
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 清⽔ 聖 しみず さとし 26 東京都
2 ⻄野 ⻯⽮ にしの りゅうや 23 愛知県
3 菱⾕ 航星 ひしたに こうせい 24 ⼤阪府
4 柿崎 剛 かきざき つよし 28 ⼤阪府
5 ⻘⽊ 慎希介 あおき しんのすけ 29 東京都
6 渡辺 航貴 わたなべ こうき 23 岐⾩県
7 篠⽥ 剛⼈ しのだ たけと 27 愛知県
8 横⼭ 達也 よこやま たつや 29 ⼤阪府
9 内⼭ 健太 うちやま けんた 27 三重県
10 ⾨前 毅春 もんぜん たけはる 20 ⼤阪府
11 ⼤野 正太郎 おおの しょうたろう 22 東京都
12 市原 圭悟 いちはら けいご 28 愛知県
13 吉池 雅⽃ よしいけ まさと 23 東京都
14 清⽔ 聖有 しみず せいゆう 24 愛知県
15 ⻑⾕川 稜⼆ はせがわ りょうじ 24 愛知県
16 藤原 広⼤ ふじわら こうた 27 愛知県
17 ⽩川 亮太朗 しらかわ りょうたろう 20 茨城県
18 佐野 元気 さの げんき 28 愛知県
19 市川 貴⼀ いちかわ きいち 28 静岡県
20 ⼤澤 良輝 おおさわ よしき 23 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 前⽥ 拓摩 まえだ たくま 39 東京都
2 ⾦井 和紀 かない かずのり 39 群⾺県
3 ⽔⾕ 公輔 みずたに こうすけ 36 三重県
4 森 裕司 もり ゆうじ 37 三重県
5 末吉 康俊 すえよし やすとし 30 千葉県
6 櫻井 真吾 さくらい しんご 38 愛知県
7 ⼤藪 貴弘 おおやぶ たかひろ 36 愛知県
8 岩本 真輝 いわもと まさき 36 愛知県
9 栗⼭ 智光 くりやま ちあき 35 岐⾩県
10 秋⼭ 昌平 あきやま しょうへい 37 三重県
11 野⽥ 泰弘 のだ やすひろ 32 三重県
12 丹治 陽⼀ たんじ よういち 34 東京都
13 伊藤 ⼤輔 いとう だいすけ 37 神奈川県
14 鈴⽊ ⼤介 すずき だいすけ 33 栃⽊県
15 ⻄ 宜宏 にし のぶひろ 38 愛知県
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出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
」 澤路 秀和 さわじ ひでかず 46 静岡県
2 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
3 加藤 忠男 かとう ただお 46 静岡県
4 岡澤 英⼈ おかざわ ひでと 45 茨城県
5 内藤 健作 ないとう けんさく 48 静岡県
6 ⽔野 克彦 みずの かつひこ 42 東京都
7 ⿊⽥ 昌彦 くろだ まさひこ 47 岐⾩県
8 村中 俊之 むらなか としゆき 40 茨城県
9 井上 裕也 いのうえ ゆうや 40 愛知県
10 吉⽥ 浩之 よしだ ひろゆき 44 ⼤阪府
11 太⽥ 光司 おおた こうじ 47 愛知県
12 坂倉 正哉 さかくら まさや 41 三重県
13 丸⼭ 泰征 まるやま やすゆき 43 滋賀県
14 髙⽥ 清春 たかだ きよはる 40 愛知県
15 岩⽥ 潤⼀郎 いわた じゅんいちろう 42 愛知県
16 坂下 庄⼆ さかした しょうじ 43 愛知県
17 ⽥中 徳之 たなか のりゆき 48 神奈川県
18 橋本 健⼀郎 はしもと けんいちろう 48 兵庫県
19 林 叔友 りん すうゆう 48 神奈川県
20 稲垣 幹彦 いながき みきひこ 44 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡辺 康博 わたなべ やすひろ 50 三重県
2 吾郷 眞也 あごう しんや 55 ⼤阪府
3 WAVE ⽥辺 哲 ウェーブ たなべ さとし 56 静岡県
4 坂部 吉昭 さかべ よしあき 64 千葉県
5 当間 直樹 とうま なおき 50 東京都
6 布施 義⾼ ふせ よしたか 53 三重県
7 村⽥ トオル むらた とおる 54 兵庫県
8 榎本 千⾥ えのもと ちさと 55 東京都
9 伊東 淳 いとう あつし 52 静岡県
10 松尾 裕介 まつお ゆうすけ 50 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 27 静岡県
2 ⻄川 友理 にしかわ ゆり 29 ⼤阪府

【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
1 染⾕ 蒼由益 そめや あゆみ 31 東京都
2 細川 神奈 ほそかわ かんな 31 東京都
3 皆川 やよい みながわ やよい 30 愛知県
4 有⽥ 絢⾹ ありた あやか 32 愛知県
5 ⽚岡 麗⾹ かたおか れいか 31 愛知県
6 栗林 佐千代 くりばやし さちよ 35 ⻑野県
7 古川 藍 ふるかわ あい 32 東京都
8 ⾓井 ⿇⼦ つのい あさこ 38 東京都
9 吉⽥ 雅美 よしだ まさみ 32 愛知県
10 岩本 美希 いわもと みき 35 三重県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 荒井 舞 あらい まい 42 埼⽟県
2 武⽥ 知絵⼦ たけだ ちえこ 40 東京都
3 安藤 美由紀 あんどう みゆき 43 愛知県
4 中⽥ かんな なかだ かんな 41 東京都
5 加藤 三鈴 かとう みすず 48 ⼤阪府
6 垣本 紗也果 かきもと さやか 40 東京都
7 岡野 幸恵 おかの さちえ 45 群⾺県
8 ⼭本 加奈⼦ やまもと かなこ 42 東京都
9 神原 梅代 かんばら うめよ 47 愛知県
10 ⻄塚 繭⼦ にしづか まゆこ 46 ⻘森県
11 原 ゆり はら ゆり 40 神奈川県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 服部 彩⾹ はっとり さやか 55 ⼤阪府
2 加藤 あつこ かとう あつこ 55 愛知県
3 ⾼⼭ 美穂⼦ たかやま みほこ 57 東京都

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


