
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽥中 涼真 たなか りょうま 22 奈良県
2 中川 晃雄 なかがわ あきお 26 ⼤阪府
3 瀧本 玲児 たきもと れいじ 25 ⼤阪府
4 塩⾕ 元基 しおたに げんき 27 ⼤阪府
5 ⾦野 滉助 かねの こうすけ 21 奈良県
6 ⻲井 健太 かめい けんた 27 愛知県
7 ⾕柿 建伍 たにがき けんご 21 滋賀県
8 ⽣⾕ 申乃介 いくたに しんのすけ 25 ⼤阪府
9 久野 翔平 ひさの しょうへい 28 奈良県

10 ⽶澤 誠 よねざわ まこと 23 ⼤阪府
11 安東 良介 あんどう りょうすけ 25 ⼤阪府
12 ⼤成 雅⼤ おおなり まさひろ 24 愛知県
13 ⽥中 祐⼀ たなか ゆういち 27 奈良県
14 芝⽥ 和輝 しばた かずき 23 奈良県
15 ⻄脇 ⻯平 にしわき りゅうへい 26 ⼤阪府
16 ⿑藤 功⼤ さいとう こうた 21 千葉県
17 新開 翔 しんかい しょう 27 兵庫県
18 ⼭⽥ 元喜 やまだ もとき 21 奈良県
19 松原 優樹 まつばら ゆうき 29 奈良県
20 梅林 ⼤流 うめばやし まさる 20 愛知県
21 平⼭ 和貴 ひらやま かずき 26 ⼤阪府
22 後藤 泰元 ごとう たいげん 19 岐⾩県
23 ⾦野 慎吾 かねの しんご 23 奈良県
24 松井 智司 まつい さとし 23 兵庫県
25 ⻄浦 聖樹 にしうら せいじゅ 22 愛知県
26 ⻑⾕川 岳 はせがわ がく 22 神奈川県
27 中井 冬⾺ なかい とうま 29 兵庫県
28 ⼩林 真吾 こばやし しんご 20 神奈川県
29 安部 啓彰 あべ ひろあき 26 奈良県
30 ⽥花 弘喜 たばな こうき 23 ⼤阪府
31 森崎 友喜 もりさき ゆうき 24 ⼤阪府
32 ⽟井 朋哉 たまい ともや 25 奈良県
33 ⽯⽥ 勇樹 いしだ ゆうき 23 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
34 ⼤⼭ 誠 おおやま まこと 38 ⼤阪府
35 ⻄川 卓志 にしかわ たくじ 30 ⼤阪府
36 ⼩⽥原 弘識 おだはら ひろし 30 ⼤阪府
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37 ⽯渡 ⼤地 いしわた だいち 29 ⼤阪府
38 平岡 達也 ひらおか たつや 31 ⼤阪府
39 名嶋 政昭 なじま まさあき 30 京都府
40 ⻄浦 ⼤輔 にしうら だいすけ 32 ⼤阪府
41 ⻄川 隆太 にしかわ りゅうた 30 奈良県
42 中川 ⼤助 なかがわ だいすけ 30 奈良県
43 枝川 右 えだがわ ゆう 37 ⼤阪府
44 柴⽥  光 しばた ひかる 34 奈良県
45 末吉 範⼠ すえよし のりひと 31 奈良県
46 ⽯⽥ 弘樹 いしだ ひろき 32 奈良県
47 植⽥ 優⼰ うえだ ゆうき 30 兵庫県
48 乾 智彦 いぬい ともひこ 32 奈良県
49 福⽥ ヤスフミ ふくだ やすふみ 36 奈良県
50 辻本 浩典 つじもと ひろのり 35 奈良県
51 ⼤林 巧祐 おおばやし こうすけ 33 奈良県
52 関⼾ 秀明 せきど ひであき 33 兵庫県
53 中井 健司 なかい けんじ 37 滋賀県
54 本⽥ 真⼀ ほんだ しんいち 35 京都府
55 ⻘⽊ 将義 あおき まさよし 32 奈良県
56 池嶋 隆史 いけじま たかし 30 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
57 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 48 ⼤阪府
58 井上 豪⼀ いのうえ ごういち 42 京都府
59 ⽊下 雅貴 きのした まさき 42 京都府
60 ⽥中 淳也 たなか じゅんや 42 奈良県
61 伏⽊ 泰平 ふしき たいへい 40 奈良県
62 ⼤島 正利 おおしま ましとし 49 ⼤阪府
63 上村 貴世史 うえむら きよし 42 ⼤阪府
64 鈴⽊ 隆志 すずき たかし 44 京都府
65 ⾵本 覚 かぜもと さとる 45 奈良県
66 岡本 靖司 おかもと せいじ 40 奈良県
67 中⾕ 公⼀ なかたに きみかず 47 奈良県
68 兵頭 ⾠徳 ひょうどう たつのり 42 奈良県
69 古川 誠史 ふるかわ せいし 40 ⼤阪府
70 福⽥ 了也 ふくだ あきや 46 奈良県
71 淡⽥ 卓⼰ あわた たくみ 45 兵庫県
72 森本 ⻯也 もりもと たつや 41 ⼤阪府
73 新宮 利英 しんぐう としひで 45 京都府
74 丸⼭ 達治 まるやま たつじ 49 ⼤阪府
75 伊勢 典弘 いせ のりひろ 41 奈良県
76 橋本 ⻯ はしもと りゅう 43 京都府

【マスターズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
77 嶋⽥ 徳泰 しまだ のりやす 62 奈良県
78 ⼭本 弥 やまもと わたる 59 ⼤阪府
79 松本 貴寿 まつもと たかとし 58 三重県
80 吉村 武 よしむら たけし 55 ⼤阪府
81 ⽶⽥ 道宏 よねだ みちひろ 60 奈良県
82 ⼭本 弥 やまもと わたる 59 ⼤阪府
83 ⽮野 暢昭 やの のぶあき 51 ⼤阪府
84 吉⽥ ⼀史 よしだ かずし 58 滋賀県
85 櫻井 康司 さくらい やすじ 51 奈良県
86 上⽥ 時次郎 うえだ ときじろう 56 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 城⼾ ⿇⾥ きど まり 28 ⼤阪府
2 ⽣⽥ 優希 いくた ゆき 29 奈良県
3 ⼋重樫 夏希 やえがし なつき 28 ⼤阪府
4 森⽥ 真凜 もりた まりん 23 兵庫県
5 ⾼⽊ あずさ たかぎ あずさ 28 ⼤阪府
6 岡⽥ 千沙 おかだ ちさ 28 奈良県
7 中野 紗希 なかの さき 25 京都府
8 ⽳井  紅瑠美 あない くるみ 23 福岡県
9 ⼋嶌 円⾹ やしま まどか 23 奈良県

10 峰 冬美 みね ふゆみ 26 ⼤阪府
11 中永  瑠詞⾐ なかなが るしい 21 ⼤阪府
12 中川 奈々 なかがわ なな 23 ⼤阪府
13 向⼭ 茉⾥ むこやま まり 27 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
14 栗原 真栄 くりはら まい 36 京都府
15 ⾐奈 綾 いな あや 35 愛知県
16 花井 ⿇夜 はない まや 36 愛知県
17 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県
18 加藤 好恵 かとう よしえ 36 東京都
19 森川 藍⼦ もりかわ あいこ 34 奈良県
20 ⾨川 好美 かどかわ よしみ 34 奈良県
21 ⻑⾕川 ⼣⼦ はせがわ ゆうこ 35 京都府
22 今 かおる いま かおる 31 ⼤阪府
23 ⽊村 由依 きむら ゆい 31 愛知県
24 ⼤⽯ 愛 おおいし あい 30 京都府

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
25 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 45 奈良県
26 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 45 奈良県
27 杉崎 和⼦ すぎさき かずこ 43 兵庫県
28 岩下 恵美 いわした えみ 41 ⼤阪府
29 國吉 亜⽮⼦ くによし あやこ 48 兵庫県
30 久保⽥ 優⼦ くぼた ゆうこ 41 神奈川県
31 ⼭⼝ 綾美 やまぐち あやみ 42 愛知県
32 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 43 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
33 播磨 みや はりま みや 52 兵庫県
34 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 52 北海道
35 林 直美 はやし なおみ 53 愛知県
36 奥⽥ 美紀 おくだ みき 54 ⼤阪府
37 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 52 ⼤阪府

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


