
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 梅原　悠輝 うめはら　ゆうき 24 埼玉県

2 椿　大輝 つばき　ひろき 22 兵庫県

3 河本　歩夢 かわもと　あゆむ 21 滋賀県

4 西尾　颯汰 にしお　そうた 20 京都府

5 深沼　開 ふかぬま　かい 26 大阪府

6 柴田　快暢 しばた　やすのぶ 25 大阪府

7 中浜　大志 なかはま　たいし 23 大阪府

8 高矢　寿 たかや　ひさし 29 京都府

9 宮崎　鷹 みやざき　たか 22 京都府

10 山本　淳史 やまもと　あつし 23 京都府

11 仲谷　浩輝 なかたに　ひろき 25 大阪府

12 小野　隆之 おの　たかゆき 29 兵庫県

13 平野　貴宏 ひらの　たかひろ 29 兵庫県

14 稲垣　秀吉 いながき　ひでよし 23 愛知県

15 徳永　康明 とくなが　やすあき 26 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

16 田村　銀次郎 たむら　ぎんじろう 38 大阪府

17 保井　拓也 やすい　たくや 30 大阪府

18 松下　賢作 まつした　けんさく 35 大阪府

19 鈴木　大貴 すずき　だいき 31 愛知県

20 齊藤　拓也 さいとう　たくや 36 富山県

21 柿崎　剛 かきざき　つよし 30 大阪府

22 石井　翔悟 いしい　しょうご 34 兵庫県

23 平田　直也 ひらた　なおや 34 三重県

24 佐佐木　信綱 ささき　のぶつな 37 兵庫県

25 上野　恵史 うえの　よしふみ 32 兵庫県

26 高橋　健太郎 たかはし　けんたろう 39 栃木県

27 矢崎　貴徳 やざき　たかのり 30 山形県

28 渡邉　卓司 わたなべ　たくじ 32 大阪府

29 板倉　孝典 いたくら　たかのり 36 兵庫県

30 岡　高広 おか　たかひろ 31 三重県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

31 長岡　隆信 ながおか　たかのぶ 45 京都府

32 山崎　晋吾 やまざき　しんご 45 愛知県

33 水沼　太一 みずぬま　たいち 40 愛知県

34 中薗　大司 なかぞの　だいじ 43 静岡県

35 田中　利典 たなか　としのり 41 滋賀県

36 中園　健二 なかぞの　けんじ 41 大阪府

37 鎮寺　和男 ちんじ　かずお 41 福岡県

38 永田　秀徳 ながた　ひでのり 42 兵庫県

39 赤田　真朗 あかた　まさあき 47 兵庫県

40 矢沢　秀和 やざわ　ひでかず 43 大阪府

41 田原　丈稔 たはら　たけとし 43 大阪府

42 淡田　卓己 あわた　たくみ 46 兵庫県

43 松田　賢明 まつだ　かつあき 47 愛知県

44 飯田　勝洋 いいだ　かつひろ 45 大阪府

45 木村　仁 きむら　ひとし 45 兵庫県

46 関　俊昭 せき　としあき 49 奈良県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

47 川久保　英一 かわくぼ　ひでかず 53 東京都

48 高倉　富美夫 たかくら　ふみお 53 滋賀県

49 木本　直樹 きもと　なおき 56 京都府

50 後藤　章雄 ごとう　あきお 57 愛知県

51 岡崎　厚志 おかざき　あつし 56 大阪府

52 阿武　良治 あぶ　りょうじ 52 大阪府

53 石川　和男 いしかわ　かずお 55 大阪府

54 吉田　一史 よしだ　かずし 59 滋賀県

55 瀬川　将人 せがわ　まさと 50 富山県

56 高杉　洋 たかすぎ　ひろし 51 京都府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 橋本　芽依 はしもと　めい 28 大阪府

2 花崎　智代 はなさき　ともよ 28 大阪府

3 モンテス　カミル イザベル もんてす　かみるいざべる 21 滋賀県

4 石井　李良 いしい　りら 19 三重県

5 木谷　真弥 きたに　まみ 29 京都府

6 内山　優香 うちやま　ゆか 24 兵庫県

7 山元　亜紗 やまもと　あさ 28 京都府

8 槙　紀乃 まき　ことの 28 京都府

9 藤井　信緒莉 ふじい　しおり 26 大阪府

10 小林　すみれ こばやし　すみれ 28 三重県

11 福永　愛美 ふくなが　めぐみ 27 大阪府

12 池田　祐里 いけだ　ゆり 29 京都府

13 足立　詩織 あだち　しおり 24 大阪府

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

14 福吉　真理 ふくよし　まり 34 大阪府

15 白野　楓子 しろの　ふうこ 32 大阪府

16 大舘　美姫 おおだち　みき 34 愛知県

17 友田　裕子 ともた　ゆうこ 33 大阪府

18 藤井　陽子 ふじい　ようこ 32 京都府

19 森山　沙織 もりやま　さおり 35 兵庫県

20 柿崎　仁美 かきざき　ひとみ 32 京都府

21 大石　愛 おおいし　あい 31 京都府

22 大年　雅美 おおとし　まさみ 31 大阪府

23 石川　さおり いしかわ　さおり 35 広島県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

24 神門　尚美 かみかど　なおみ 45 大阪府

25 加藤　実佐子 かとう　みさこ 46 奈良県

26 塚原　知美 つかはら　ともみ 44 茨城県

27 小田　晶子 おだ　あきこ 45 兵庫県

28 高野　繭美 たかの　まゆみ 46 茨城県

29 青木　桂子 あおき　けいこ 49 大阪府

30 笹原　かおり ささはら　かおり 48 大阪府

31 大庭　美紀 おおば　みき 46 大阪府

32 前川　憲子 まえがわ　のりこ 45 京都府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

33 杉田　由起子 すぎた　ゆきこ 55 大阪府

34 水本　千晴 みずもと　ちはる 55 大阪府

35 板津　予史江 いたず　よしえ 57 岐阜県

36 西田　聡美 にしだ　さとみ 52 奈良県

37 奥田　美紀 おくだ　みき 55 大阪府

38 南　清美 みなみ　きよみ 55 兵庫県

39 二ノ丸　淳子 にのまる　じゅんこ 55 大阪府

40 山本　雅代 やまもと　まさよ 51 京都府

41 渡辺　真子 わたなべ　まさこ 50 京都府

42 清水　純子 しみず　じゅんこ 53 大阪府

43 大釜　かおり おおがま　かおり 50 兵庫県

44 横山　晴美 よこやま　はるみ 52 兵庫県

45 實　麻紀 じつ　まき 51 大阪府

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


