
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 東 陽介 あずま ようすけ 29 福井県
2 ⾨前 毅春 もんぜん たけはる 20 ⼤阪府
3 ⼭本 隼⼈ やまもと はやと 21 福井県
4 千葉 優太 ちば ゆうた 28 千葉県
5 島澤 裕成 しまざわ ゆうせい 22 富⼭県
6 ⾈津 ⻯次 ふなつ りゅうじ 22 神奈川県
7 ⾦⼦ 昌平 かねこ しょうへい 26 和歌⼭県
8 ⽇野 翔太 ひの しょうた 22 ⼤阪府
9 鈴⽊ ⽂⼈ すずき あやと 22 三重県
10 櫻井 誠 さくらい まこと 27 福井県
11 ⾦本 ⻯佑 かねもと りゅうすけ 28 愛知県
12 藤川 慶 ふじかわ けい 26 東京都
13 ⿂江 拓実 うおえ たくみ 19 福井県
14 ⻄村 元希 にしむら もとき 19 福井県
15 稲吉 拓哉 いなよし たくや 28 愛知県
16 佐藤 拓哉 さとう たくや 27 愛知県
17 ⼋⽊ 健之 やぎ たけゆき 27 ⼤阪府
18 ⿑藤 寛也 さいとう ひろや 23 福井県
19 ⾼島 直史 たかしま なおふみ 29 富⼭県
20 ⾼畑 恭平 たかはた きょうへい 28 岐⾩県
21 ⽇掛 秀樹 ひかけ ひでき 29 愛知県
22 ⽇野 聖哉 ひの まさや 27 愛知県
23 ⽶澤 拓弥 よねざわ たくや 29 富⼭県
24 加藤 薫 かとう かおる 24 兵庫県
25 藤野 陽輝 ふじの ひかる 27 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽯築 慶⼀ いしずき けいいち 30 富⼭県
2 森 達典 もり たつのり 35 滋賀県
3 河村 充 かわむら みつる 32 福井県
4 川畑 恭平 かわばた きょうへい 32 福井県
5 ⽔越 弘章 みずこし ひろあき 30 兵庫県
6 川辺 翔 かわべ しょう 35 福井県
7 ⽯⽥ 将之 いしだ まさゆき 37 福井県
8 宮本 勝 みやもと まさる 36 福井県
9 野村 明史 のむら あきふみ 35 福井県
10 前⽥ 明裕 まえだ あきひろ 36 福井県
11 出倉 雄亮 でぐら ゆうすけ 35 福井県
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12 斎藤 雅俊 さいとう まさとし 32 福井県
13 ⼭本 晃 やまもと あきら 30 岐⾩県
14 ⼭⼝ 敏雄 やまぐち としお 37 ⼤阪府
15 上⽥ 貴之 うえだ たかし 36 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 内⽥ 慶⽂ うちだ よしふみ 44 福井県
2 吉⽥ 浩之 よしだ ひろゆき 44 ⼤阪府
3 松江 政博 まつえ まさひろ 46 ⼤阪府
4 岩瀬 智芳 いわせ ともよし 49 愛知県
5 橋本 太⼀ はしもと たいち 45 岐⾩県
6 ⼤橋 哲也 おおはし てつや 45 福井県
7 野元 邦義 のもと くによし 44 愛知県
8 辻村 圭美 つじむら けいび 45 静岡県
9 堀 真康 ほり まさやす 41 富⼭県
10 内⼭ 実 うちやま みのる 46 静岡県
11 橋本 健⼀郎 はしもと けんいちろう 48 兵庫県
12 ⾚⽥ 真朗 あかた まさあき 45 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 吾郷 眞也 あごう しんや 55 ⼤阪府
2 野⼝ 国広 のぐち くにひろ 51 ⼤阪府
3 ⼤蔵 修朗 おおくら のぶお 50 福井県
4 奥井 徹也 おくい てつや 58 福井県
5 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
6 松本 和彦 まつもと かずひこ 54 福井県
7 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 57 兵庫県
8 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 57 兵庫県
9 澤⽥ 勇⼀ さわだ ゆういち 56 岐⾩県
10 伊東 徳⼀ いとう とくいち 66 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 宮本 志緒⾥ みやもと しおり 25 ⼤阪府
2 ⼭⼝ 茜 やまぐち あかね 22 兵庫県
3 河合 シャロン かわい シャロン 23 三重県
4 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 26 ⻑野県
5 河村 萌 かわむら めぐみ 26 福井県
6 向井 翔⼦ むかい しょうこ 27 岐⾩県
7 ⼭下 妙咲姫 やました みさき 22 岐⾩県
8 ⾼橋 未帆 たかはし みほ 27 東京都

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



9 増⽥ 亜⽮ ますだ あや 23 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 野坂 茜 のさか あかね 38 福井県
2 ⼤槻 晶⼦ おおつき あきこ 35 東京都
3 松永 美帆 まつなが みほ 36 ⼤阪府
4 伊吹 奈々 いぶき なな 37 愛知県
5 中村 ⾹織 なかむら かおり 32 愛知県
6 ⼭⼝ 尊⼦ やまうち たかこ 32 静岡県
7 星野 利沙 ほしの りさ 34 愛知県
8 ⼭⽥ 恵⼦ やまだ けいこ 38 岐⾩県
9 松井 彩乃 まつい あやの 31 岐⾩県
10 ⼭崎 真緒 やまさき まお 30 東京都
11 ⽷⽥川 優⼦ いとたがわ ゆうこ 36 ⼤阪府
12 ⼩林 尚美 こばやし なおみ 36 東京都
13 渡邉 由⾹ わたなべ ゆか 37 東京都
14 村上 澄⼦ むらかみ すみこ 39 三重県
15 ⼤舘 美姫 おおだち みき 31 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鈴⽊ 亜希⼦ すずき あきこ 45 茨城県
2 上⻄ 賀奈⼦ うえにし かなこ 45 ⼤阪府
3 斧⽥ 良⼦ おのだ よしこ 44 茨城県
4 前岡 利江⼦ まえおか りえこ 49 奈良県
5 室⾕ ⼩百合 むろたに さゆり 45 ⼤阪府
6 鈴⽊ 有佳 すずき ゆか 47 福井県
7 橋⽖ もも⼦ はしづめ ももこ 42 静岡県
8 ⽥中 洋⼦ たなか ようこ 43 ⼤阪府
9 礒津 幹⼦ いそづ みきこ 43 東京都
10 村井 千明 むらい ちあき 43 ⽯川県
11 渡邊 るみ わたなべ るみ 44 千葉県
12 川島 可奈⼦ かわしま かなこ 40 兵庫県

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 本間 全代 ほんま まさよ 52 静岡県
3 ⼟⽥ 寛⼦ つちだ ひろこ 52 新潟県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


