
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 筒井　健 つつい　けん 22 高知県

2 矢立　昂大 やだつ　たかひろ 27 徳島県

3 魚住　大貴 うおずみ　ひろたか 28 愛知県

4 花崎　和真 はなざき　かずま 25 大阪府

5 林　和希 はやし　かずき 23 徳島県

6 久故　俊太 きゅうこ　しゅんた 25 三重県

7 田中　裕一郎 たなか　ゆういちろう 21 東京都

8 梁原　啓朗 はしはら　たかあき 24 東京都

9 西馬　慶次朗 にしうま　けいじろう 24 兵庫県

10 八木　健斗 やぎ　けんと 21 大阪府

11 茂木　和武 もぎ　かずたけ 27 愛知県

12 山口　優太 やまぐち　ゆうた 28 大阪府

13 園部　佑太 そのべ　ゆうた 27 兵庫県

14 河野　篤 こうの　あつし 26 兵庫県

15 竹本　大樹 たけもと　だいき 23 徳島県

16 東　政博 あずま　まさひろ 26 兵庫県

17 高平　保 たかひら　たもつ 27 兵庫県

18 井上　典大 いのうえ　のりひろ 23 東京都

19 松下　知生 まつした　ともき 24 兵庫県

20 澤原　満夢 さわはら　みつむ 22 東京都

21 野々瀬　和俊 ののせ　かずとし 29 東京都

22 渡邊　優基 わたなべ　ゆうき 27 岡山県

23 市川　貴也 いちかわ　たかや 20 高知県

24 前川　誠 まえかわ　まこと 29 大阪府

25 小野　将大 おの　まさひろ 26 岡山県

26 植草　英行 うえくさ　ひでゆき 25 千葉県

27 小林　明史 こばやし　あきふみ 21 東京都

28 宗行　慶哉 むねゆき　よしや 24 愛媛県

29 渡邊　和哉 わたなべ　かずや 24 兵庫県

30 岡田　健 おかだ　けん 25 大阪府

31 佐藤　大二郎 さとう　だいじろう 23 岡山県

32 橋本　遼 はしもと　りょう 28 兵庫県

33 濱野　祐多 はまの　ゆうた 28 香川県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

34 成川　岳人 なるかわ　たけと 35 三重県

35 白川　知明 しらかわ　ともあき 35 徳島県

36 伊達　健太 だて　けんた 39 兵庫県

37 瀬戸　隆 せと　たかし 31 大阪府

38 西尾　大樹 にしお　だいき 32 大阪府

39 大島　典泰 おおしま　のりやす 37 愛知県

40 横山　良 よこやま　りょう 30 徳島県

41 吉田　晋也 よしだ　しんや 31 徳島県

42 中富　貴也 なかとみ　たかや 34 愛知県

43 湯浅　貴仁 ゆあさ　たかひと 36 徳島県

44 永尾　友希 ながお　ともき 32 大阪府
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45 岡　高広 おか　たかひろ 31 三重県

46 島岡　祐生 しまおか　ゆうき 34 奈良県

47 呉　征賢 おう　じょんひょん 35 京都府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

48 久下　正樹 くげ　まさき 48 兵庫県

49 大原　弘敬 おおはら　ひろたか 46 兵庫県

50 吉延　一人 よしのぶ　かずと 42 兵庫県

51 橋田　好廉 はしだ　よしきよ 46 高知県

52 山下　泰弘 やました　やすひろ 48 島根県

53 恵本　崇 えもと　たかし 42 大阪府

54 淡田　卓己 あわた　たくみ 46 兵庫県

55 加藤　類 かとう　るい 43 兵庫県

56 吉田　博陽 よしだ　ひろあき 40 兵庫県

57 福田　了也 ふくだ　あきや 47 奈良県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

58 前川　昇 まえかわ　のぼる 53 山口県

59 大寺　俊行 おおてら　としゆき 52 徳島県

60 岩瀬　智芳 いわせ　ともよし 51 愛知県

61 野木　茂己 のぎ　しげみ 52 大阪府

62 梅岡　久晃 うめおか　ひさてる 59 兵庫県

63 杉本　博之 すぎもと　ひろゆき 57 兵庫県

64 木村　浩久 きむら　ひろひさ 52 京都府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 長江　彩香 ながえ　あやか 23 香川県

2 金　知恵 きむ　ちえ 23 東京都

3 宮本　詞園 みやもと　しおん 27 岡山県

4 田畑　弥生 たばた　やよい 29 東京都

5 繁田　真心 しげた　まこ 28 大阪府

6 大澤　夕渚 おおさわ　ゆうな 24 大阪府

7 福井　美幸 ふくい　みゆき 28 兵庫県

8 原田　渚 はらだ　なぎさ 27 大阪府

9 鈴木　智伽 すずき　ちか 26 岐阜県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

10 松場　由夏 まつば　ゆか 39 徳島県

11 高松　加奈 たかまつ　かな 33 高知県

12 森田　美鈴 もりた　みすず 36 奈良県

13 小手川　千帆 こてがわ　ちほ 32 徳島県

14 宮西　由起 みやにし　ゆき 34 兵庫県

15 西川　侑津佳 にしかわ　ゆづか 32 東京都

16 森山　沙織 もりやま　さおり 35 兵庫県

17 葉　真由 よう　まゆ 34 兵庫県

18 辻田　杏奈 つじた　あんな 32 岐阜県

19 松村　具恵 まつむら　ともえ 37 高知県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【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

20 野入　真紀 のいり　まき 44 大阪府

21 湯浅　優子 ゆあさ　ゆうこ 40 徳島県

22 河野　千絵 かわの　ちえ 45 徳島県

23 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

24 岩本　美鈴 いわもと　みすず 46 奈良県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

25 田中　園子 たなか　そのこ 50 徳島県

26 平島　貴代美 ひらしま　きよみ 53 徳島県

27 吉野　美奈子 よしの　みなこ 52 和歌山県

28 小林　実千代 こばやし　みちよ 61 東京都

29 早川　和佐子 はやかわ　わさこ 61 大阪府

30 岩本　美希代 いわもと　みきよ 51 兵庫県

31 永島　理香 ながしま　りか 50 兵庫県

32 山本　祥子 やまもと　しょうこ 52 香川県

33 大釜　かおり おおがま　かおり 50 兵庫県

34 長藤　綾子 ながとう　あやこ 53 兵庫県

35 石本　珠美 いしもと　たまみ 55 兵庫県

36 横山　晴美 よこやま　はるみ 52 兵庫県

37 安田　ゆかり やすだ　ゆかり 58 愛知県

38 川端　松美 かわばた　まつみ 50 大阪府

39 上野　智子 うえの　ともこ 53 愛知県

40 村田　寿里 むらた　じゅり 53 東京都

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


