
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 芹川 卓 せりかわ すぐる 29 ⼤阪府
2 清川 倫⼤朗 きよかわ りんたろう 20 福岡県
3 松本 康太郎 まつもと こうたろう 19 福岡県
4 深⾒ 亮摩 ふかみ りょうま 24 福岡県
5 倉科 圭佑 くらしな けいすけ 23 埼⽟県
6 ⼤久保 省吾 おおくぼ しょうご 24 ⼤分県
7 岩崎 史晃 いわさき ふみあき 28 ⼤分県
8 ⼭⽥ 航平 やまだ こうへい 24 愛知県
9 芳賀 勇公 はが ゆうき 24 福岡県
10 星 新夢 ほし ちかむ 22 熊本県
11 ⼩原 侑也 こはら ゆうや 24 ⼤分県
12 渡邉 ⿓守 わたなべ たつもり 29 福岡県
13 島本 ⼼ しまもと こころ 23 福岡県
14 ⽤松 拓真 もちまつ たくま 25 ⼤分県
15 森⽥ 翼 もりた つばさ 24 ⼤阪府
16 岡野 浩志郎 おかの こうしろう 22 福岡県
17 川上 卓⾺ かわかみ たくま 28 ⼤分県
18 ⼆宮 和⽣ にのみや かずき 22 ⼤分県
19 ⼭内 凌 やまうち りょう 26 佐賀県
20 井上 拓也 いのうえ たくや 22 熊本県
21 鶴⽥ 裕典 つるた ゆうすけ 28 ⼤分県
22 藤澤 佑樹 ふじさわ ゆうき 29 東京都
23 澤渡 恭佑 さわたり きょうすけ 24 ⼤分県
24 濱地 遼⾺ はまじ りょうま 22 奈良県
25 柳⽥ 貴洋 やなぎた たかひろ 24 宮崎県
26 本⽥ 純 ほんだ あつし 22 福岡県
27 吉⾒ 優輝 よしみ まさき 26 福岡県
28 岩切 宏樹 いわきり ひろき 26 福岡県
29 中園 達也 なかその たつや 23 ⼤分県
30 清⽔ 将之 しみず まさし 29 ⼤分県
31 岩切 眞也 いわきり しんや 25 ⿅児島県
32 林 佑⾺ はやし ゆうま 24 ⼤分県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
33 ⼩椋 貴志 おぐら たかし 33 沖縄県
34 中村 知⼰ なかむら ともき 32 宮崎県
35 中村 俊彦 なかむら としひこ 31 ⼤分県
36 ⼩林 啓輝 こばやし ひろき 38 ⼭⼝県
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37 鮫島 克洋 さめしま かつひろ 31 ⿅児島県
38 武⽥ 信樹 たけだ のぶき 39 ⿅児島県
39 前⽥ 祐史 まえだ ゆうし 32 福岡県
40 ⾺場 優⼈ ばば ゆうと 30 ⼤分県
41 北野 尭 きたの たかし 31 福岡県
42 神河 圭亮 かみかわ けいすけ 30 ⼤分県
43 福井 ⼠郎 ふくい しろう 38 ⼤分県
44 ⾼⽥ ⻯太 たかだ りゅうた 33 ⼤分県
45 岡 泰佑 おか たいすけ 30 ⼤分県
46 菊川 博久 きくかわ ひろひさ 32 ⼤分県
47 橋本 真助 はしもと しんすけ 32 福岡県
48 伊東 基樹 いとう もとき 32 ⼤分県
49 嶋崎 将⼈ しまさき まさと 32 ⼤分県
50 原⽥ 隆博 はらだ たかひろ 34 福岡県
51 岩⽊ 宏⽂ いわき ひろふみ 38 熊本県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
52 松岡 謙 まつおか けん 45 福岡県
53 ⼩⼭ 聡哉 こやま としや 47 ⼤分県
54 ⼤重 豊 おおしげ ゆたか 45 福岡県
55 ⼭下 雅昭 やました まさあき 40 ⼤分県
56 池永 淳 いけなが じゅん 42 ⼤分県
57 本⽥ 裕之 ほんだ ひろゆき 41 福岡県
58 スタセヴィッチ 哲幸 すたせヴぃっち てつゆき 46 福岡県
59 荒⽊ 政⽂ あらき まさふみ 41 福岡県
60 ⼤原 弘敬 おおはら ひろたか 45 兵庫県
61 瀧本 誠 たきもと まこと 44 沖縄県
62 柴⽥ 信彦 しばた のぶひこ 43 福岡県
63 ⿊⽊ 智⼀ くろき ともかず 42 福岡県
64 袖岡 洋 そでおか ひろし 41 ⼭⼝県
65 辻村 圭美 つじむら けいび 46 静岡県
66 ⾆間 ⼤記 したま だいき 42 福岡県
67 平⼭ 昌彦 ひらやま まさひこ 49 福岡県
68 久保 憲隆 くぼ のりたか 41 福岡県
69 清⽔⾕ 弘美 しみずたに ひろみ 49 ⼤分県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
70 岩崎 善之 いわさき よしゆき 53 ⼤分県
71 近藤 正之 こんどう まさゆき 53 福岡県
72 渋⾕ 明 しぶや あきら 62 愛知県
73 浅⽥ 修兵 あさだ しゅうへい 58 沖縄県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩俣 有加 おまた ゆか 29 埼⽟県
2 野村 美咲 のむら みさき 26 福岡県
3 ⾼橋 綾佳 たかはし あやか 23 福岡県
4 倉俣 ⿇奈実 くらまた まなみ 29 北海道
5 増⽥ 寛那 ますだ かんな 29 ⼤分県
6 中尾 楓 なかお かえで 21 福岡県
7 池⽥ 翔⼦ いけだ しょうこ 27 福岡県
8 河野 はるな かわの はるな 29 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
9 ⾼⼭ 美央 たかやま みお 30 東京都
10 桑原 由貴 くわはら ゆき 32 ⼤分県
11 ⼭内 彩 やまうち あや 33 東京都
12 平井 まどか ひらい まどか 35 ⼤阪府
13 杉原 美咲 すぎはら みさき 38 ⼤分県
14 井⼿ 亜希⼦ いで あきこ 34 熊本県
15 ⼭⽥ 安奈 やまだ あんな 37 福岡県
16 宮本 秀美 みやもと ひでみ 33 ⼤分県
17 天野 美紀 あまの みき 31 福岡県
18 ⻑⾕川 ⼣⼦ はせがわ ゆうこ 35 京都府
19 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
20 川崎 友愛 かわさき ともえ 44 ⼤分県
21 久保⼭ 溶⼦ くぼやま ようこ 45 福岡県
22 ⽊村 留理 きむら るり 43 熊本県
23 三浦 久美⼦ みうら くみこ 43 愛知県
24 松嶋 良⼦ まつしま りょうこ 41 熊本県
25 居本 梢 いもと こずえ 41 福岡県
26 倉⾕ 倫江 くらたに みちえ 47 愛知県
27 ⼭内 春⾹ やまうち はるか 43 ⼤阪府
28 深沢 万佐⼦ ふかざわ まさこ 46 千葉県
29 川崎 華恵 かわさき はなえ 44 福岡県
30 徳永 陽⼦ とくなが ようこ 43 ⻑崎県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
31 加藤 寿美⼦ かとう すみこ 59 宮崎県
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32 平⽥ ⽐登美 ひらた ひとみ 52 千葉県
33 住友 知惠⼦ すみとも ちえこ 51 福岡県
34 秋吉 美佳 あきよし みか 50 福岡県
35 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 53 ⼤阪府
36 清⽔ 裕⼦ しみず ゆうこ 51 東京都
37 ⿅間 由夏 しかま ゆか 50 福岡県
38 和⽥ 俊⼦ わだ としこ 58 福岡県


