
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 水永　渉 みずなが　わたる 26 宮崎県

2 湯本　快 ゆもと　かい 26 長野県

3 藤井　大門 ふじい　だいもん 20 大分県

4 牧瀬　武蔵 まきせ　むさし 26 鹿児島県

5 甲斐　寛之 かい　ひろゆき 29 宮崎県

6 辻　亮吾 つじ　りょうご 22 宮崎県

7 玉田　知裕 たまだ　ともひろ 25 長崎県

8 竹島　昇耶 たけしま　たかや 22 大分県

9 串間　碧斗 くしま　あおと 21 宮崎県

10 黒木　航世 くろぎ　こうせい 21 宮崎県

11 矢野　翔太 やの　しょうた 23 宮崎県

12 中園　達也 なかその　たつや 24 大分県

13 関口　直人 せきぐち　なおと 24 東京都

14 甲斐　由美也 かい　ゆみや 20 宮崎県

15 安部　雄代 あべ　ゆうだい 25 宮崎県

16 長友　凜太郎 ながとも　りんたろう 22 宮崎県

17 上園　惇平 うえその　じゅんぺい 28 宮崎県

18 清田　昂志 きよた　たかし 23 宮崎県

19 植野　裕大 うえの　ゆうた 25 宮崎県

20 四元　健太郎 よつもと　けんたろう 23 福岡県

21 谷崎　純弥 たにざき　じゅんや 27 福岡県

22 菊地　孝行 きくち　たかゆき 29 東京都

23 中宗　克也 なかむね　かつや 23 宮崎県

24 高橋　尚志 たかはし　ひさし 27 岩手県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

25 繁村　太輔 しげむら　だいすけ 35 宮崎県

26 仲野　裕司 なかの　ゆうじ 35 宮崎県

27 長副　夢大 ながそえ　ゆうた 33 福岡県

28 中村　知己 なかむら　ともき 33 宮崎県

29 鈴木　友也 すずき　ともや 35 宮崎県

30 石橋　弘任 いしばし　ひろと 35 福岡県

31 月原　幹人 つきはら　みきと 32 大阪府

32 滝沢　賢 たきざわ　けん 33 神奈川県

33 乘峯　祐助 のりみね　ゆうすけ 38 宮崎県

34 長嶺　匠吾 ながみね　しょうご 32 宮崎県

35 岩倉　誠吾 いわくら　せいご 34 宮崎県

36 増田　健吾 ますだ　けんご 35 宮崎県

37 赤間　史明 あかま　ふみあき 38 神奈川県

38 森田　健吾 もりた　けんご 34 宮崎県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

39 鎮寺　和男 ちんじ　かずお 41 福岡県

40 福村　幸太郎 ふくむら　こうたろう 40 宮崎県

41 神川　剛一 じんかわ　こういち 45 神奈川県

42 荒井　淳 あらい　じゅん 47 宮崎県

43 大山　幹広 おおやま　みきひろ 47 鹿児島県

44 武田　信樹 たけだ　のぶき 40 鹿児島県

45 弓削　登士行 ゆげ　としゆき 40 宮崎県

46 安藤　秀敏 あんどう　ひでとし 46 宮崎県

47 鈴木　啓介 すずき　けいすけ 49 神奈川県

48 片伯部　智幸 かたかべ　ともゆき 41 宮崎県

49 南　雄二 みなみ　ゆうじ 41 宮崎県

50 坂井　俊幸 さかい　としゆき 43 神奈川県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

51 大木　武彦 おおき　たけひこ 50 東京都

52 松崎　亨 まつさき　とおる 50 鹿児島県

53 岩崎　善之 いわさき　よしゆき 54 大分県

54 西　俊一郎 にし　しゅんいちろう 61 鹿児島県

55 伊東　賢治 いとう　けんじ 55 宮崎県

56 杉山　裕行 すぎやま　ひろゆき 60 東京都

57 斉藤　克美 さいとう　かつみ 55 東京都

58 橋邉　正之 はしべ　まさし 55 宮崎県

59 中川　裕久 なかがわ　ひろひさ 50 熊本県

【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

1 豊島　はるか とよしま　はるか 29 宮崎県

2 左澤　愛美 さざわ　まなみ 22 埼玉県

3 安部　梨代 あべ　りよ 29 宮崎県

4 北川　絵理 きたがわ　えり 27 宮崎県

5 深田　まどか ふかだ　まどか 25 宮崎県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

6 下仮屋　由香 しもかりや　ゆか 36 鹿児島県

7 浜上　友美 はまうえ　ともみ 36 鹿児島県

8 中村　阿佐美 なかむら　あさみ 32 奈良県

9 戸上　葉子 とがみ　ようこ 39 宮崎県

10 井藤　新翔 いとう　しんと 39 福岡県

11 海賀　千波 かいが　ちなみ 34 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

12 亀井　千尋 かめい　ちひろ 40 埼玉県

13 平井　美奈 ひらい　みな 44 新潟県

14 宮崎　恵美香 みやざき　えみか 46 熊本県

15 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

16 坂口　佐知代 さかぐち　さちよ 48 東京都

17 福元　美樹 ふくもと　みき 45 宮崎県

18 井上　晴世 いのうえ　はるよ 47 埼玉県

19 川崎　友愛 かわさき　ともえ 45 大分県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

20 五味　由美子 ごみ　ゆみこ 50 東京都

21 安田　ゆかり やすだ　ゆかり 58 愛知県

22 小森　益美 こもり　ますみ 50 東京都

23 荒井　広子 あらい　ひろこ 58 東京都

24 大和　智栄 やまと　ちえ 50 熊本県

25 中村　晃子 なかむら　あきこ 52 東京都

26 川端　松美 かわばた　まつみ 50 大阪府

27 飯田　宏美 いいだ　ひろみ 51 愛知県

28 野村　良枝 のむら　よしえ 54 愛知県

【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】


