
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 能登 貴⽣ のと たかき 25 富⼭県
2 岩崎 海⽃ いわさき かいと 20 富⼭県
3 新庄 託也 しんじょう たくや 28 富⼭県
4 ⼟⽥ 俊助 つちだ しゅんすけ 23 富⼭県
5 ⻑津 泰⽣ ながつ たいせい 21 富⼭県
6 伊藤 圭祐 いとう けいすけ 22 新潟県
7 村松 敬介 むらまつ けいすけ 29 愛知県
8 倉⽥ 晃介 くらた こうすけ 25 富⼭県
9 ⼤⽵ 拓海 おおたけ たくみ 22 愛知県

10 桂⼭ 晃輔 かやま こうすけ 25 東京都
11 平野 太⼀ ひらの たいち 26 東京都
12 兵庫 真司 ひょうご しんじ 20 東京都
13 ⽥中 ⼀樹 たなか かずき 27 新潟県
14 坂⽥ 裕司 さかた ゆうじ 21 富⼭県
15 澤⽥ 幸平 さわだ こうへい 24 富⼭県
16 河⻄ 秋平 かわにし しゅうへい 22 富⼭県
17 ⻑塚 俊貴 ながつか としき 28 ⼤阪府
18 河住 雄⼆郎 かわすみ ゆうじろう 21 神奈川県
19 濱野  孝樹 はまの たかき 24 東京都
20 ⽇⽐野 幸⽣ ひびの ゆきお 29 富⼭県
21 ⾺渕 晃汰 まぶち こうた 22 愛知県
22 吉⽥  健⼀ よしだ けんいち 29 ⻑野県
23 福原 稜介 ふくはら りょうすけ 20 富⼭県
24 ⽻下 健司 はが けんじ 26 新潟県
25 平良 遥 たいら はるか 24 兵庫県
26 河本 ⼀樹 かわもと かずき 25 富⼭県
27 中川 敬晃 なかがわ ひろあき 25 ⻑野県
28 ⾓⾕ 優太朗 かくたに ゆうたろう 22 ⻑野県
29 ⼀⼾ 曹佑 いちのへ そうすけ 29 東京都
30 都築 靖明 つづき やすあき 28 愛知県
31 ⽔川 晃太 みずかわ こうた 29 愛知県
32 影⼭ 健吾 かげやま けんご 22 ⽯川県
33 ⾼橋 勝男 たかはし かずお 26 新潟県
34 藤井 ⼤志 ふじい たいし 22 ⻑野県
35 ⽵中 直也 たけなか なおや 28 富⼭県
36 川上 智也 かわかみ ともや 19 富⼭県
37 開発 郁 かいほつ かおる 25 富⼭県
38 杉⼭ 翔 すぎやま しょう 24 愛知県
39 桑村 貴太 くわむら たかと 28 ⽯川県
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40 村瀬 智哉 むらせ ともや 24 愛知県
41 川原 功 かわはら いさお 22 富⼭県
42 三⽥ 峻也 みた しゅんや 24 富⼭県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
43 ⼯藤 雅宏 くどう まさひろ 35 富⼭県
44 ⼩⻄ 裕樹 こにし ひろき 39 ⽯川県
45 ⿑藤 拓也 さいとう たくや 34 富⼭県
46 ⼭⼝ 智也 やまぐち ともや 35 岐⾩県
47 ⼤澤 潤 おおさわ じゅん 36 富⼭県
48 ⾚野 悟 あかの さとる 38 新潟県
49 佐伯 健 さえき けん 36 富⼭県
50 佐藤 拓 さとう たく 37 埼⽟県
51 倉澤 翔 くらさわ しょう 31 新潟県
52 名嶋 政昭 なじま まさあき 30 京都府
53 野々下 司 ののした つかさ 32 愛知県
54 川上 雄介 かわかみ ゆうすけ 33 東京都
55 ⾼野 拓也 たかの たくや 31 富⼭県
56 斎藤 雅俊 さいとう まさとし 33 福井県
57 吉⽥ 準⼀郎 よしだ じゅんいちろう 32 ⽯川県
58 松浦 穣⼀ まつうら じょういち 38 東京都
59 ⼩杉 侑嗣 こすぎ ゆうし 31 ⽯川県
60 川上 ⿓介 かわかみ りゅうすけ 30 東京都
61 ⽶澤 拓弥 よねざわ たくや 30 富⼭県
62 ⽯築 慶⼀ いしずき けいいち 32 富⼭県
63 ⼩幡 建仁 おばた けんと 30 新潟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
64 堀 真康 ほり まさやす 43 富⼭県
65 保坂 光亮 ほさか こうすけ 40 富⼭県
66 五⼗嵐 肇 いがらし はじめ 47 富⼭県
67 久⽊野  将 くきの まさる 47 富⼭県
68 酒井 剛司 さかい つよし 45 愛知県
69 瀬川 将⼈ せがわ まさと 49 富⼭県
70 今尾 哲也 いまお てつや 41 岐⾩県
71 松波 和弘 まつなみ かずひろ 47 東京都
72 内⼭ 幸樹 うちやま こうき 47 東京都
73 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 46 愛知県
74 ⽊村 敬 きむら けい 40 滋賀県
75 奥野 保 おくの たもつ 49 滋賀県
76 野⽥ 哲也 のだ てつや 40 愛知県

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



77 福⼭ 俊光 ふくやま としみつ 42 富⼭県
78 川原 充明 かわはら みつあき 46 ⽯川県
79 三浦 敏夫 みうら としお 41 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
80 ⼩幡 将春 おばた まさはる 51 北海道
81 ⽶倉 勉 よねくら つとむ 54 富⼭県
82 嶋⽥ 真⼦ しまだ まこ 62 奈良県
83 ⼭⽥ 和伸 やまだ かずのぶ 57 愛知県
84 五條 健 ごじょう たけし 51 埼⽟県
85 近藤 裕司 こんどう ゆうじ 51 愛知県
86 深⾕ 英利 ふかや ひでとし 50 愛知県
87 奈良 孝昭 なら たかあき 50 埼⽟県
88 辻⽥ 朋 つじた とも 52 三重県
89 ⽶⽥ 智 よねだ さとし 53 滋賀県
90 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 54 東京都
91 三浦 誠治 みうら せいじ 57 愛知県
92 加藤 ⼀秀 かとう かずひで 52 東京都
93 伊藤 伸明 いとう のぶあき 49 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻄村 幸恵 にしむら さちえ 24 愛知県
2 星野 美那実 ほしの みなみ 26 千葉県
3 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 27 千葉県
4 村松 祐佳 むらまつ ゆか 24 愛知県
5 神保 美⾹ じんぼ みか 29 神奈川県
6 松本 明美 まつもと あけみ 29 ⽯川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
7 野村 果央 のむら みお 35 岐⾩県
8 宮⽥ 枝⾥佳 みやた えりか 31 富⼭県
9 ⽊村 由依 きむら ゆい 31 愛知県

10 澤藤 成⼦ さわふじ せいこ 30 岐⾩県
11 向 依⾥ むかい えり 33 ⽯川県
12 ⽩⽔ 祐⾹ しろみず ゆか 36 愛知県
13 柏⽊ やよい かしわぎ やよい 34 千葉県
14 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県
15 江川 ⿇理 えがわ まり 30 ⼤阪府
16 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
17 廣瀬 絢⼦ ひろせ あやこ 33 新潟県

【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
18 横⼭ 保江 よこやま やすえ 48 千葉県
19 藤井 やよい ふじい やよい 40 神奈川県
20 ⼭本 真由美 やまもと まゆみ 41 岐⾩県
21 森 由希⼦ もり ゆきこ 48 千葉県
22 ⾼久 あゆみ たかく あゆみ 40 埼⽟県
23 堀野 祐美 ほりの ゆみ 48 東京都
24 深沢 万佐⼦ ふかざわ まさこ 46 千葉県
25 近藤 久美⼦ こんどう くみこ 42 新潟県
26 加藤 由佳理 かとう ゆかり 43 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
27 ⽥村 栄⼦ たむら えいこ 53 新潟県
28 杉原 みのり すぎはら みのり 53 ⼤阪府
29 本間 全代 ほんま まさよ 53 静岡県
30 伊藤 ゆみ いとう ゆみ 51 愛知県
31 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 56 東京都

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


