
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻄原 ⼀貴 にしはら かずき 20 ⼤阪府
2 飯島 和也 いいじま かずや 26 海外
3 李 ⼤顕 り てひょん 27 京都府
4 沖 佳史 おき よしふみ 22 ⼤阪府
5 花野 ⼤助 はなの だいすけ 23 京都府
6 ⼭中 勇輝 やまなか ゆうき 26 京都府
7 ⽥⼝ ⼤貴 たぐち だいき 20 ⼤阪府
8 宇治川 岳 うじがわ がく 26 ⼤阪府
9 荒⽊ 優太 あらき ゆうた 23 ⼤阪府

10 塚元 敦也 つかもと あつや 21 ⼤阪府
11 葉上 翔太 はがみ しょうた 25 ⼤阪府
12 齋⽥ 太郎 さいだ たろう 21 京都府
13 椿 ⼤輝 つばき ひろき 21 兵庫県
14 中島 拓⾺ なかじま たくま 24 ⼤阪府
15 成⽥ 貴思 なりた たかし 27 愛知県
16 定⼭ 健⽃ さだやま けんと 22 京都府
17 箕浦 啓⼆朗 みのうら けいじろう 28 京都府
18 レイノルズ 暖 れいのるず だん 21 ⼤阪府
19 ⽊野 樹也 きの みきや 24 ⼤阪府
20 奥 考平 おく こうへい 22 ⼤阪府
21 伊藤 勇貴 いとう ゆうき 24 京都府
22 ⼭上 和俊 やまがみ かずとし 22 京都府
23 ⼩引 将⽮ こびき まさや 27 京都府
24 ⽵本 宏朗 たけもと ひろあき 24 岡⼭県
25 笹井 健太 ささい けんた 23 ⼤阪府
26 ⻘野 豊 あおの ゆたか 22 ⼤阪府
27 ⼩林 亮 こばやし りょう 27 京都府
28 ⼭下 健太朗 やました けんたろう 23 兵庫県
29 井上 和磨 いのうえ かずま 22 京都府
30 ⻄村 將宏 にしむら まさひろ 24 京都府
31 櫛下町 悟司 くしげまち さとし 29 京都府
32 樋⼝ 拓弥 ひぐち たくや 24 兵庫県
33 川畑 光司 かわばた こうじ 21 ⼤阪府
34 織部 隆清 おりべ りゅうせい 21 兵庫県
35 藤澤 武豊 ふじさわ たけと 22 ⼤阪府
36 ⽥中 航 たなか わたる 29 京都府
37 ⻄⽥ 真⼀ にしだ しんいち 29 京都府
38 岡 ⼀成 おか いっせい 23 ⼤阪府
39 ⼤⻄ 涼太 おおにし りょうた 25 兵庫県
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40 上⼭ 勇伍 うえやま ゆうご 25 京都府
41 松原 慎 まつばら しん 24 京都府
42 津⽥ 佳周 つだ けいしゅう 26 埼⽟県
43 岩越 亘祐 いわごえ こうすけ 26 兵庫県
44 ⼤⽵ 洋志 おおたけ ひろし 26 兵庫県
45 磯部 晃希 いそべ こうき 23 滋賀県
46 内⼭ 喜介 うちやま きすけ 20 京都府
47 松⽥ 美純 まつだ よしまさ 22 奈良県
48 中⻄ 恭平 なかにし きょうへい 28 三重県
49 ⼩野寺 泰⼰ おのでら たいき 24 京都府
50 福永 昇平 ふくなが しょうへい 25 兵庫県
51 吉崎 祐太 よしざき ゆうた 23 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
52 瀬⼾ ⼤地 せと だいち 36 ⼤阪府
53 ⽯⽥ ⿓⼀朗 いしだ りゅういちろう 31 兵庫県
54 ⻄⽥ 翔太 にしだ しょうた 35 京都府
55 浅⽥ 剛⼼ あさだ たかもと 33 ⼤阪府
56 三野 繕弘 みの よしひろ 32 ⼤阪府
57 ⼩儀 直⼈ こぎ なおと 37 兵庫県
58 ⼩⻄ 達也 こにし たつや 34 滋賀県
59 河地 聡 かわち さとし 38 滋賀県
60 佐伯 翼 さえき つばさ 32 京都府
61 本⽥ 真⼀ ほんだ しんいち 35 京都府
62 渡邉 利章 わたなべ としあき 33 ⼤阪府
63 吉村 信介 よしむら しんすけ 34 京都府
64 川原 敏彦 かわはら としひこ 32 京都府
65 畠⼭ 秀平 はたけやま しゅうへい 32 東京都
66 森 章⼆ もり しょうじ 36 京都府
67 武内 博之 たけうち ひろゆき 37 京都府
68 前川 ⼤介 まえかわ だいすけ 37 京都府
69 瀬⼾  隆 せと たかし 30 ⼤阪府
70 ⾦岡 亮介 かなおか りょうすけ 29 ⼤阪府
71 中村 友也 なかむら ともや 32 京都府
72 松下 将⼤ まつした しょうた 30 兵庫県
73 森澤 直毅 もりさわ なおき 33 京都府
74 ⼋⽊ 幸治 やぎ こうじ 31 京都府
75 明⽯ ⼤毅 あかし だいき 36 京都府
76 ⼭内 友貴 やまうち ゆうき 30 京都府
77 坂井 宏輔 さかい こうすけ 36 兵庫県
78 ⼤⽥ 純 おおた じゅん 32 ⼤阪府
79 ⼩林 ⼤祐 こばやし だいすけ 33 ⼤阪府
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80 ⾼屋 裕⼀ たかや ひろかず 31 京都府
81 ⻄澤 彰⼈ にしざわ あきひと 31 滋賀県
82 ⾏司 研⼀ ぎょうじ けんいち 32 愛知県
83 森  達典 もり たつのり 36 滋賀県
84 呉 征賢 おう じょんひょん 34 京都府
85 古川 博⼀ ふるかわ ひろかず 34 ⼤阪府
86 Ramongolalaina Clarissien らもんごららいな くらりっせん 34 京都府
87 武⽥ 憲三 たけだ けんぞう 39 ⼤阪府
88 渡辺 千城 わたなべ かずき 31 京都府
89 松村 憲 まつむら けん 30 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
90 ⻄⽥ 洋志 にしだ ひろし 44 兵庫県
91 中野 貴史 なかの たかし 45 ⼤阪府
92 ⻄⼭ 徹昭 にしやま てつあき 41 滋賀県
93 ⽮野 徹也 やの てつや 41 京都府
94 松宮 ⾂男 まつみや とみお 41 ⼤阪府
95 有⽥ 伸吾 ありた しんご 40 愛知県
96 横⾕ 宗則 よこたに むねのり 48 京都府
97 ⼭東 尚史 さんとう ひさし 44 京都府
98 丁 秀鎮 てい しゅうちん 43 兵庫県
99 新名 荘史 しんみょう たかふみ 45 兵庫県
100 ⽥中 利典 たなか としのり 40 滋賀県
101 ⻄川 巽也 にしかわ たつや 47 京都府
102 研元 英妥 とぎもと ひでやす 42 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
103 吉村 武 よしむら たけし 55 ⼤阪府
104 ⼭中 ⿓豊 やまなか りゅうほう 51 愛知県
105 崎⼭ 英彦 さきやま ひでひこ 66 京都府
106 川端 弘太郎 かわばた こうたろう 53 京都府
107 ⻘⽊ 孝⼈ あおき たかひと 55 京都府
108 ⽊本 直樹 きもと なおき 55 京都府
109 川津 光昭 かわつ みつあき 51 京都府
110 ⽮部 博⼀ やべ ひろかず 50 京都府
111 三宅 範彦 みやけ のりひこ 51 滋賀県
112 吉⽥ ⼀史 よしだ かずし 58 滋賀県
113 原 義浩 はら よしひろ 53 京都府
114 井上 健 いのうえ たけし 54 岐⾩県
115 ⼩林 聖次 こばやし せいじ 52 京都府
116 杉本 博之 すぎもと ひろゆき 56 兵庫県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



117 武内 弘道 たけうち ひろみち 55 滋賀県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼤友 美咲恵 おおとも みさえ 21 千葉県
2 ⼩⼭ 侑夏 こやま ゆうか 20 ⼤阪府
3 杉本 チェスカ すぎもと ちぇすか 25 ⼤阪府
4 富永 亜莉菜 とみなが ありな 20 京都府
5 伊丹 美代⼦ いたみ みよこ 23 ⼤阪府
6 ⼭梨 伽奈⼦ やまなし かなこ 25 奈良県
7 向⼭ 茉⾥ むこやま まり 26 兵庫県
8 宮垣 芙美⾹ みやがき ふみか 25 京都府
9 ⾕⼝ 雛 たにぐち ひな 22 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
10 中川 あさみ なかがわ あさみ 30 滋賀県
11 栗原 真栄 くりはら まい 36 京都府
12 ⾓原 奈美 つのはら なみ 33 ⼤阪府
13 川上 ⿇⾐⼦ かわかみ まいこ 31 ⼤阪府
14 伊藤 靖⼦ いとう やすこ 37 京都府
15 中本 奈緒 なかもと なお 31 ⼤阪府
16 望⽉ 沙耶 もちづき さや 30 兵庫県
17 松村 ⾹代⼦ まつむら かよこ 36 滋賀県
18 櫻本 祥⼦ さくらもと しょうこ 33 京都府
19 林  美保 はやし みほ 36 京都府
20 ⽮⽥部 真奈 やたべ まな 32 京都府
21 ⾕澤 恵理⼦ たにざわ えりこ 37 ⼤阪府
22 ⻄森 なたしゃ にしもり なたしゃ 31 ⼤阪府
23 ⾇屋 ⼋重 ますや やえ 34 愛知県
24 釜野 智夏 かまの ちなつ 32 奈良県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
25 横⼭ 保江 よこやま やすえ 48 千葉県
26 ⼭⽥ 智⼦ やまだ ともこ 42 京都府
27 岩下 恵美 いわした えみ 41 ⼤阪府
28 ⽥中 園⼦ たなか そのこ 49 徳島県
29 今橋 由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
30 佐藤 友⾹ さとう ゆか 48 岐⾩県
31 三浦 久美⼦ みうら くみこ 43 愛知県
32 佐藤 直⼦ さとう なおこ 45 ⼤阪府
33 中⼭ さおり なかやま さおり 47 ⼤阪府

【レディースクラス】
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34 外⼭ えりか とやま えりか 40 ⼤阪府
35 榎本 理栄⼦ えのもと りえこ 44 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
36 播磨  みや はりま みや 52 兵庫県
37 熊⾕ 彰⼦ くまがい あきこ 50 ⼤阪府
38 ⼭内 弘⼦ やまうち ひろこ 52 京都府
39 奥⽥ 美紀 おくだ みき 54 ⼤阪府
40 ⽥中 典⼦ たなか のりこ 52 神奈川県
41 原 希代⼦ はら きよこ 57 岡⼭県
42 酒造 志保 みき しほ 55 兵庫県
43 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 57 東京都
44 岡本 悦⼦ おかもと えつこ 57 東京都
45 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 52 ⼤阪府
46 中村 友⼦ なかむら ともこ 52 ⼤阪府

【クイーンクラス】


