
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽵中 ⼤輔 たけなか だいすけ 20 和歌⼭県
2 森原 光紀 もりはら こうき 25 和歌⼭県
3 ⼤⻄ 涼太 おおにし りょうた 25 兵庫県
4 南部 敬太 なんぶ けいた 24 和歌⼭県
5 中道 理央也 なかみち りおん 21 ⼤阪府
6 佐藤 遼河 さとう りょうが 22 ⼤阪府
7 河原 駿輔 かわはら しゅんすけ 22 ⼤阪府
8 森⾕ 将貴 もりたに しょうき 22 和歌⼭県
9 ⻄⼭ 康成 にしやま やすなり 29 和歌⼭県

10 後藤 允瑛 ごとう よしあき 22 ⼤阪府
11 藤原 悠揮 ふじわら ゆうき 24 ⼤阪府
12 垣内 順祥 かきうち まさよし 26 和歌⼭県
13 ⽥中 祐⼀ たなか ゆういち 27 奈良県
14 ⾒津⽥ 貴道 みつだ たかゆき 20 ⾼知県
15 岸本 俊貴 きしもと としき 24 ⼤阪府
16 菱⾕ 永河 ひしたに えいが 23 ⼤阪府
17 中村 紳之助 なかむら しんのすけ 25 和歌⼭県
18 久保⽥ 雅哉 くぼた まさや 23 和歌⼭県
19 増⽥ 将也 ますだ しょうや 23 兵庫県
20 荒⽊ 優太 あらき ゆうた 23 ⼤阪府
21 ⽥中 良旺 たなか よしあき 23 三重県
22 川尻  泰祐 かわじり たいすけ 26 ⼤阪府
23 ⼤⻄ ⼤ おおにし だい 29 神奈川県
24 ⽥ノ岡 祐哉 たのおか ゆうや 23 和歌⼭県
25 吉⽥ 翔太 よしだ しょうた 29 ⼤阪府
26 森崎 秀紀 もりさき ひでき 24 和歌⼭県
27 吉野 翔 よしの しょう 23 ⼤阪府
28 池⽥ 颯 いけだ はやて 23 兵庫県
29 岡本 庄⼀郎 おかもと しょういちろう 28 和歌⼭県
30 坂⼝ 裕也 さかぐち ゆうや 23 ⼤阪府
31 武村 春希 たけむら はるき 21 ⼤阪府
32 井上 晃貴 いのうえ こうき 28 ⼤阪府
33 永岡 学 ながおか まなぶ 23 ⼤阪府
34 ⽥中 敏之 たなか としゆき 21 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
35 武⽥ 太郎 たけだ たろう 33 和歌⼭県
36 ⻄尾 ⼤樹 にしお だいき 30 ⼤阪府
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37 栗本 晃希 くりもと てるき 30 和歌⼭県
38 武⽥ 純弥 たけだ じゅんや 36 和歌⼭県
39 坂本 裕⼀ さかもと ゆういち 32 和歌⼭県
40 川尻 達典 かわじり たつのり 32 ⼤阪府
41 ⼩松 喬 こまつ たかし 34 千葉県
42 吉⽥ 浩晃 よしだ ひろあき 34 和歌⼭県
43 中井 孝昌 なかい たかまさ 30 ⼤阪府
44 ⼟⼭ 隆史 つちやま たかし 31 和歌⼭県
45 新⾕ 元浩 しんたに まさひろ 30 ⼤阪府
46 宮川 裕介 みやがわ ゆうすけ 33 奈良県
47 森 将吾 もり しょうご 34 和歌⼭県
48 松本 ⼤輔 まつもと だいすけ 32 ⼤阪府
49 光定 義純 みつさだ よしずみ 33 和歌⼭県
50 横⼭ 達也 よこやま たつや 30 ⼤阪府
51 野崎 洋祐 のざき ようすけ 34 愛知県
52 ⼭⼝ 敏雄 やまぐち としお 38 ⼤阪府
53 ⽯本 裕⼆ いしもと ゆうじ 34 和歌⼭県
54 ⽥中 伸幸 たなか のぶゆき 32 和歌⼭県
55 森 健太 もり けんた 31 兵庫県
56 栗本 智史 くりもと さとし 33 奈良県
57 濱⽥ 将伍 はまだ しょうご 31 和歌⼭県
58 ⽥中 稔隆 たなか としたか 39 和歌⼭県
59 前⽥ 和基 まえだ かずき 30 兵庫県
60 ⼩峯 勇気 こみね ゆうき 33 ⼤阪府
61 ⽟村 浩司 たまむら こうじ 36 兵庫県
62 浅⽥ 剛⼼ あさだ たかもと 33 ⼤阪府
63 岩⽥ 知紘 いわた ともひろ 36 和歌⼭県
64 柳本 優⼀ やなぎもと ゆういち 32 和歌⼭県
65 久保 博義 くぼ ひろよし 39 和歌⼭県
66 ⼭⻄ 巧真 やまにし たくま 30 和歌⼭県
67 ⽮⽥ 耕⼤ やだ こうだい 35 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
68 島 伸夫 しま のぶお 45 和歌⼭県
69 殿村 和信 とのむら かずのぶ 43 和歌⼭県
70 ⽥中 陽⼀ たなか よういち 42 ⼤阪府
71 伏⽊ 泰平 ふしき たいへい 40 奈良県
72 北⼝ 敏也 きたぐち としや 40 和歌⼭県
73 三宅 正⾼ みやけ まさたか 48 兵庫県
74 ⼭⼝ 国博 やまぐち くにひろ 48 兵庫県
75 今川 将孝 いまがわ まさたか 45 ⼤阪府
76 ⾒⿃ 彰紀 みどり あきのり 42 ⼤阪府
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77 松井 厚 まつい あつし 45 兵庫県
78 加藤 政博 かとう まさひろ 42 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
79 嶋⽥ 徳泰 しまだ のりやす 62 奈良県
80 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 58 兵庫県
81 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 58 兵庫県
82 ⽯川 和男 いしかわ かずお 54 ⼤阪府
83 溝越 剛⼈ みぞこし よしと 53 ⼤阪府
84 甲斐 久雄 かい ひさお 51 ⼤阪府
85 中井 正隆 なかい まさたか 58 ⼤阪府
86 村⽥ トオル むらた とおる 55 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩林 梨奈 こばやし りな 26 奈良県
2 岩倉 由佳 いわくら ゆか 26 和歌⼭県
3 ⼭本 早稀 やまもと さき 25 和歌⼭県
4 ⽣⽥ 優希 いくた ゆき 29 奈良県
5 江間 ⿇美 えま あさみ 27 京都府
6 ⼋嶌 円⾹ やしま まどか 23 奈良県
7 ⽩井 美帆 しらい みほ 27 兵庫県
8 向⼭ 茉⾥ むこやま まり 26 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
9 栗原 真栄 くりはら まい 36 京都府

10 平井 まどか ひらい まどか 35 ⼤阪府
11 栗⼭  恵美 くりやま えみ 34 ⼤阪府
12 ⼭⼝ 加奈⼦ やまぐち かなこ 39 兵庫県
13 沖村 絵梨佳 おきむら えりか 32 埼⽟県
14 ⾨川 好美 かどかわ よしみ 34 奈良県
15 三⽊ 知⼦ みき ともこ 37 兵庫県
16 溝越 茜 みぞこし あかね 33 ⼤阪府
17 中垣 鮎実 なかがき あゆみ 32 奈良県
18 武⻄ 加奈⼦ たけにし かなこ 35 和歌⼭県
19 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
20 ⽝飼 久美 いぬかい くみ 45 ⼤阪府
21 久保⽥ 優⼦ くぼた ゆうこ 41 神奈川県
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22 笹原 かおり ささはら かおり 47 ⼤阪府
23 ⻄ ⿇⼦ にし まこ 48 ⼤阪府
24 佐藤 幸⼦ さとう さちこ 44 東京都
25 原 江⾥ はら えり 44 和歌⼭県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
26 ⼤住 みどり おおすみ みどり 54 ⼤阪府
27 伊藤 ゆみ いとう ゆみ 51 愛知県
28 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 52 北海道
29 杉原 みのり すぎはら みのり 53 ⼤阪府
30 ⼩柳 葉⼦ こやなぎ ようこ 53 静岡県
31 ⼭中 和美 やまなか かずみ 56 ⼤阪府
32 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 56 東京都
33 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 52 ⼤阪府
34 橋本 眞由美 はしもと まゆみ 56 ⼤阪府
35 住⾕ 摩耶 すみや まや 53 神奈川県
36 本間 全代 ほんま まさよ 53 静岡県
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