
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 石田　拓郎 いしだ　たくろう 27 新潟県

2 倉科　圭佑 くらしな　けいすけ 24 神奈川県

3 筒井　健 つつい　けん 22 高知県

4 名古谷　和希 なごたに　かずき 23 岡山県

5 吉田　大輝 よしだ　たいき 28 兵庫県

6 益岡　隆宏 ますおか　たかひろ 28 大阪府

7 宮島　朗 みやじま　あきら 28 大阪府

8 内山　顕資 うちやま　けんすけ 26 静岡県

9 伊藤　拓 いとう　たく 26 秋田県

10 椿　大輝 つばき　ひろき 22 兵庫県

11 菊田　一輝 きくた　いっき 24 東京都

12 上田　隆司 うえだ　りゅうじ 26 大阪府

13 水永　渉 みずなが　わたる 26 宮崎県

14 水沼　義智 みずぬま　よしとも 25 栃木県

15 藤田　幹太郎 ふじた　かんたろう 20 愛知県

16 安喜　詠亮 あき　えいすけ 24 愛知県

17 浅香　康人 あさか　やすひと 26 秋田県

18 堀内　玲志 ほりうち　れいじ 20 岡山県

19 井上　典大 いのうえ　のりひろ 23 東京都

20 織部　隆清 おりべ　りゅうせい 22 東京都

21 山田　友聖 やまだ　ゆうせい 26 鳥取県

22 梅原　悠輝 うめはら　ゆうき 24 埼玉県

23 小島　一球 こじま　いっきゅう 29 神奈川県

24 福本　海斗 ふくもと　かいと 20 福岡県

25 桂山　晃輔 かやま　こうすけ 26 東京都

26 桧森　俊吾 ひもり　しゅんご 25 神奈川県

27 田中　佑樹 たなか　ゆうき 27 岐阜県

28 坂本　拳志郎 さかもと　けんしろう 28 長崎県

29 石川　遼 いしかわ　りょう 21 茨城県

30 川端　優輝人 かわばた　ゆきと 21 福岡県

31 平安名　常之 へいあんな　つねゆき 26 山梨県

32 鴻村　政司 こうむら　まさし 28 愛知県

33 棚橋　功貴 たなはし　こうき 23 愛知県

34 川島　祥太 かわしま　しょうた 23 神奈川県

35 長塚　俊貴 ながつか　としき 29 大阪府
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36 川畑　光司 かわばた　こうじ 22 大阪府

37 二宮　昂希 にのみや　こうき 24 滋賀県

38 中尾　佳寿 なかお　かず 24 長崎県

39 高田　基希 たかだ　もとき 23 埼玉県

40 田中　健太郎 たなか　けんたろう 21 群馬県

41 越智　晶仁 おち　あきひと 25 大阪府

42 丸山　卓也 まるやま　たくや 27 東京都

43 渡部　拓未 わたなべ　たくみ 23 東京都

44 山城　健人 やましろ　けんと 23 香川県

45 鈴木　一輝 すずき　かずき 26 愛知県

46 内田　一弥 うちだ　かずや 29 埼玉県

47 小田原　輝 おだわら　あきら 27 青森県

48 菊池　竜一朗 きくち　りゅういちろう 22 北海道

49 戸井崎　郁也 といざき　ふみや 21 千葉県

50 宇田川　稜平 うだがわ　りょうへい 28 東京都

51 清水　健太 しみず　けんた 29 愛知県

52 田辺　守志 たなべ　しゅうじ 23 東京都

53 湯本　快 ゆもと　かい 26 長野県

54 井上　健太 いのうえ　けんた 22 神奈川県

55 曽根　朝陽 そね　あさひ 20 愛知県

56 野口　杏太 のぐち　きょうた 21 千葉県

57 寺本　一斗 てらもと　いっと 26 兵庫県

58 久保川　利明 くぼかわ　としあき 29 東京都

59 五十嵐　知也 いからし　ともや 24 新潟県

60 深沼　開 ふかぬま　かい 26 大阪府

61 室谷　勇磨 むろや　ゆうま 27 愛知県

62 矢野　貴大 やの　たかひろ 23 東京都

63 鶴田　裕典 つるた　ゆうすけ 29 大分県

64 渡邉 　怜人 わたなべ　れいど 25 福島県

65 鈴木　康大 すずき　やすひろ 27 北海道

66 柴田　雄一郎 しばた　ゆういちろう 25 広島県

67 村松　幸亮 むらまつ　こうすけ 27 東京都

68 森脇　光一 もりわき　こういち 24 大阪府



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 佐竹　正道 さたけ　まさみち 35 千葉県

2 盛　祐一郎 もり　ゆういちろう 30 沖縄県

3 高橋　剛 たかはし　ごう 37 埼玉県

4 荒井　真人 あらい　まさと 37 新潟県

5 佐々木　博康 ささき　ひろやす 31 宮城県

6 有賀　和幸 ありが　かずゆき 33 埼玉県

7 赤沢　和哉 あかざわ　かずや 32 岡山県

8 松本　伸二 まつもと　しんじ 37 島根県

9 平川　慎二 ひらかわ　しんじ 32 大分県

10 近藤　雄太 こんどう　ゆうた 31 愛媛県

11 関戸　秀明 せきど　ひであき 34 兵庫県

12 武田　太郎 たけだ　たろう 34 和歌山県

13 石川　健太 いしかわ　けんた 30 新潟県

14 荒木　政持 あらき　せいじ 33 佐賀県

15 伊藤　浩一 いとう　こういち 32 愛知県

16 岡崎　卓也 おかざき　たくや 34 兵庫県

17 真鍋　好市 まなべ　こういち 39 岐阜県

18 佐佐木　信綱 ささき　のぶつな 37 兵庫県

19 齊藤　拓也 さいとう　たくや 36 富山県

20 谷澤　太陽 たにざわ　もとはる 30 兵庫県

21 安藤　徹 あんどう　とおる 34 埼玉県

22 草野　竜 くさの　りょう 31 福島県

23 中村　知己 なかむら　ともき 33 宮崎県

24 吉田　健一 よしだ　けんいち 30 長野県

25 三木　佑介 みき　ゆうすけ 36 兵庫県

26 上名主　智 かんみょうず　さとし 33 鹿児島県

27 川上　展弘 かわかみ　のぶひろ 37 岡山県

28 辻　慎太郎 つじ　しんたろう 36 北海道

29 岩田　裕也 いわた　ゆうや 35 愛知県

30 小玉　諒太 こだま　りょうた 30 北海道

31 橘　知哉 たちばな　ともや 30 兵庫県

32 近藤　慎佑 こんどう　しんすけ 34 静岡県

33 大平　拓也 おおひら　たくや 34 山口県

34 笠原　守 かさはら　まもる 34 群馬県

35 繁村　太輔 しげむら　だいすけ 35 宮崎県

36 入倉　広祐 いりくら　こうすけ 32 東京都

37 藤澤　佑樹 ふじさわ　ゆうき 30 大分県

38 前田　和基 まえだ　かずき 31 兵庫県
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39 木尾　陽平 きお　ようへい 34 大阪府

40 長谷川　雄一 はせがわ　ゆういち 36 千葉県

41 野間　健介 のま　けんすけ 31 愛媛県

42 柿崎　剛 かきざき　つよし 30 大阪府

43 田中　幸夫 たなか　ゆきお 32 群馬県

44 前田　祐史 まえだ　ゆうし 34 福岡県

45 山本　俊介 やまもと　しゅんすけ 37 茨城県

46 中井　孝昌 なかい　たかまさ 31 奈良県

47 中川　誠太郎 なかがわ　せいたろう 34 熊本県

48 松重　光祐 まつしげ　こうすけ 32 千葉県

49 田中　秀典 たなか　ひでのり 36 福岡県

50 坂梨　翼 さかなし　つばさ 34 埼玉県

51 加藤　豪也 かとう　たかや 31 大阪府

52 小柳　竜也 こやなぎ　たつや 34 長野県

53 角野　友則 かどの　とものり 30 東京都

54 檜垣　祐一郎 ひがき　ゆういちろう 34 愛知県

55 佐々木　龍風 ささき　たつのり 36 静岡県

56 柏本　武志 かしもと　たけし 32 大阪府

57 實松　健志郎 さねまつ　けんしろう 38 佐賀県

58 堀　悠樹 ほり　ゆうき 30 東京都

59 石築　慶一 いしずき　けいいち 33 富山県

60 宮下　克秀 みやした　かつひで 37 長野県

61 西本　耕亮 にしもと　こうすけ 32 千葉県

62 青山　真 あおやま　まこと 37 愛知県

63 粟津　康博 あわづ　やすひろ 38 神奈川県

64 叶野　卓也 かのう　たくや 30 茨城県

65 長堂　嘉人 ながどう　よしと 36 沖縄県



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 手澤　康彦 てざわ　やすひこ 47 茨城県

2 鎮寺　和男 ちんじ　かずお 41 福岡県

3 堀　真康 ほり　まさやす 44 富山県

4 斉藤　寛 さいとう　かん 41 東京都

5 工藤　伸介 くどう　しんすけ 43 静岡県

6 高崎　信暁 たかさき　のぶあき 41 新潟県

7 木下　智博 きのした　ともひろ 49 神奈川県

8 工藤　速斗 くどう　はやと 44 福岡県

9 川奥　修二 かわおく　しゅうじ 45 愛媛県

10 渡辺　史朗 わたなべ　しろう 43 山梨県

11 柴田　寿康 しばた　としやす 43 山形県

12 炬口　雅人 たけぐち　まさと 43 愛知県

13 福村　幸太郎 ふくむら　こうたろう 40 宮崎県

14 池永　淳 いけなが　じゅん 43 大分県

15 村上　伸也 むらかみ　しんや 44 福岡県

16 淡田　卓己 あわた　たくみ 46 兵庫県

17 原田　忠行 はらだ　ただゆき 40 熊本県

18 山邉　信一 やまべ　しんいち 40 京都府

19 岸本　拓郎 きしもと　たくろう 40 鳥取県

20 西村　直 にしむら　なお 46 大阪府

21 水沼　太一 みずぬま　たいち 40 愛知県

22 松竹　雅紀 まつたけ　まさき 45 大阪府

23 松山　元之 まつやま　もとゆき 43 兵庫県

24 川崎　辰夫 かわさき　たつお 43 鳥取県

25 田中　拓志 たなか　たくし 41 兵庫県

26 齋藤　良太郎 さいとう　りょうたろう 47 埼玉県

27 Johnson 　Percy じょんそん　へるし 44 群馬県

28 吉岡　尚文 よしおか　なおふみ 41 青森県

29 浜田　健太 はまだ　けんた 42 高知県

30 前田　拓摩 まえだ　たくま 41 東京都
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31 坂井　俊幸 さかい　としゆき 43 神奈川県

32 後藤　聡 ごとう　そう 40 宮城県

33 山下　泰弘 やました　やすひろ 48 島根県

34 小崎　陽 おざき　あきら 41 茨城県

35 大原　弘敬 おおはら　ひろたか 46 兵庫県

36 國生　真喜 こくしょう　なおき 41 愛知県

37 山中　伸一 やまなか　しんいち 49 佐賀県

38 岡戸　一史 おかど　かずのぶ 48 埼玉県

39 関野　紘一 せきの　こういち 40 神奈川県

40 岸本　光顕 きしもと　みつあき 48 岡山県

41 舩見　健治 ふなみ　けんじ 48 埼玉県

42 横谷 　宗則 よこたに　むねのり 48 京都府

43 瓜生　敬一 うりゅう　けいいち 46 福島県

44 加藤　春樹 かとう　はるき 41 埼玉県

45 枦山　猛 はしやま　たけし 42 東京都

46 杉村　智志 すぎむら　さとし 41 静岡県

47 中出　真人 なかで　まさと 42 埼玉県

48 菊池　洋文 きくち　ひろふみ 40 静岡県

49 仲村　訓 なかむら　さとし 46 沖縄県

50 野田　和利 のだ　かずとし 47 青森県

51 中谷　公一 なかたに　きみかず 48 奈良県

52 岩本　孝幸 いわもと　たかゆき 44 北海道

53 柴崎　拓実 しばさき　たくみ 40 群馬県

54 米村　穣 よねむら　じょう 42 愛知県

55 常川　貴扶 つねかわ　たかお 46 東京都



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 奥田　尚武 おくだ　ひさたけ 51 兵庫県

2 滝澤　博文 たきざわ　ひろふみ 52 埼玉県

3 三宅　勝将 みやけ　かつまさ 54 千葉県

4 福永　亘 ふくなが　わたる 57 神奈川県

5 加藤　勉 かとう　つとむ 53 埼玉県

6 鈴木　周 すずき　しゅう 50 東京都

7 片岡　定一 かたおか　さだいち 57 東京都

8 森永　隆之 もりなが　たかゆき 53 千葉県

9 鈴木　靖彦 すずき　やすひこ 50 東京都

10 瀬川　将人 せがわ　まさと 50 富山県

11 田巻　利雄 たまき　としお 50 東京都

12 五條　健 ごじょう　たけし 52 埼玉県

13 長谷川　雄大 はせがわ　たけお 50 埼玉県

14 杉本　博之 すぎもと　ひろゆき 57 兵庫県

15 松下　真規 まつした　まさのり 50 大阪府

16 寺川　雅佳 てらかわ　まさよし 59 兵庫県

17 小湊　秀輝 こみなと　ひでき 52 埼玉県

18 熊　浩輔 くま　こうすけ 63 長崎県

19 穂積　隆充 ほづみ　たかみつ 52 愛知県

20 大久保　光芳 おおくぼ　みつよし 61 青森県

21 山口　正則 やまぐち　まさのり 60 北海道

22 中村　一幸 なかむら　かずゆき 51 愛知県

23 小野寺　英樹 おのでら　ひでき 52 埼玉県

24 平岡　裕治 ひらおか　ゆうじ 55 広島県

25 森本　晃 もりもと　のぼる 54 東京都

26 奥野　保 おくの　たもつ 50 滋賀県

27 大鶴　愼一 おおつる　しんいち 57 福岡県

28 世良　幸治 せら　こうじ 51 福岡県

29 三浦　英雄 みうら　ひでお 54 香川県

30 長崎　敏幸 ながさき　としゆき 60 沖縄県
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31 大瀧　伸二 おおたき　しんじ 55 埼玉県

32 布施　義高 ふせ　よしたか 55 三重県

33 小原　昭裕 おばら　あきひろ 59 宮城県

34 田辺　哲 たなべ　さとし 58 静岡県

35 岡崎　厚志 おかざき　あつし 56 大阪府

36 池上　真人 いけがみ　なおひと 55 鹿児島県

37 吉原　潔 よしはら　きよし 56 東京都

38 須賀　義宏 すが　よしひろ 61 茨城県

39 宮本　正司 みやもと　しょうじ 56 高知県

40 棚瀬　賢一 たなせ　けんいち 55 岐阜県

41 田中　輝彦 たなか　てるひこ 51 群馬県

42 大野　貞克 おおの　さだかつ 51 静岡県

43 相沢　一充 あいざわ　かずみつ 54 埼玉県

44 宮崎　健治 みやざき　けんじ 53 大阪府

45 杉尾　敦史 すぎお　あつし 50 三重県

46 浅井　ハンク あさい　はんく 50 東京都

47 岩崎　善之 いわさき　よしゆき 54 大分県

48 山田　和伸 やまだ　かずのぶ 58 愛知県

49 山下　功 やました　いさお 52 滋賀県

50 川津　光昭 かわつ　みつあき 52 京都府

51 田中　克尚 たなか　かつひさ 55 愛媛県

52 山田　岳生 やまだ　たけお 51 東京都

53 原田　和也 はらだ　かずや 50 福岡県

54 小野　義人 おの　よしひと 51 神奈川県

55 中神　毅 なかがみ　たけし 52 大阪府

56 川井　勇治 かわい　ゆうじ 51 茨城県

57 西石垣　誠 にしいしがき　まこと 55 沖縄県



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 山下　琴子 やました　ことこ 24 愛知県

2 前田　紗季 まえだ　さき 29 愛知県

3 田篭　亜紗奈 たごもり　あさな 27 福岡県

4 林　優希 はやし　ゆき 28 神奈川県

5 大西　美玖 おおにし　みく 28 愛知県

6 家吉　里実 いえよし　さとみ 28 大阪府

7 福島　由夏 ふくしま　ゆなつ 26 大阪府

8 鈴木　里奈 すずき　りな 24 愛知県

9 中野　紗希 なかの　さき 26 京都府

10 松本　結花 まつもと　ゆいか 27 熊本県

11 梅林　奈々 うめばやし　なな 28 京都府

12 田中　佑奈 たなか　ゆうな 24 東京都

13 樋野本　七海 ひのもと　ななみ 25 大阪府

14 有尾　槙 ありお　まき 26 東京都

15 大畑　美菜 おおはた　みな 29 神奈川県

16 簗瀬　茉伊 やなせ　まい 24 東京都

17 岡部　桃香 おかべ　ももこ 27 埼玉県

18 藤本　華奈 ふじもと　はるな 21 東京都

19 倉田　有紗 くらた　ありさ 23 大阪府

20 とももと　もも とももと　もも 22 神奈川県

21 佐藤　里香子 さとう　りかこ 25 東京都

22 左澤　愛美 さざわ　まなみ 22 埼玉県

23 桑原　真也加 くわばら　まやか 24 埼玉県

24 大澤　夕渚 おおさわ　ゆうな 24 大阪府

25 東野　朱音 とうの　あかね 25 栃木県

26 梶原　雅 かじわら　みあ 25 東京都

27 野口　愛未 のぐち　あいみ 25 千葉県

28 坂口　夏希 さかぐち　なつき 27 東京都

29 鈴木　沙亜也 すずき　さあや 29 東京都

30 近藤　志緒里 こんどう　しおり 28 神奈川県

【ガールズクラス】



31 長谷川　瞳 はせがわ　ひとみ 28 北海道

32 蕨　由香 わらび　ゆか 29 北海道

33 尾上　明日香 おのえ　あすか 29 福岡県

34 秋山　未有 あきやま　みゆ 22 大阪府

35 田中　美月 たなか　みつき 27 青森県

36 知本　真以子 ちもと　まいこ 24 愛知県

37 井谷　はるか いたに　はるか 27 東京都

38 玉城　菜緒 たまき　なお 27 沖縄県

39 真部　理子 まなべ　りこ 27 広島県

40 高草木　りか たかくさぎ　りか 26 群馬県

41 吉野　真智子 よしの　まちこ 29 大分県

42 西田　早百合 にしだ　さゆり 28 岐阜県

43 村上　幸実 むらかみ　ゆきみ 22 東京都

44 藤井　信緒莉 ふじい　しおり 26 大阪府

45 岡田　尚子 おかだ　なおこ 27 東京都

46 石田　絵里子 いしだ　えりこ 22 東京都

47 宮本　詞園 みやもと　しおん 27 岡山県

48 摺河　洸 するが　ほのか 23 神奈川県

49 是川　茉耶 これかわ　まや 28 青森県

50 江苅　このみ えがり　このみ 24 北海道

51 小林　すみれ こばやし　すみれ 28 三重県

52 長瀬　美帆 ながせ　みほ 28 宮城県

53 牧原　由佳 まきはら　ゆか 24 大阪府

54 茂木　恵里奈 もてぎ　えりな 29 東京都

55 松室　有紀 まつむろ　ゆうき 29 東京都

56 槙　紀乃 まき　ことの 28 京都府



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 丸山　紗弥 まるやま　さや 34 東京都

2 高橋　藍 たかはし　あい 35 福島県

3 辻田　杏奈 つじた　あんな 32 岐阜県

4 牧野　仁美 まきの　ひとみ 36 東京都

5 庄司　幸恵 しょうじ　さちえ 33 岡山県

6 上村　直子 うえむら　なおこ 37 熊本県

7 葉　真由 よう　まゆ 34 兵庫県

8 前田　菜々子 まえだ　ななこ 31 福岡県

9 山田　詩織 やまだ　しおり 33 千葉県

10 石川　奈津紀 いしかわ　なつき 30 東京都

11 千田　麻貴 せんだ　まき 30 大阪府

12 中本　奈緒 なかもと　なお 32 大阪府

13 平安寺　智子 へいあんじ　さとこ 31 佐賀県

14 下仮屋　由香 しもかりや　ゆか 37 鹿児島県

15 酒井　春奈 さかい　はるな 31 新潟県

16 海賀　千波 かいが　ちなみ 34 東京都

17 神谷　詩織 かみや　しおり 34 北海道

18 青山　絵理 あおやま　えり 35 愛知県

19 落合　渚 おちあい　なぎさ 31 神奈川県

20 渡部　彩子 わたなべ　あやこ 39 宮城県

21 友野　京 ともの　ちか 31 愛媛県

22 竹林　早苗 たけばやし　さなえ 33 東京都

23 光田　祐子 こうた　ゆうこ 36 岡山県

24 佐山　涼子 さやま　りょうこ 36 栃木県

25 中嶋　絵美 なかしま　えみ 32 福島県

26 藤井　陽子 ふじい　ようこ 32 京都府

27 嶋田　智子 しまだ　ともこ 34 北海道

28 高井　美和 たかい　みわ 33 福岡県

29 川本　靖子 かわもと　やすこ 30 愛知県

30 田副　亜紀 たぞえ　あき 33 熊本県

【レディースクラス】



31 釜野　智夏 かまの　ちなつ 33 奈良県

32 大宜見　文乃 おおぎみ　あやの 34 沖縄県

33 及川　真由 おいかわ　まゆ 32 北海道

34 田北　友紀子 たきた　ゆきこ 36 愛知県

35 鈴木　歩 すずき　あゆみ 33 大阪府

36 寺田　有加 てらだ　ゆか 31 埼玉県

37 小林　美沙子 こばやし　みさこ 32 京都府

38 白川　由依 しらかわ　ゆい 34 東京都

39 神宮　彩子 しんぐう　あやこ 36 熊本県

40 小路　恭子 しょうじ　きょうこ 31 静岡県

41 水野　絵梨子 みずの　えりこ 36 神奈川県

42 大山　芳子 おおやま　よしこ 30 東京都

43 濱田　唯 はまだ　ゆい 36 兵庫県

44 池田　歩美 いけだ　あゆみ 35 石川県

45 門間　香奈 もんま　かな 32 群馬県

46 佐藤　祐美子 さとう　ゆみこ 39 静岡県

47 黒江　誠子 くろえ　ともこ 39 東京都

48 中井　智子 なかい　ともこ 34 東京都

49 平田　麻梨子 ひらた　まりこ 34 東京都

50 石川　さおり いしかわ　さおり 35 広島県

51 木村　真紀 きむら　まき 36 神奈川県

52 大年　雅美 おおとし　まさみ 32 大阪府

53 志垣 　裕美 しがき　ゆみ 32 東京都

54 吉田　麻由美 よしだ　まゆみ 36 大阪府

55 里見　茜 さとみ　あかね 30 東京都



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 古田　瞳 ふるた　ひとみ 40 大阪府

2 八幡　善姿子 やはた　よしこ 43 愛知県

3 柳　名保美 やなぎ　なおみ 47 兵庫県

4 小田　晶子 おだ　あきこ 46 兵庫県

5 百目木　千絵 どめき　ちえ 40 愛知県

6 岸山　純子 きしやま　じゅんこ 42 静岡県

7 今橋　由紀 いまはし　ゆき 44 神奈川県

8 中川　栄 なかがわ　えい 42 和歌山県

9 中原　加代子 なかはら　かよこ 43 兵庫県

10 大槻　わか奈 おおつき　わかな 44 京都府

11 小松　まゆみ こまつ　まゆみ 44 東京都

12 田村　依里子 たむら　えりこ 40 東京都

13 磯江　亜紀子 いそえ　あきこ 46 兵庫県

14 杉田　真純 すぎた　ますみ 42 千葉県

15 千葉　佳弥 ちば　よしみ 42 千葉県

16 古賀　真理愛 こが　まりあ 42 東京都

17 辻本　憲子 つじもと　のりこ 45 京都府

18 神尾　明子 かみお　あきこ 43 長崎県

19 宮崎　恵美香 みやざき　えみか 46 熊本県

20 平松　陽子 ひらまつ　ようこ 43 東京都

21 兼松　亜紀 かねまつ　あき 47 愛知県

22 品田　有香 しなだ　ゆか 43 東京都

23 加藤　紗里 かとう　さり 44 東京都

24 Lazarescu　Corina らざれすく　こりな 44 東京都

25 牧寄　乃理子 まきより　のりこ 46 東京都

26 大野　詩子 おおの　うたこ 40 埼玉県

27 河島　亜樹 かわしま　あき 46 兵庫県

28 小林　園子 こばやし　そのこ 42 東京都

29 新井　絵里 あらい　えり 40 千葉県

30 砂川　知子 すながわ　ともこ 41 福岡県

31 平井　美奈 ひらい　みな 44 新潟県

32 破入　文子 はにゅう　ふみこ 49 新潟県

33 佐野　瑞穂 さの　みずほ 42 静岡県

34 町田　典子 まちだ　のりこ 49 東京都

35 上枝　亜矢 うええだ　あや 47 北海道

36 増田　葉子 ますだ　よおこ 40 静岡県

37 藤田　和美 ふじた　かずみ 45 岡山県

38 白渡　麻美 しらわたり　まみ 43 北海道

39 山田　裕香 やまだ　ゆか 41 静岡県

40 湯浅　優子 ゆあさ　ゆうこ 40 徳島県

41 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

42 坂本　由紀子 さかもと　ゆきこ 42 東京都

43 橋本　理緒 はしもと　りお 40 東京都

44 吉本　智子 よしもと　ともこ 46 山口県

45 高野　順子 たかの　じゅんこ 42 東京都

46 榎本　理栄子 えのもと　りえこ 45 東京都

47 加藤　圭美 かとう　たかみ 41 愛知県

【ウーマンズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 功刀　亨子 くぬぎ　きょうこ 54 東京都

2 丹羽　みゆき にわ　みゆき 51 福岡県

3 中島　由美子 なかじま　ゆみこ 52 東京都

4 長藤　綾子 ながとう　あやこ 53 兵庫県

5 中田　哉子 なかた　さいこ 54 北海道

6 白数　玲穂 しらす　たまほ 55 東京都

7 鈴木　美和 すずき　みわ 51 富山県

8 岡崎　秀子 おかざき　ひでこ 54 大阪府

9 渡辺　真子 わたなべ　まさこ 50 京都府

10 永島　理香 ながしま　りか 50 兵庫県

11 石本　珠美 いしもと　たまみ 55 兵庫県

12 伊藤　ゆみ いとう　ゆみ 52 愛知県

13 矢野　由紀 やの　ゆき 57 愛媛県

14 仁ノ岡　紀代美 にのおか　きよみ 55 東京都

15 平敷　里美 へしき　さとみ 53 沖縄県

16 廣川　まどか ひろかわ　まどか 53 東京都

17 山中　和美 やまなか　かずみ 57 大阪府

18 宮嶋　洋子 みやじま　ようこ 52 長野県

19 秋吉　美佳 あきよし　みか 51 福岡県

20 酒井　恵美 さかい　えみ 56 青森県

21 丸山　美穂 まるやま　みほ 51 福岡県

22 矢部　陽子 やべ　ようこ 51 東京都

23 遠藤　万美 えんどう　まみ 51 兵庫県

24 田島　美保代 たじま　みほよ 51 群馬県

25 松森　直美 まつもり　なおみ 52 広島県

26 高田　礼子 たかだ　れいこ 53 東京都

27 門明　麻美 かどあき　あさみ 52 高知県

28 佃　奈々子 つくだ　ななこ 59 東京都

29 門脇　美弥子 かどわき　みやこ 50 東京都

30 竹内　みゆき たけうち　みゆき 53 愛知県

31 岩本　美希代 いわもと　みきよ 51 兵庫県

32 横山　晴美 よこやま　はるみ 52 兵庫県

33 青山　成美 あおやま　まさみ 52 神奈川県

34 田村　栄子 たむら　えいこ 54 新潟県

35 荒井　有美 あらい　ありみ 54 埼玉県

36 竹花　由美子 たけはな　ゆみこ 50 埼玉県

37 中村　晃子 なかむら　あきこ 52 東京都

38 武井　久美子 たけい　くみこ 54 東京都

39 奥岡　美和子 おくおか　みわこ 52 東京都

40 杉田　由起子 すぎた　ゆきこ 55 大阪府

41 小田　由美 おだ　ゆみ 52 北海道

42 堀之内　典子 ほりのうち　のりこ 50 神奈川県

43 新井　幸子 あらい　さちこ 54 東京都

44 大釜　かおり おおがま　かおり 50 兵庫県

45 五味　由美子 ごみ　ゆみこ 50 東京都

46 石川　美幸 いしかわ　みゆき 51 静岡県

47 飯田　宏美 いいだ　ひろみ 51 愛知県

48 佐野　倫代 さの　みちよ 51 愛知県

49 竹原　典子 たけはら　のりこ 50 愛知県

50 上野　智子 うえの　ともこ 53 愛知県

51 本間　全代 ほんま　まさよ 54 静岡県

【クイーンクラス】


