藤 ゆみ いとう ゆみ 51 愛知県
62 杉原 みのり すぎはら みのり 53 ⼤阪府

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】



63 武井 久美⼦ たけい くみこ 53 東京都
64 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 53 ⼤阪府


