
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 鎌⼿ 翔⼤ かまて しょうた 22 福岡県
2 紫原 拓真 しはら たくま 24 福岡県
3 庄嶋 ⼤⼀郎 しょうじま たいちろう 24 東京都
4 能⽥ 達也 のうた たつや 29 福岡県
5 城島 崇宏 じょうじま たかひろ 22 福岡県
6 上原 光貴 うえはら こうき 20 福岡県
7 天⽔ 崇継 あまみず たかつぐ 20 福岡県
8 ⼭⼝ 嵩史 やまぐち たかし 23 佐賀県
9 中岡 ⼤也 なかおか ひろや 21 福岡県

10 ⽮野 清志郎 やの きよしろう 29 熊本県
11 加嶋 研太 かしま けんた 24 ⼤分県
12 ⻑澤 遼 ながさわ りょう 27 福岡県
13 吉岡 拓哉 よしおか たくや 25 福岡県
14 岩崎 史晃 いわさき ふみあき 28 ⼤分県
15 ⼩林 直⽮ こばやし なおや 20 佐賀県
16 今⼭ ⼤嗣 いまやま たいし 24 福岡県
17 島本 雅也 しまもと まさや 21 福岡県
18 横⼭ 侑 よこやま ゆき 23 福岡県
19 猪膝 亮真 いのひざ りょうま 20 福岡県
20 則⾏ 儀雄 のりゆき よしお 24 福岡県
21 植⽥ 純樹 うえだ としき 24 福岡県
22 河上 ⼤貴 かわかみ だいき 20 福岡県
23 末松 昌⼰ すえまつ まさき 21 ⼤分県
24 デラフエンテ  ファン でらふえんて ふぁん 29 福岡県
25 ⽯井 祥清 いしい しょうせい 21 福岡県
26 永井 健太 ながい けんた 26 福岡県
27 ⼭⼝ 優 やまぐち ゆう 20 福岡県
28 前⽥ 祥吾 まえだ しょうご 23 福岡県
29 眞⼸ 善哉 まゆみ よしや 25 福岡県
30 松⽥ ⼤起 まつだ だいき 21 福岡県
31 久保⽥ 真 くぼた まこと 19 福岡県
32 倉⽥ 凌嗣 くらた りょうじ 22 愛知県
33 ⼀⽊ 頌太 いちぎ しょうた 21 福岡県
34 原⼝ 真輝 はらぐち まさき 21 福岡県
35 元村 弘樹 もとむら ひろき 25 福岡県
36 岡本 昇悟 おかもと しょうご 28 熊本県
37 ⽥中 ⾥玖 たなか りく 27 福岡県
38 浦⼭ 遼介 うらやま りょうすけ 23 福岡県
39 井上 恵太 いのうえ けいた 20 福岡県
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40 ⽵内  優雅 たけうち ゆうが 21 福岡県
41 松下 智勇 まつした ちはや 20 福岡県
42 安部 ⿓之介 あべ りゅうのすけ 28 福岡県
43 ⼤内⽥ 晃陽 おおうちだ こうよう 26 熊本県
44 ⽴川 貴⼤ たちかわ たかひろ 27 福岡県
45 野⼝ 翼 のぐち つばさ 19 福岡県
46 吉良 慶翔 きら けいしょう 26 熊本県
47 占部 喜也 うらべ ひさや 29 福岡県
48 松尾 健司 まつお けんじ 20 福岡県
49 河野 弘志 かわの ひろし 21 福岡県
50 松永 修也 まつなが しゅうや 26 佐賀県
51 井上 優⼀ いのうえ ゆういち 22 福岡県
52 杉本 太壱 すぎもと たいち 21 福岡県
53 ⼭本 真司 やまもと しんじ 26 福岡県
54 ⼤⽵ 宏武 おおたけ ひろむ 29 茨城県
55 鈴⽊ 悠⼤ すずき ゆうだい 19 福岡県
56 ⼭⼝ 将平 やまぐち しょうへい 21 福岡県
57 藤⽥ 聡 ふじた さとし 24 宮崎県
58 仲間 速希 なかま はやき 21 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
59 前⽥ 祐史 まえだ ゆうし 32 福岡県
60 霜⽥ 賢司 しもだ けんじ 35 福岡県
61 荒牧 勇好 あらまき ゆうき 31 熊本県
62 古川 泰之 ふるかわ やすゆき 34 福岡県
63 ⼭下 翔⽣ やました たかゆき 34 福岡県
64 佐々⽊ 学 ささき まなぶ 36 佐賀県
65 ⾺ ⼠鈞 ま しじゅん 32 福岡県
66 蓑⽥ 孝洋 みのだ たかひろ 32 熊本県
67 渡辺 賢治 わたなべ けんじ 38 熊本県
68 ⽥邉 俊哉 たなべ としや 31 福岡県
69 城井 郁也 しろい いくや 24 福岡県
70 ⽥中 正道 たなか まさみち 34 福岡県
71 増江 健 ますえ たけし 36 福岡県
72 嶋崎 将⼈ しまさき まさと 32 ⼤分県
73 佐野 雅⼀ さの まさかず 32 福岡県
74 近藤 寛 こんどう かん 33 福岡県
75 ⽯井 誠 いしい まこと 38 佐賀県
76 宮城 晴信 みやぎ はるのぶ 30 熊本県
77 原⽥ 隆博 はらだ たかひろ 34 福岡県
78 ⽥中 秀典 たなか ひでのり 35 福岡県
79 松藤 ⼀平 まつふじ いっぺい 33 熊本県

【ミドルクラス】



80 中川 誠太郎 なかがわ せいたろう 33 熊本県
81 脇本 直樹 わきもと なおき 30 福岡県
82 ⽯橋 慶祐 いしばし けいすけ 33 福岡県
83 眞鍋 佑輔 まなべ ゆうすけ 32 福岡県
84 三好 穂 みよし みのる 34 ⻑崎県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
85 スタセヴィッチ 哲幸 すたせヴぃっち てつゆき 45 福岡県
86 ⼯藤 速⽃ くどう はやと 43 福岡県
87 鎮寺 和男 ちんじ かずお 40 福岡県
88 緒⽅ 陽三 おがた ようぞう 42 福岡県
89 野村 幸紀 のむら ゆきのり 43 福岡県
90 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 47 島根県
91 ⿊⽊ 智⼀ くろき ともかず 42 福岡県
92 ⼯藤 伸介 くどう しんすけ 42 静岡県
93 ⽥中 孝則 たなか たかのり 44 福岡県
94 ⾼洲 公揮 たかす こうき 42 福岡県
95 今泉 ⼀也 いまいずみ かずや 42 福岡県
96 蒲池 Gorovski かまち ごろふすきー 42 熊本県
97 ⼭下 武範 やました たけのり 47 福岡県
98 久保 憲隆 くぼ のりたか 41 福岡県
99 ⼭⼝ 岳⼤ やまぐち たけひろ 45 福岡県
100 原⽥ 和也 はらだ かずや 49 福岡県
101 ⾆間 ⼤記 したま だいき 42 福岡県
102 後藤 英介 ごとう えいすけ 44 熊本県
103 吉⽥ 浩基 よしだ ひろき 43 佐賀県
104 蟹江 武治 かにえ たけはる 43 神奈川県
105 桝⾕ 勝 ますたに まさる 40 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
106 久⽥ 敬⼀ ひさた けいいち 51 福岡県
107 近藤 正之 こんどう まさゆき 53 福岡県
108 江⼝ 徹 えぐち とおる 58 福岡県
109 安河内 正 やすこうち ただし 50 福岡県
110 福井 泰成 ふくい やすなり 50 佐賀県
111 ⽒森 慎⼀ うじもり しんいち 52 熊本県
112 伊澤 徹雄 いざわ てつお 51 佐賀県
113 清⽔ 正彦 しみず まさひこ 56 福岡県
114 世良 幸治 せら こうじ 50 福岡県
115 ⾇井 ⽂拓 ますい ふみひろ 52 福岡県

【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 園⽥ 爽⾹ そのだ さやか 27 熊本県
2 ⽳井 紅瑠美 あない くるみ 24 福岡県
3 安武 沙也⾹ やすたけ さやか 26 福岡県
4 林 ⿇⾐ はやし まい 24 福岡県
5 松尾 穂波 まつお ほなみ 23 福岡県
6 ⾖塚 ⾹ まめつか かおり 24 福岡県
7 住吉 有希 すみよし あき 26 福岡県
8 河野 はるな かわの はるな 29 福岡県
9 渡邊 莉菜 わたなべ りな 23 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
10 前⽥ 菜々⼦ まえだ ななこ 30 福岡県
11 桑原 由貴 くわはら ゆき 32 ⼤分県
12 堀⽥ 美知⼦ ほりた みちこ 33 福岡県
13 福吉 真理 ふくよし まり 32 ⼤阪府
14 森尾 真⼰ もりお まき 37 福岡県
15 宮本 秀美 みやもと ひでみ 33 ⼤分県
16 ⽥中 佐和⼦ たなか さわこ 34 福岡県
17 野元 愛⼸ のもと あゆみ 32 福岡県
18 丸井 理華⼦ まるい りかこ 30 熊本県
19 今富 ⼩百合 いまとみ さゆり 33 福岡県
20 杉⾕ 慶⼦ すぎたに けいこ 34 佐賀県
21 緒⽅ 美紀 おがた みき 31 福岡県
22 ⼭⼝ 裕⼦ やまぐち ゆうこ 33 福岡県
23 時任 美帆 ときとう みほ 29 福岡県
24 天野 美紀 あまの みき 31 福岡県
25 新納 裕美⼦ にいろ ゆみこ 30 福岡県
26 稲栄 亜⽮⾹ いなえ あやか 33 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
27 川崎 華恵 かわさき はなえ 44 福岡県
28 居本 梢 いもと こずえ 41 福岡県
29 松嶋 良⼦ まつしま りょうこ 41 熊本県
30 町⽥ 知美 まちだ ともみ 48 福岡県
31 川原 久美⼦ かわはら くみこ 42 ⻑崎県
32 塚原 祥⼦ つかはら しょうこ 48 福岡県
33 浜内 睦美 はまうち むつみ 47 福岡県
34 遠藤 久美⼦ えんどう くみこ 48 福岡県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】



35 ⾼橋 美弥⼦ たかはし みやこ 47 ⿅児島県
36 渡邊 ケイ⼦ わたなべ けいこ 49 福岡県
37 作本 由紀⼦ さくもと ゆきこ 49 福岡県
38 ⻲⽥ 雅美 かめだ まさみ 40 ⼭⼝県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
39 住友 知惠⼦ すみとも ちえこ 51 福岡県
40 加藤 寿美⼦ かとう すみこ 59 宮崎県
41 ⽵本 すみえ たけもと すみえ 50 福岡県
42 ⿅間 由夏 しかま ゆか 50 福岡県
43 城⽯ ゆかり しろいし ゆかり 50 福岡県
44 佐野 恵⼦ さの けいこ 51 東京都
45 秋吉 美佳 あきよし みか 50 福岡県
46 丸⼭ 美穂 まるやま みほ 50 福岡県

【クイーンクラス】


