
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 侯 書棟 こう しょとう 28 ⼤阪府
2 森⼭ ⼤⼠ もりやま たいし 29 熊本県
3 ⽑利 翔 もうり しょう 21 熊本県
4 ⼭⼝ 駿 やまぐち しゅん 20 熊本県
5 ⽊藤 慎也 きとう しんや 22 熊本県
6 ⾚崎 勇太 あかさき ゆうた 28 ⿅児島県
7 ⽥中 雅史 たなか まさし 22 ⼤分県
8 ⾦⼦ 誠 かねこ まこと 26 ⿅児島県
9 ⼭崎 隆也 やまざき りゅうや 29 ⼤阪府
10 ⽯川 ⼒ いしかわ りき 29 ⼤阪府
11 東條 将太 とうじょう しょうた 25 ⿅児島県
12 橋本 悠希 はしもと ゆうき 23 兵庫県
13 永峯 憲仁 ながみね のりひと 25 福岡県
14 古屋 湧梧 ふるや ゆうご 20 東京都
15 上原 健太 うえはら けんた 26 東京都
16 辻 亮吾 つじ りょうご 20 宮崎県
17 星野 良介 ほしの りょうすけ 29 ⿅児島県
18 河合 翔太 かわい しょうた 27 ⿅児島県
19 川上 卓⾺ かわかみ たくま 27 ⼤分県
20 東 優輝 ひがしゆうき 23 愛知県
21 村上 昇司 むらかみ しょうじ 29 広島県
22 ⽥児 博⾂ たご ひろおみ 28 ⿅児島県
23 本⽥ 崇起 ほんだ たかき 28 兵庫県
24 吉⾒ 優輝 よしみ まさき 25 ⼤分県
25 ⽥中 瞭汰 たなか りょうた 22 ⿅児島県
26 岩⾕ 彰⼤ いわや しょうた 23 ⿅児島県
27 中⼭ 隆希 なかやま りゅうき 20 東京都
28 久 健太郎 ひさし けんたろう 24 兵庫県
29 ⼊⼝ 晃史 いりぐち あきひと 25 ⿅児島県
30 豊永 光城 とよなが こうき 20 福岡県
31 原⽥ 凱⼈ はらだ がいと 25 ⿅児島県
32 杉⼭ 和⼰ すぎやま かずみ 25 愛知県
33 中尾 ⻯也 なかお たつや 23 ⿅児島県
34 湯浦 明宏 ゆうら あきひろ 28 福岡県
35 ⼩薗 晶⼀ こぞの しょういち 23 ⼤阪府
36 前原 貴⼤ まえはら たかひろ 28 東京都
37 植⽥ 基起 うえだ もとき 22 兵庫県
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出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻄村 武⼠ にしむら たけし 31 東京都
2 迫 圭弘 さこ よしひろ 30 ⿅児島県
3 中島 秀隆 なかしま ひでたか 35 福岡県
4 ⽥中 健司 たなか けんじ 31 福岡県
5 佐野 雅⼀ さの まさかず 31 福岡県
6 ⽥中 俊平 たなか しゅんぺい 30 ⿅児島県
7 柴⽥ 亮 しばた りょう 32 千葉県
8 武⽥ 信樹 たけだ のぶき 38 ⿅児島県
9 福村 幸太郎 ふくむら こうたろう 38 宮崎県
10 ⼭⽥ 悠 やまだ ゆう 39 宮崎県
11 ⾸藤 拓⾺ しゅとう たくま 31 東京都
12 嶋崎 将⼈ しまさき まさと 31 ⼤分県
13 三井 健司 みつい けんじ 33 東京都
14 ⻑⽊ 壮⽮ ながき そうや 35 和歌⼭県
15 ⽥辺 雅也 たなべ まさや 35 ⿅児島県
16
17 桝⾕ 勝 ますたに まさる 39 福岡県
18 上野 あつし うえの あつし 32 東京都
19 眞鍋 佑輔 まなべ ゆうすけ 31 福岡県
20 刈⼭ 貴博 かりやま たかひろ 33 東京都
21 菊川 博久 きくかわ ひろひさ 31 ⼤分県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 上⽊原 孝 かみきはら たかし 44 ⿅児島県
2 ⽯川 亮治 いしかわ りょうじ 45 ⿅児島県
3 岩元 ⼀志 いわもと かずし 42 ⿅児島県
4 簗⽥ 宏⾏ やなだ ひろゆき 40 熊本県
5 川島 千明 かわしま ちあき 41 千葉県
6 髙地 進也 たかち しんや 43 宮崎県
7 ⾼橋 正⼆郎 たかはし しょうじろう 48 ⿅児島県
8 畑井⽥ 真⼀ はたいだ しんいち 40 熊本県
9 枦⼭ 猛 はしやま たけし 40 東京都
10 ⼩林 勝裕 こばやし かつひろ 41 東京都
11 井上 博信 いのうえ ひろのぶ 40 熊本県
12 ⽵⽥ 敏浩 たけだ としひろ 42 福岡県
13 浅川 陽介 あさかわ ようすけ 45 福岡県
14 佐藤 陽⼀ さとう よういち 44 ⿅児島県
15 齋藤 繁⼀ さいとう しげかず 41 東京都

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】

エントリー間違いのため。変更



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中⾺ 豊 ちゅうまん ゆたか 55 ⿅児島県
2 松村 仁志 まつむら ひとし 58 ⿅児島県
3 狩野 正義 かのう まさよし 56 ⿅児島県
4 宮崎 健治 みやざき けんじ 51 ⼤阪府
5 池上 真⼈ いけがみ なおひと 53 ⿅児島県
6 ⼤⽯ 英男 おおいし ひでお 54 千葉県
7 ⽔上 孝則 みずかみ たかのり 59 福岡県
8 野本 智 のもと さとし 53 ⿅児島県
9 ⻄ 俊⼀郎 にし しゅんいちろう 59 ⿅児島県
10 渡部 嘉⽂ わたなべ よしふみ 51 群⾺県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 浅川 尚美 あさかわ なおみ 25 福岡県
2 佐野 由美 さの ゆみ 28 福岡県
3 川鍋 葵 かわなべ あおい 27 埼⽟県
4 塩満 真由⾹ しおみつ まゆか 25 ⿅児島県
5 ⼭下 始佳 やました もとか 26 ⿅児島県
6 富永 亜莉菜 とみなが ありな 19 京都府
7 中村 有希 なかむら ゆうき 23 東京都
8 三⾕ 佳那恵 みたに かなえ 26 広島県
9 ⼭本 鈴 やまもと りん 26 福岡県
10 造免 恭⼦ ぞうめん きょうこ 28 ⿅児島県
11 河野 はるな かわの はるな 28 福岡県
12 松崎 萌夏 まつざき もえか 20 福岡県
13 野中 晴加 のなか はるか 23 福岡県
14 王 嬋君 おう ぜんくん 27 群⾺県
15 内⽥ 美麗 うちだ みれい 25 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽵本 明⼦ たけもと あきこ 37 ⿅児島県
2 内海 ⾹織 うつみ かおり 34 神奈川県
3 甲斐 由姫 かい ゆき 31 ⼤分県
4 ⽥中 佐和⼦ たなか さわこ 33 福岡県
5 宮崎 優 みやざき ゆう 33 ⿅児島県
6 藤 絢⼦ とう あやこ 34 ⿅児島県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾦井 ⿇⾐ かない まい 43 ⼤阪府

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】

【ウーマンズクラス】



2 井上 晴世 いのうえ はるよ 45 埼⽟県
3 今橋 由紀 いまはし ゆき 42 神奈川県
4 瀬野 優⼦ せの ゆうこ 41 沖縄県
5 ⼭⽥ 聖⼦ やまだ せいこ 43 東京都
6 ⾼橋 美弥⼦ たかはし みやこ 46 宮崎県
7 中原 加代⼦ なかはら かよこ 41 兵庫県
8 秋⼭ 千鶴 あきやま ちづる 45 東京都
9 岩松 美幸 いわまつ みゆき 49 兵庫県
10 川原 久美⼦ かわはら くみこ 41 ⻑崎県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 仲宗根 ひとみ なかそね ひとみ 52 沖縄県
2 溝⼝ 由佳 みぞぐち ゆか 53 東京都
3 塚本 由美 つかもと ゆみ 53 千葉県
4 野原 英⼦ のはら えいこ 57 福岡県
5 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 55 東京都
6 住⾕ 摩耶 すみや まや 52 東京都
7 河好⼦ ハーホージャ 59 兵庫県

【クイーンクラス】


