
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 岡本　孟也 おかもと　たかや 24 愛媛県

2 榎本　聖也 えのもと　せいや 25 兵庫県

3 團　颯斗 だん　はやと 23 愛媛県

4 栗林　優太 くりばやし　ゆうた 22 兵庫県

5 松田　義生 まつだ　よしき 28 愛媛県

6 宮下　幸大 みやした　こうだい 23 香川県

7 藤原　拓也 ふじわら　たくや 24 兵庫県

8 武内　柊人 たけうち　しゅうと 19 兵庫県

9 中園　達也 なかその　たつや 24 大分県

10 三宅　大悟 みやけ　だいご 24 愛媛県

11 當間　直幸 とうま　なおゆき 26 大阪府

12 岡本　起八 おかもと　たつや 24 福岡県

13 中田　豪 なかた　ごう 22 愛媛県

14 米田　卓馬 よねだ　たくま 24 兵庫県

15 高橋　卓也 たかはし　たくや 25 静岡県

16 山田　悠登 やまだ　ゆうと 28 大阪府

17 土井　憂貴 どい　ゆうき 26 愛媛県

18 三戸　翔 みと　かける 22 兵庫県

19 藤田　辰吉 ふじた　たつよし 22 東京都

20 雫石　将克 しずくいし　まさかつ 26 高知県

21 菊澤　健一 きくさわ　けんいち 26 大阪府

22 南　祥太 みなみ　しょうた 18 兵庫県

23 高良　空斗武 こうら　あとむ 26 愛媛県

24 田中　敬祐 たなか　けいすけ 25 兵庫県

25 清家　洋平 せいけ　ようへい 19 広島県

26 森山　政文 もりやま　まさふみ 26 大阪府

27 福島　大輝 ふくしま　たいき 21 大阪府

28 舩戸　貴捷 ふなと　たかとし 25 東京都

29 上遠野　聡 かとおの　さとし 20 千葉県

30 深沼　開 ふかぬま　かい 26 大阪府

31 渡邊　優基 わたなべ　ゆうき 27 岡山県

32 木藤　慎也 きとう　しんや 24 広島県

33 袴田　倫唯 はかまた　ともい 25 滋賀県

34 原　裕之 はら　ひろゆき 24 茨城県

35 近藤　康太 こんどう　こうた 25 愛媛県

36 池谷　凱志 いけたに　がいし 24 東京都

37 田野　圭人 たの　けいと 26 愛媛県

38 江中　優太 えなか　ゆうた 25 東京都

39 清水　玲央 しみず　れお 26 愛媛県

40 佐々木　領太 ささき　りょうた 25 愛媛県

41 三好　颯人 みよし　はやと 22 愛媛県

42 佐藤 　皓太 さとう　こうた 25 神奈川県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

43 今井　得博 いまい　とくひろ 39 愛媛県

44 深見　淳 ふかみ　あつし 37 広島県

45 西村　健 にしむら　たけし 37 愛媛県

46 小田　晃廉 おだ　てるゆき 36 兵庫県

47 西原　歩 にしはら　あゆみ 32 愛媛県

48 上埜　友也 うえの　ともや 31 愛媛県

49 佐藤　光平 さとう　こうへい 30 東京都

50 川上　展弘 かわかみ　のぶひろ 37 岡山県

51 近藤　雄太 こんどう　ゆうた 31 愛媛県

52 櫻井　将継 さくらい　まさつぐ 34 東京都

53 倉川　健一 くらかわ　けんいち 34 愛媛県

54 山崎　健太 やまざき　けんた 34 東京都

55 平安名　常法 へんな　つねのり 32 沖縄県

56 清森　亮祐 きよもり　りょうすけ 33 愛媛県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

57 福永　博明 ふくなが　ひろあき 49 熊本県

58 岸森　慎一郎 きしもり　しんいちろう 45 愛媛県

59 川奥　修二 かわおく　しゅうじ 45 愛媛県

60 神川　剛一 じんかわ　こういち 45 神奈川県

61 川崎　辰夫 かわさき　たつお 43 鳥取県

62 今川　将孝 いまがわ　まさたか 46 大阪府

63 永井　政志 ながい　まさし 45 愛媛県

64 相場　広一 あいば　こういち 42 大阪府

65 前田　志良 まえだ　しろう 42 大阪府

66 池田　剛 いけだ　つよし 47 兵庫県

67 兵頭　裕行 ひょうどう　ひろゆき 40 愛媛県

68 荒木　慶太 あらき　けいた 42 神奈川県

69 淡田　卓己 あわた　たくみ 46 兵庫県

70 英賀　雄高 あが　ゆたか 44 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

71 穂積　隆充 ほづみ　たかみつ 52 愛知県

72 田中　徳之 たなか　のりゆき 50 神奈川県

73 田中　克尚 たなか　かつひさ 55 愛媛県

74 中出　栄治 なかで　えいじ 50 兵庫県

75 土井　正博 どい　まさひろ 51 兵庫県

76 竹迫　義明 たけせこ　よしあき 57 神奈川県

77 杉山　裕行 すぎやま　ひろゆき 60 東京都

78 小池　好久 こいけ　よしひさ 62 岡山県

【ゴールドクラス】

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 武田　成美 たけだ　なるみ 23 愛媛県

2 松本　沙千 まつもと　さち 25 愛媛県

3 花崎　智代 はなさき　ともよ 28 大阪府

4 岡田　真呼 おかだ　まこ 24 愛知県

5 稲垣　亜衣 いながき　あい 27 愛媛県

6 葉山　愛理 はやま　あいり 28 大阪府

7 横田　紀絵 よこた　のりえ 29 岡山県

8 秋山　未有 あきやま　みゆ 22 大阪府

9 藤井　信緒莉 ふじい　しおり 26 大阪府

10 菅井　理紗 すがい　りさ 26 東京都

11 黒谷　典加 くろたに　ふみか 28 京都府

12 五十川　諒 いそがわ　りょう 26 岐阜県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

13 菊地　紀衣 きくち　のりえ 33 愛媛県

14 嶋村　洋子 しまむら　ようこ 39 愛媛県

15 鈴木　由紀奈 すずき　ゆきな 30 大阪府

16 中村　愛 なかむら　あい 32 東京都

17 中島　広美 なかじま　ひろみ 39 静岡県

18 吉田　麻由美 よしだ　まゆみ 36 大阪府

19 小谷口　麻子 こだにぐち　あさこ 33 千葉県

20 神野　真美 じんの　まみ 30 大阪府

21 大年　雅美 おおとし　まさみ 31 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

22 岡田　和子 おかだ　かずこ 46 岡山県

23 酒向　めぐみ さこう　めぐみ 46 岐阜県

24 小松　まゆみ こまつ　まゆみ 44 東京都

25 真田　さおり さなだ　さおり 49 兵庫県

26 片田　美千子 かただ　みちこ 40 奈良県

27 前川 　憲子 まえがわ　のりこ 45 京都府

28 屋代　操子 やしろ　みさこ 47 東京都

29 松本　典子 まつもと　のりこ 48 神奈川県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

30 荒井　広子 あらい　ひろこ 58 東京都

31 矢野　由紀 やの　ゆき 57 愛媛県

32 大政　智美 おおまさ　さとみ 50 愛媛県

33 河内　千華子 こうち　ちかこ 52 愛知県

34 岩本　千代 いわもと　ちよ 51 東京都

35 郷田　芳恵 ごうだ　よしえ 59 広島県

36 本間　全代 ほんま　まさよ 54 静岡県

37 奥岡　美和子 おくおか　みわこ 52 東京都

38 田中　紀穂子 たなか　きほこ 55 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】

【ガールズクラス】


