
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 桂 ⿓平 かつら りゅうへい 19 愛知県
2 上中 優太 うえなか ゆうた 28 愛知県
3 ⻑⾕ 遼 ながたに りょう 25 岐⾩県
4 薬師寺 広太郎 やくしじ こうたろう 25 愛知県
5 岩⽥ 卓也 いわた たくや 27 愛知県
6 伊坪 ⼤介 いつぼ だいすけ 28 愛知県
7 ⾼橋 英機 たかはし ひでき 27 愛知県
8 穐吉 剣太 あきよし けんた 25 愛知県
9 磯村 真⾔ いそむら まこと 24 愛知県
10 ⼆宮 康祐 にのみや こうすけ 25 愛知県
11 渡邉 泰成 わたなべ たいせい 20 愛知県
12 ⽔間 寛太 みずま かんた 25 愛知県
13 久保⼭ 治樹 くぼやま はるき 23 愛知県
14 中野 ひろや なかの ひろや 29 静岡県
15 ⽣⽥ 浩志 いくた ひろし 29 愛知県
16 ⽯⽥ 康⼤ いしだ こうだい 23 愛知県
17 ⼭崎 成⼠郎 やまざき せいしろう 21 愛知県
18 前⽥ ⼤ まえだ だい 25 愛知県
19 坂本 ⼤寿 さかもと だいじゅ 25 岐⾩県
20 後藤 直⼈ ごとう なおと 27 岐⾩県
21 島⽥ 知明 しまだ ともあき 23 滋賀県
22 五嶋 広道 ごしま ひろみち 27 岐⾩県
23 ⼩川 ⼤輝 おがわ ひろき 21 愛知県
24 平峯 裕⼠ ひらみね ゆうし 27 愛知県
25 ⼩笠原 駿 おがさわら しゅん 25 愛知県
26 原⽥ 翔 はらだ しょう 25 愛知県
27 川⼝ ⼤祐 かわぐち だいすけ 26 愛知県
28 野⼝ 凌 のぐち りょう 23 愛知県
29 渡邊 ⿓⼈ わたなべ りゅうと 24 滋賀県
30 下村 佳寛 しもむら よしひろ 25 愛知県
31 ⼭岸 玲央 やまぎし れお 20 愛知県
32 鈴⽊ 亮佑 すずき りょうすけ 25 岐⾩県
33 太⽥ 旭彦 おおた てるひこ 24 愛知県
34 新井 将⼤ あらい まさひろ 23 愛知県
35 溝⼝ ⼤輔 みぞぐち だいすけ 24 愛知県
36 菊地 和宏 きくち かずひろ 28 愛知県
37 ⼩塚 薫平 こづか くんぺい 27 愛知県
38 ⼤⻄ ⻯世 おおにし りゅうせい 19 東京都
39 ⼭下 雄也 やました ゆうや 29 愛知県
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40 熊⽥ 健汰 くまだ けんた 21 愛知県
41 多治⾒ 亮平 たじみ りょうへい 29 岐⾩県
42 森 祥紀 もり よしき 23 愛知県
43 ⼤塚 厚彦 おおつか あつひこ 29 愛知県
44 柚⽊ 功 ゆのき いさお 23 岐⾩県
45 菊川 ⼤輔 きくがわ だいすけ 28 愛知県
46 増井 正之 ますい まさゆき 27 愛知県
47 幅 ⼤夢 はば ひろむ 22 愛知県
48 増⽥ ⼤夢 ますだ ひろむ 25 東京都
49 栗本 真樹 くりもと まさき 23 ⼤阪府
50 菊地 将平 きくち しょうへい 23 愛知県
51 三宅 勇輝 みやけ ゆうき 24 愛知県
52 松本 裕志 まつもと ゆうじ 21 京都府
53 室⾕ 勇磨 むろや ゆうま 27 愛知県
54 濱地 圭太 はまち けいた 22 愛知県
55 松尾 兼輔 まつお けんすけ 26 愛知県
56 村松 佑亮 むらまつ ゆうすけ 25 愛知県
57 平川 航⼤ ひらかわ こうだい 21 愛知県
58 ⽮野 貴⼤ やの たかひろ 23 東京都
59 佐久間 秀 さくま しゅう 21 三重県
60 三⽊ 皓介 みき こうすけ 20 愛知県
61 河畠 凜太郎 かわばた りんたろう 28 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
62 内⼋重 聡 うちばえ さとし 32 愛知県
63 伊藤 浩⼀ いとう こういち 31 愛知県
64 ⻑澤 道宗 ながさわ みちひろ 32 静岡県
65 加藤 雄⼀ かとう ゆういち 34 愛知県
66 甲斐 逹基 かい たつき 30 愛知県
67 沖⽥ 成⽣ おきた まさお 30 愛知県
68 和⽥ 航 わだ わたる 30 愛知県
69 中島 章伸 なかしま あきのぶ 38 愛知県
70 細川 典孝 ほそかわ のりたか 30 愛知県
71 若原 恭平 わかはら きょうへい 30 岐⾩県
72 相沢 正伍 あいざわ しょうご 33 愛知県
73 松井 健⼀郎 まつい けんいちろう 30 岐⾩県
74 野⼝ 剛志 のぐち たけし 37 愛知県
75 三⽮ 清仁 みつや きよひと 32 愛知県
76 真鍋 好市 まなべ こういち 39 岐⾩県
77 濱⼝ 真伍 はまぐち しんご 33 愛知県
78 川本 雄紀 かわもと ゆうき 30 愛知県
79 荒川 祐⾄ あらかわ ゆうじ 30 愛知県

【ミドルクラス】



80 江坂 正勝 えざか まさかつ 32 愛知県
81 内藤 千裕 ないとう かずひろ 36 愛知県
82 岩⽥ 裕也 いわた ゆうや 35 愛知県
83 ⾼⽥ 知弥 たかだ ともや 34 静岡県
84 野坂 洋佑 のさか ようすけ 35 愛知県
85 齋藤 敬太 さいとう けいた 37 愛知県
86 前⽥ 優介 まえだ ゆうすけ 32 愛知県
87 植⽊ 恭平 うえき きょうへい 36 愛知県
88 上坂 隆太郎 うえさか りゅうたろう 31 福井県
89 加藤 泰典 かとう やすのり 38 愛知県
90 森本 理⼀郎 もりもと りいちろう 33 愛知県
91 伊藤 喜章 いとう よしあき 30 愛知県



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
92 中尾 智之 なかお ともゆき 41 愛知県
93 吉⽥ 佳史 よしだ よしふみ 45 愛知県
94 稲垣 幹彦 いながき みきひこ 46 愛知県
95 ⼩宮 知信 こみや とものぶ 49 岐⾩県
96 箕浦 康仁 みのうら やすひと 42 愛知県
97 通場 宣貴 つうば のぶき 46 岐⾩県
98 ⼋⽊ 崇⾏ やぎ たかゆき 40 静岡県
99 中崎 栄伺 なかざき えいじ 40 愛知県
100 ⾒神 賢治 みかみ けんじ 45 愛知県
101 太⽥ 佳希 おおた よしき 40 愛知県
102 ⼭崎 晋吾 やまざき しんご 45 愛知県
103 ⽔沼 太⼀ みずぬま たいち 40 愛知県
104 炬⼝ 雅⼈ たけぐち まさと 42 愛知県
105 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 47 愛知県
106 ⾦ 栽鎬 きむ じぇほ 42 愛知県
107 ⻄⼭ 徹昭 にしやま てつあき 42 滋賀県
108 酒井 剛司 さかい つよし 46 愛知県
109 國⽣ 真喜 こくしょう なおき 41 愛知県
110 鈴⽊ 信介 すずき しんすけ 42 愛知県
111 松岡 秀樹 まつおか ひでき 45 岐⾩県
112 今尾 哲也 いまお てつや 42 岐⾩県
113 ⽶村 穣 よねむら じょう 42 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
114 岡本 勉 おかもと すすむ 54 愛知県
115 中村 ⼀幸 なかむら かずゆき 51 愛知県
116 瀬川 将⼈ せがわ まさと 50 富⼭県
117 保⽥ 昌昭 やすだ まさあき 65 愛知県
118 ⿃⽻ 秀輝 とば ひでき 54 愛知県
119 安藤 進 あんどう すすむ 50 岐⾩県
120 ⼩林 雄志 こばやし ゆうし 50 三重県
121 岩瀬 智芳 いわせ ともよし 51 愛知県
122 ⼯藤 孝 くどう たかし 54 愛知県
123 服部 ⼀男 はっとり かずお 52 愛知県
124 志村 功 しむら いさお 59 愛知県
125 ⼤洞 正啓 おおぼら まさよし 56 岐⾩県
126 ⼭下 恭弘 やました やすひろ 55 愛知県

【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
1 市川 美穂 いちかわ みほ 29 愛知県
2 植⽵ ⿇美 うえたけ あさみ 29 埼⽟県
3 五⼗川 諒 いそがわ りょう 26 岐⾩県
4 ⼤⻄ 美玖 おおにし みく 28 愛知県
5 加藤 理沙 かとう りさ 27 愛知県
6 ⼭本 采和 やまもと さわ 23 愛知県
7 後藤 栞 ごとう しおり 27 愛知県
8 椎名 なつみ しいな なつみ 26 愛知県
9 ⻄ 佑希⼦ にし ゆきこ 28 愛知県
10 家吉 ⾥実 いえよし さとみ 28 ⼤阪府
11 福与 美咲 ふくよ みさき 23 ⻑野県
12 久野 愛美 くの まなみ 23 静岡県
13 左澤 愛美 さざわ まなみ 22 埼⽟県
14 上原 ジアナ うえはら じあな 25 愛知県
15 ⼭下 琴⼦ やました ことこ 24 愛知県
16 森⽥ 未帆 もりた みほ 27 愛知県
17 祖⽗江 凪紗 そぶえ なぎさ 26 愛知県
18 辻村 美帆 つじむら みほ 26 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
19 浜野 円⾹ はまの まどか 35 千葉県
20 宇佐美 霞奈 うさみ かな 32 愛知県
21 辻⽥ 杏奈 つじた あんな 32 岐⾩県
22 杉⼭ 美由紀 すぎやま みゆき 33 愛知県
23 ⼭⽥ 弘乃 やまだ ひろの 30 愛知県
24 川本 靖⼦ かわもと やすこ 30 岐⾩県
25 ⼤舘 美姫 おおだち みき 34 愛知県
26 ⾅井 早織 うすい さおり 34 愛知県
27 千⽥ ⿇貴 せんだ まき 30 ⼤阪府
28 ⻘⼭ 絵理 あおやま えり 34 愛知県
29 朝倉 ⼆葉 あさくら ふたば 37 神奈川県
30 加藤 翠 かとう みどり 37 愛知県
31 牧野 真由美 まきの まゆみ 37 愛知県
32 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 33 兵庫県
33 酒井 彩花 さかい あやか 30 愛知県
34 ⽊村 由依 きむら ゆい 32 愛知県
35 福⽥ 沙弥⾹ ふくだ さやか 33 神奈川県
36 渡辺 亜莉紗 わたなべ ありさ 30 愛知県
37 吉⽥ 千沙 よしだ ちさ 31 愛知県

【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
38 吉岡 麗⼦ よしおか れいこ 45 愛知県
39 ⼋幡 善姿⼦ やはた よしこ 43 愛知県
40 伊藤 めぐみ いとう めぐみ 42 愛知県
41 前川 憲⼦ まえがわ のりこ 46 京都府
42 酒向 めぐみ さこう めぐみ 46 岐⾩県
43 ⽯川 貴⺒ いしかわ たかみ 42 愛知県
44 反中 由加理 たんなか ゆかり 41 岐⾩県
45 釜⽥ ゆかり かまだ ゆかり 43 愛知県
46 百⽬⽊ 千絵 どめき ちえ 40 愛知県
47 岩⽥ 峰⼦ いわた みねこ 45 愛知県
48 清川 朋⼦ きよかわ ともこ 40 愛知県
49 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 44 愛知県
50 上村 信⼦ うえむら のぶこ 42 愛知県
51 ⼤⽵ 仁美 おおたけ ひとみ 41 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
52 伊藤 ゆみ いとう ゆみ 52 愛知県
53 中村 晃⼦ なかむら あきこ 52 東京都
54 椎名 かすみ しいな かすみ 52 愛知県
55 伴乃 美名 ばんの みな 51 愛知県
56 ⽵原 典⼦ たけはら のりこ 50 愛知県
57 加藤 あつこ かとう あつこ 57 愛知県
58 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 52 ⻑野県
59 ⽵内 みゆき たけうち みゆき 53 愛知県
60 ⽥畑 美智⼦ たばた みちこ 52 愛知県
61 飯⽥ 宏美 いいだ ひろみ 51 愛知県
62 鎌⽥ 恵美 かまだ えみ 50 三重県
63 伊東 美沙緒 いとう みさお 56 愛知県
64 渡辺 真⼦ わたなべ まさこ 50 京都府
65 加藤 寿美⼦ かとう すみこ 60 宮崎県
66 ⽔⾕ 陽⼦ みずたに ようこ 50 三重県
67 林 直美 はやし なおみ 55 愛知県
68 ⾼橋 亜⽮⼦ たかはし あやこ 50 愛知県
69 野村 良枝 のむら よしえ 54 愛知県
70 上野 智⼦ うえの ともこ 53 愛知県
71 中島 由美⼦ なかじま ゆみこ 52 東京都

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


