
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 池之迫 雅幸 いけのさこ まさゆき 27 愛知県
2 ⾼橋 卓也 たかはし たくや 23 静岡県
3 岡野 翔 おかの しょう 22 岐⾩県
4 近藤 良起 こんどう よしき 21 愛知県
5 ⾅井 昭仁 うすい あきひと 21 岐⾩県
6 冨⽥ 宗⾺ とみだ そうま 23 愛知県
7 坂本 ⼤寿 さかもと だいじゅ 23 岐⾩県
8 今井 悠⽃ いまい ゆうと 25 愛知県
9 平野 恵⼤ ひらの けいた 27 愛知県

10 住井 洸介 すみい こうすけ 20 愛知県
11 髙⽊ 健太郎 たかぎ けんたろう 23 千葉県
12 ⻄浦 聖樹 にしうら せいじゅ 21 愛知県
13 松尾 史彰 まつお ふみあき 24 愛知県
14 岩⾒ 勇輝 いわみ ゆうき 25 愛知県
15 牧⽥ 侑⼤ まきだ ゆうだい 21 岐⾩県
16 野村 勇太 のむら ゆうた 24 愛知県
17 岩本 慎吾 いわもと しんご 26 愛知県
18 ⼀丸 翔巨 いちまる しょうご 28 愛知県
19 ⻘野 祐樹 あおの ゆうき 27 愛知県
20 森下 剛 もりした つよし 26 愛知県
21 内⽊ 亮太 ないき りょうた 28 岐⾩県
22 ⼩川 泰央 おがわ やすひろ 24 岐⾩県
23 野村 ⼀輝 のむら かずき 21 愛知県
24 鈴⽊ 将太 すずき しょうた 26 岐⾩県
25 苅⾕ 翔 かりや しょう 26 岐⾩県
26 和⽥ 英雄 わだ ひでお 23 ⼤阪府
27
28 坂井 章彦 さかい あきひこ 25 愛知県
29 古橋 周治 ふるはし しゅうじ 21 愛知県
30 ⿊⾕ 亘 くろたに わたる 25 愛知県
31 ⼩坂 恒政 こさか つねまさ 27 岐⾩県
32 藤野 秀太 ふじの しゅうた 21 岐⾩県
33 川合 泰雅 かわい たいが 25 愛知県
34 本間 毅史 ほんま つよし 28 愛知県
35 岡島 昌平 おかじま しょうへい 27 岐⾩県
36 森岡 祐樹 もりおか ゆうき 25 愛知県
37 纐纈 皓平 こうけつ こうへい 27 東京都
38 館林 雄介 たてばやし ゆうすけ 29 岐⾩県
39 早川 裕記 はやかわ ひろき 29 愛知県
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40 加藤 薫 かとう かおる 24 兵庫県
41 梅⽥ 康貴 うめだ やすたか 27 岐⾩県
42 ⾼畑 恭平 たかはた きょうへい 28 岐⾩県
43 増⽥ 勇次 ますだ ゆうじ 26 愛知県
44 ⼭⽥ 慎太郎 やまだ しんたろう 25 愛知県
45 宮本 圭祐 みやもと けいすけ 25 愛知県
46 永井 寛直 ながい ひろなお 28 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 尾関 紀幸 おぜき のりゆき 34 愛知県
2 森⽥ 洋平 もりた ようへい 37 三重県
3 鈴⽊ 昌也 すずき まさや 39 愛知県
4 天坂 有博 あまさか ありひろ 37 愛知県
5 杉浦 佑介 すぎうら ゆうすけ 30 岐⾩県
6 宮島 裕⼆ みやじま ゆうじ 32 愛知県
7 末武 勤 すえたけ つとむ 37 岐⾩県
8 川⼝ 拓也 かわぐち たくや 30 愛知県
9 岡⼭ 弘信 おかやま ひろのぶ 39 岐⾩県
10 平野 豊和 ひらの とよかず 39 愛知県
11 浅野 真 あさの まこと 38 愛知県
12 塚下 英謙 つかした ひであき 30 岐⾩県
13 杉⼭ 和⼈ すぎやま かずひと 30 愛知県
14 迎⽥ 剛⼠ むかえだ つよし 35 岐⾩県
15 浅⽥ 剛⼼ あさだ たかもと 32 ⼤阪府
16 近藤 裕⼆ こんどう ゆうじ 31 愛知県
17 武⼭ 陽介 たけやま ようすけ 30 岐⾩県
18 神⾕ ⾼宏 かみや たかひろ 34 東京都
19 井⽐ 賢史 いび さとし 39 愛知県
20 表 泰功 おもて やすのり 37 岐⾩県
21 藤澤 洋平 ふじさわ ようへい 30 岐⾩県
22 ⽴川 友 たちかわ ゆう 38 岐⾩県
23 ⼤宮 裕⼀ おおみや ゆういち 39 愛知県
24 鈴⽊ 盛家 すずき もりいえ 37 愛知県
25 ⼤澤 達広 おおさわ たつひろ 33 岐⾩県
26 真鍋 好市 まなべ こういち 37 岐⾩県
27 和⽥ 直也 わだ なおや 32 岐⾩県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾚⽥ 真朗 あかた まさあき 45 兵庫県
2 佐々⽊ 康⾏ ささき やすゆき 40 愛知県
3 渡邊 賢⼆ わたなべ けんじ 41 岐⾩県

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



4 宇佐美 貴康 うさみ たかやす 44 愛知県
5 ⿊⽥ 昌彦 くろだ まさひこ 47 岐⾩県
6 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 45 愛知県
7 兼松 剛 かねまつ ごう 40 愛知県
8 浦野 智博 うらの ともひろ 44 三重県
9 ⻤頭 洋⾏ きとう ひろゆき 49 愛知県

10 辻 善久 つじ よしひさ 40 岐⾩県
11 作本 聡洋 さくもと あきひろ 47 愛知県
12 加藤 伸也 かとう しんや 42 岐⾩県
13 久⽊ 野将 くきの まさる 46 富⼭県
14 彦坂 ⿓徳 ひこさか りゅうとく 42 愛知県
15 今尾 哲也 いまお てつや 40 岐⾩県
16 服部 悦雄 はっとり えつを 44 愛知県
17 吉⾨ 淳⼀ よしかど じゅんいち 42 愛知県
18 髙⽥ 清春 たかだ きよはる 40 愛知県
19 ⼩川 雅也 おがわ まさや 45 愛知県
20 藤本 康介 ふじもと こうすけ 45 愛知県
21 野元 邦義 のもと くによし 44 愛知県
22 ⻫藤 忠孝 さいとう ただたか 47 愛知県
23 常川 貴扶 つねかわ たかお 44 東京都
24 深⾕ 英利 ふかや ひでとし 49 愛知県
25 前⽥ 将⾏ まえだ まさゆき 44 愛知県
26 久保 ⼀也 くぼ かずや 46 三重県
27 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 46 三重県
28 和⽥ 芳典 わだ よしのり 45 愛知県
29 佐藤 豊 さとう  ゆたか 40 東京都
30 酒井 剛司 さかい つよし 44 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 棚瀬 賢⼀ たなせ けんいち 53 岐⾩県
2 今井 佳樹 いまい よしき 51 静岡県
3 鈴⽊ 智 すずき さとし 51 静岡県
4 佐藤 由雄 さとう よしお 57 愛知県
5 ⾦松 ⽵志 かねまつ たけし 56 三重県
6 鈴⽊ 雅良 すずき まさよし 56 愛知県
7 ⼭下 功 やました いさお 50 滋賀県
8 井上 健 いのうえ たけし 53 岐⾩県
9 渡辺 秀博 わたなべ ひでひろ 56 愛知県

10 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県

【ゴールドクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭下 妙咲姫 やました みさき 22 岐⾩県
2 若園 彩加 わかぞの あやか 29 岐⾩県
3 若松 美幸 わかまつ みゆき 23 愛知県
4 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 26 ⻑野県
5 藤本 夏実 ふじもと なつみ 22 岐⾩県
6 佐伯 志穂美 さえき しほみ 25 愛知県
7 牧野 桜⼦ まきの さくらこ 29 愛知県
8 ⼤槻 美穂 おおつき みほ 23 岐⾩県
9 成⼭ ことみ なりやま ことみ 27 愛知県

10 鈴⽊ 美咲 すずき みさき 26 静岡県
11 河合 シャロン かわい シャロン 23 三重県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 沢井 ⾥佳⼦ さわい りかこ 36 愛知県
2 岩⽥ 愛⼦ いわた あいこ 31 愛知県
3 篠塚 さゆり しのづか さゆり 31 愛知県
4 平野 円佳 ひらの まどか 31 静岡県
5 濱崎 千明 はまさき ちあき 32 東京都
6 ⼤槻 晶⼦ おおつき あきこ 35 東京都
7 ⼤野 美希 おおの みき 32 愛知県
8 伊吹 奈々 いぶき なな 37 愛知県
9 ⼭内 あゆみ やまうち あゆみ 30 愛知県
10 ⾚松 実⾹ あかまつ みか 32 岐⾩県
11 星野 利沙 ほしの りさ 34 愛知県
12 ⾕⼝ 絵理 たにぐち えり 30 三重県
13 松本 真紀 まつもと まき 34 愛知県
14 松⾕ 綾乃 まつや あやの 32 愛知県
15 吉⽥ 聖⼦ よしだ せいこ 37 東京都
16 ⼤舘 美姫 おおだち みき 31 愛知県
17 ⾈⽊ 舞 ふなき まい 34 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 瀬⼝ 暁美 せぐち あけみ 44 岐⾩県
2 ⻘⼭ 友⾹⼦ あおやま ゆかこ 47 愛知県
3 ⼭本 真由美 やまもと まゆみ 40 岐⾩県
4 渡邊 るみ わたなべ るみ 44 千葉県
5 ⽥村 早希 たむら さき 43 愛知県
6 瀬野 優⼦ せの ゆうこ 40 沖縄県
7 浅⽥ 真紀⼦ あさだ まきこ 47 愛知県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】



8 鈴⽊ 亜希⼦ すずき あきこ 45 茨城県
9 浅野 淑 あさの よし 48 愛知県

10 杉浦 恵⼦ すぎうら けいこ 43 愛知県
11 鈴⽊ 美⾥ すずき みさと 45 愛知県
12 神原 梅代 かんばら うめよ 47 愛知県
13 神⽥ 美穂 かんだ みほ 47 岐⾩県
14 浅野 てるみ あさの てるみ 47 愛知県
15 林 恵 はやし めぐみ 42 岐⾩県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 53 兵庫県
2 川島 めぐみ かわしま めぐみ 50 東京都
3 井上 京⼦ いのうえ きょうこ 54 岐⾩県
4 ⻘⽊ さえこ あおき さえこ 50 愛知県
5 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 50 ⻑野県
6 松本 ⽂⼦ まつもと ふみこ 53 愛知県
7 ⼤島 京⼦ おおしま きょうこ 53 京都府
8 鈴⽊ 佐代⼦ すずき さよこ 55 愛知県
9 堀⽥ 美希 ほった みき 50 愛知県
10 加藤 あつこ かとう あつこ 55 愛知県

【クイーンクラス】


