
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 伊藤　聡哉 いとう　としや 26 大阪府

2 椿　大輝 つばき　ひろき 22 兵庫県

3 卜部　恭平 うらべ　きょうへい 21 大阪府

4 西原　一貴 にしはら　かずき 20 大阪府

5 内山　喜介 うちやま　きすけ 21 京都府

6 山上　琢馬 やまがみ　たくま 20 兵庫県

7 東間　健人 とうま　けんと 28 大阪府

8 苅谷　優行 かりや　ひろゆき 21 長野県

9 樋山　瑞紀 ひやま　みずき 26 静岡県

10 山中　勇輝 やまなか　ゆうき 27 京都府

11 西村　聖人 にしむら　まさと 23 兵庫県

12 久保　遼 くぼ　りょう 24 滋賀県

13 笹井　健太 ささい　けんた 24 大阪府

14 野澤　優太 のざわ　ゆうた 26 京都府

15 山脇　龍馬 やまわき　りょうま 26 京都府

16 前田　幸道 まえだ　こうどう 24 京都府

17 浜渕　毅志 はまぶち　つよし 28 兵庫県

18 延原　圭祐 のぶはら　けいすけ 26 京都府

19 細居　勇太 ほそい　ゆうた 23 滋賀県

20 森井　臣哉 もりい　じんや 23 京都府

21 中山　凱 なかやま　がい 25 兵庫県

22 木山　滉介 きやま　こうすけ 23 大阪府

23 桑野　佑樹 くわの　ゆうき 25 京都府

24 日高　俊弥 ひだか　しゅんや 22 大阪府

25 玉城　幸輝 たましろ　こうき 22 大阪府

26 白髪　周平 しらが　しゅうへい 25 兵庫県

27 田中　優真 たなか　ゆうま 26 兵庫県

28 倉嶌　友貴 くらしま　ともき 25 愛知県

29 織部　隆清 おりべ　りゅうせい 22 兵庫県

30 佐藤　猛将 さとう　たけまる 25 京都府

31 周　佳 しゅう　か 25 愛知県

32 菅谷 　圭祐 すがたに　けいすけ 22 大阪府

33 林　哲巨 はやし　さとまさ 22 千葉県

34 上山　勇伍 うえやま　ゆうご 26 京都府

35 越智　翼 おち　つばさ 22 京都府

36 井上　和磨 いのうえ　かずま 23 大阪府

37 大志多　聖 おおしだ　さとし 26 岐阜県

38 田中　治 たなか　おさむ 26 大阪府

39 橋本　遼 はしもと　りょう 28 兵庫県

40 高野　泰俊 たかの　やすとし 25 大阪府

41 小林　奨 こばやし　しょう 23 三重県

42 西村　將宏 にしむら　まさひろ 25 京都府

43 高島　隼人 たかしま　はやと 24 三重県

44 小林　ヒロユキ こばやし　ひろゆき 23 兵庫県

45 塚本　浩志 つかもと　こうし 22 愛知県

46 大山　浩輝 おおやま　こうき 20 京都府

47 越智　晶仁 おち　あきひと 25 大阪府

48 岡田　健 おかだ　けん 25 大阪府

49 尻懸　保 しっかけ　まもる 29 奈良県

50 野村　隆文 のむら　たかふみ 28 大阪府
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【フレッシャーズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

51 宮前　昌太 みやまえ　しょうた 32 兵庫県

52 福嶋　一樹 ふくしま　かずき 32 兵庫県

53 片山　界 かたやま　かい 33 兵庫県

54 西中　勇輔 にしなか　ゆうすけ 32 大阪府

55 大中　洋一 おおなか　よういち 36 大阪府

56 紙屋　幸之介 かみや　こうのすけ 37 大阪府

57 森　章二 もり　しょうじ 37 京都府

58 前川　大介 まえかわ　だいすけ 38 京都府

59 山内　友貴 やまうち　ゆうき 31 京都府

60 安森　真生 やすもり　まお 31 京都府

61 柴谷　敦 しばたに　あつし 33 滋賀県

62 森村　謙信 もりむら　けんしん 37 奈良県

63 呉　征賢 おう　じょんひょん 35 京都府

64 小西　達也 こにし　たつや 35 滋賀県

65 中村　友也 なかむら　ともや 33 京都府

66 渡辺　千城 わたなべ　かずき 32 京都府

67 田中　修平 たなか　しゅうへい 29 神奈川県

68 松井　芳寛 まつい　よしひろ 30 奈良県

69 伊藤　信也 いとう　しんや 35 東京都

70 井上　亮 いのうえ　りょう 32 京都府

71 野口　裕喜 のぐち　ひろき 34 京都府

72 島岡　祐生 しまおか　ゆうき 34 奈良県

73 泉　　忠伸 いずみ　ただのぶ 37 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

74 山下　泰弘 やました　やすひろ 48 島根県

75 木下　雅貴 きのした　まさき 43 京都府

76 森永　聡 もりなが　さとし 41 福岡県

77 長岡　隆信 ながおか　たかのぶ 45 京都府

78 佐橋　静也 さはし　しずや 47 滋賀県

79 山下　敦央 やました　あつお 44 京都府

80 岡田　憲政 おかだ　のりまさ 46 東京都

81 矢野　徹也 やの　てつや 42 京都府

82 丁　秀鎮 てい　しゅうちん 44 兵庫県

83 山邉　信一 やまべ　しんいち 40 京都府

84 八木　教介 やぎ　きょうすけ 42 京都府

85 藤坂　保 ふじさか　たもつ 47 京都府

86 田中　利典 たなか　としのり 41 滋賀県

87 上田　法正 うえだ　のりまさ 49 京都府

88 米村　穣 よねむら　じょう 42 愛知県

89 山東　尚史 さんとう　ひさし 45 京都府

90 加藤　政博 かとう　まさひろ 43 兵庫県

91 北出　勇一 きたで　ゆういち 42 大阪府

92 鎮寺　和男 ちんじ　かずお 41 福岡県

93 高信　尚史 たかのぶ　なおふみ 40 三重県

94 脇田　洋崇 わきだ　ひろたか 43 大阪府

【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

95 三宅　範彦 みやけ　のりひこ 52 滋賀県

96 吉村　武 よしむら　たけし 56 大阪府

97 成瀬　豪也 なるせ　たけや 56 京都府

98 上林　賢次 かみばやし　けんじ 52 大阪府

99 米田　智 よねだ　さとし 54 滋賀県

100 奥田　修二 おくだ　しゅうじ 57 京都府

101 川津　光昭 かわつ　みつあき 52 京都府

102 中村　一幸 なかむら　かずゆき 51 愛知県

103 梅岡　久晃 うめおか　ひさてる 59 兵庫県

104 矢部　博一 やべ　ひろかず 51 京都府

105 川端　弘太郎 かわばた　こうたろう 54 神奈川県

106 木村　浩久 きむら　ひろひさ 52 京都府

【ゴールドクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 梅林　奈々 うめばやし　なな 28 京都府

2 石田　実春 いしだ　みはる 21 静岡県

3 繁田　真心 しげた　まこ 28 大阪府

4 山元　亜紗 やまもと　あさ 28 京都府

5 倉田　有紗 くらた　ありさ 23 大阪府

6 中野　紗希 なかの　さき 26 京都府

7 幸左　絵美 こうさ　えみ 29 東京都

8 岡野　凜子 おかの　りんこ 28 大阪府

9 池田　祐里 いけだ　ゆり 29 京都府

10 松下　可奈 まつした　かな 26 滋賀県

11 黒谷　典加 くろたに　ふみか 28 京都府

12 中谷　仁美 なかたに　ひとみ 29 京都府

13 濱田　華奈 はまだ　かな 24 京都府

14 田畑　弥生 たばた　やよい 29 東京都

15 小引　友理 こびき　ゆり 27 京都府

16 竹中　幸 たけなか　みゆき 29 大阪府

17 昆　実沙紀 こん　みさき 27 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

18 小林　奈津子 こばやし　なつこ 32 京都府

19 龍神　真未 りゅうじん　まみ 37 和歌山県

20 藤井　陽子 ふじい　ようこ 32 京都府

21 青山 　絵理 あおやま　えり 34 愛知県

22 辻田　杏奈 つじた　あんな 32 岐阜県

23 木村　亜美 きむら　あみ 38 兵庫県

24 小林　美沙子 こばやし　みさこ 31 京都府

25 堀田　三華子 ほった　みかこ 31 三重県

26 杉山　美由紀 すぎやま　みゆき 33 愛知県

27 山林　奈央 やまばやし　なお 30 大阪府

28 北川　佳代子 きたがわ　かよこ 31 大阪府

29 友野　京 ともの　ちか 31 愛媛県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

30 大槻　わか奈 おおつき　わかな 44 京都府

31 兼松 　亜紀 かねまつ　あき 47 愛知県

32 古田　瞳 ふるた　ひとみ 40 大阪府

33 三井　直美 みつい　なおみ 41 東京都

34 吉岡　麗子 よしおか　れいこ 45 愛知県

35 前川　憲子 まえがわ　のりこ 46 京都府

36 石川　貴巳 いしかわ　たかみ 42 愛知県

37 岩本　美鈴 いわもと　みすず 46 奈良県

38 青木　桂子 あおき　けいこ 49 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

39 竹田　葉子 たけだ　ようこ 62 大阪府

40 宇野　和子 うの　かずこ 60 京都府

41 山本　雅代 やまもと　まさよ 51 京都府

42 平敷　里美 へしき　さとみ 52 沖縄県

43 實　麻紀 じつ　まき 51 大阪府

44 奥田　美紀 おくだ　みき 55 大阪府

45 清水　純子 しみず　じゅんこ 53 大阪府

46 杉田　由起子 すぎた　ゆきこ 55 大阪府

47 大澤　照代 おおさわ　てるよ 54 静岡県

【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】


