
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 堀 匡毅 ほり まさき 24 滋賀県
2 杉本 祐輔 すぎもと ゆうすけ 26 ⼤阪府
3 渡邊 ⿓⼈ わたなべ りゅうと 23 滋賀県
4 榎本 啓希 えのもと ひろき 22 滋賀県
5 富永 貴浩 とみなが たかひろ 25 滋賀県
6 城⼭ 泰明 しろやま やすあき 29 滋賀県
7 安部 圭史 あんべ けいじ 27 滋賀県
8 ⾕⼝ サムエル たにぐち さむえる 28 ⼤阪府
9 原 啓⼀郎 はら けいいちろう 26 滋賀県

10 古⼭ 楓悟 こやま ふうご 23 滋賀県
11 ⾕澤 太陽 たにざわ もとはる 29 兵庫県
12 ⼤⿊ 裕太 だいこく ゆうた 29 ⼤阪府
13 川⽥ 知史 かわた さとし 28 滋賀県
14 ⾼畑 ⼤将 たかはた だいすけ 29 滋賀県
15 ⿊⾕ 亘 くろたに わたる 26 愛知県
16 花村 公平 はなむら こうへい 29 滋賀県
17 ⼆宮 昂希 にのみや こうき 22 滋賀県
18 梅林 ⼤流 うめばやし まさる 20 愛知県
19 林 邦彦 はやし くにひこ 29 滋賀県
20 上松 康⼀郎 うえまつ こういちろう 23 滋賀県
21 近藤 良起 こんどう よしき 22 愛知県
22 ⾦⼦ 凌太郎 かねこ りょうたろう 28 滋賀県
23 磯部 晃希 いそべ こうき 23 滋賀県
24 中⻄ 恭平 なかにし きょうへい 29 三重県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
25 ⼤折 洋明 おおおり ひろあき 30 三重県
26 南 亮⼆ みなみ りょうじ 38 滋賀県
27 東川 圭介 うのかわ けいすけ 30 奈良県
28 中村 友也 なかむら ともや 32 京都府
29 ⾕⼝ 孔⼆ たにぐち こうじ 31 京都府
30 東⾕内 浩⼈ ひがしやち ひろと 30 ⼤阪府
31 中⽥ 恒平 なかた こうへい 33 ⼤阪府
32 ⼩峯 勇気 こみね ゆうき 33 ⼤阪府
33 宮島 裕⼆ みやじま ゆうじ 33 愛知県
34 ⼭之上 雄也 やまのうえ ゆうや 34 ⼤阪府
35 ⽶⽥ 直⽣ よねだ なおき 30 三重県
36 ⽥井中 亮⼆ たいなか りょうじ 30 滋賀県
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37 浅井 佑貴 あさい ゆうき 36 滋賀県
38 出⽔⽥ 智⼤ いずみだ ともひろ 32 滋賀県
39 佐⽵ 俊英 さたけ としひで 37 岐⾩県
40 森澤 直毅 もりさわ なおき 33 京都府
41 ⼭⼝ 隼佑 やまぐち しゅんすけ 30 滋賀県
42 ⼀丸 貴希 いちまる よしき 33 滋賀県
43 中村 ⼤樹 なかむら ひろき 35 ⼤阪府
44 朝倉 雅之 あさくら まさゆき 33 ⼤阪府
45 堀⼝ 雅幸 ほりぐち  まさゆき 33 滋賀県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
46 ⾚⽥ 真朗 あかた まさあき 46 兵庫県
47 奥野 保 おくの たもつ 49 滋賀県
48 樋⼝ 靖洋 ひぐち やすひろ 47 三重県
49 ⼤塚 裕貴 おおつか ひろき 47 滋賀県
50 伴 明規夫 ばん みきお 45 滋賀県
51 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 46 愛知県
52 降旗 ⼀仁 ふるはた かずひと 41 滋賀県
53 丸⼭ 泰征 まるやま やすゆき 44 滋賀県
54 渡辺 亮 わたなべ りょう 40 滋賀県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
55 ⾼倉 富美夫 たかくら ふみお 51 滋賀県
56 ⼭下 功 やました いさお 51 滋賀県
57 野⽥ 光徳 のだ みつのり 52 滋賀県
58 ⻑⾕川 順⼀ はせがわ じゅんいち 58 兵庫県
59 松本 貴寿 まつもと たかとし 58 三重県
60 三宅 範彦 みやけ のりひこ 51 滋賀県
61 村⽥ 幸穂 むらた ゆきお 55 滋賀県
62 ⽮部  博⼀ やべ ひろかず 50 ⼤阪府
63 村⽥ トオル むらた とおる 55 兵庫県
64 鈴⽊ 直樹 すずき なおき 50 愛知県
65 藤⽥ 正則 ふじた まさのり 56 ⼤阪府
66 嶋⽥ 徳泰 しまだ のりやす 61 奈良県
67 溝越 剛⼈ みぞこし よしと 53 ⼤阪府
68 武内 弘道 たけうち ひろみち 55 滋賀県
69 川津 光昭 かわつ みつあき 51 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 溝渕  ⾹織 みぞぶち かおり 26 兵庫県
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2 川井 光⾹ かわい みつか 29 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
3 ⾐奈 綾 いな あや 35 愛知県
4 栗原 真栄 くりはら まい 36 京都府
5 ⾨川 好美 かどかわ よしみ 34 奈良県
6 梶川 江梨⼦ かじかわ えりこ 33 愛知県
7 ⽩⽔ 祐⾹ しろみず ゆか 36 愛知県
8 松村 ⾹代⼦ まつむら かよこ 36 滋賀県
9 淺井 舞 あさい まい 33 愛知県

10 伊藤 靖⼦ いとう やすこ 37 京都府
11 佐々⽊ 亜紀⼦ ささき あきこ 36 ⼤阪府
12 溝越 茜 みぞこし あかね 33 ⼤阪府
13 ⻑⾕川 ⼣⼦ はせがわ ゆうこ 35 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
14 ⽔野 慶⼦ みずの けいこ 40 兵庫県
15 ⼩⻄ 真由 こにし まゆ 39 滋賀県
16 川内 律⼦ かわうち りつこ 41 ⼤阪府
17 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 45 奈良県
18 宮⽥ 真希 みやた まき 42 京都府
19 播磨 久美⼦ はりま くみこ 43 兵庫県
20 中宗 ⼀代 なかむね かずよ 40 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
21 ⼭本 ⾥佐 やまもと りさ 56 兵庫県
22 熊⾕ 彰⼦ くまがい あきこ 50 ⼤阪府
23 ⽵⽥ 葉⼦ たけだ ようこ 61 ⼤阪府
24 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 57 愛知県
25 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 53 ⼤阪府
26 實 ⿇紀 じつ まき 49 ⼤阪府
27 ⽥中 雅⼦ たなか まさこ 52 滋賀県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】
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