
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾕⼝ 陽介 たにぐち ようすけ 24 兵庫県
2 ⽥⼝ ⼤貴 たぐち だいき 20 ⼤阪府
3 原⽥ 和洋 はらだ かずひろ 20 三重県
4 苅⾕ 翔 かりや しょう 28 岐⾩県
5 ⽯原 晃秀 いしはら あきひで 29 愛知県
6 菊⽥ ⼀輝 きくた いっき 22 東京都
7 草深 智 くさふか さとし 25 三重県
8 市川 晃雅 いちかわ こうが 19 三重県
9 染井 ⼤輔 そめい だいすけ 25 三重県
10 村上 貴将 むらかみ たかまさ 25 三重県
11 鈴⽊ 将太 すずき しょうた 27 岐⾩県
12 ⼀丸 翔巨 いちまる しょうご 29 愛知県
13 ⾼橋 航 たかはし わたる 22 滋賀県
14 室⾕ 勇磨 むろや ゆうま 26 愛知県
15 北川 漱真 きたがわ そうま 22 三重県
16 橋詰 衛 はしづめ まもる 25 静岡県
17 古久保 ⿓太郎 ふるくぼ りゅうたろう 29 三重県
18 杉⼭ ⼒⽃ すぎやま りきと 25 三重県
19 井⼝ 琢⽃ いぐち たくと 20 静岡県
20 佐久間 秀 さくま しゅう 19 三重県
21 丸⼭ 太⼀ まるやま たいち 28 京都府
22 ⽥端 ⻯之介 たばた りゅうのすけ 29 愛知県
23 神野 達朗 じんの たつろう 28 愛知県
24 樋⼭ 瑞紀 ひやま みずき 25 静岡県
25 鈴⽊ ⽂⼈ すずき あやと 23 三重県
26 ⾼島 隼⼈ たかしま はやと 22 三重県
27 細江 宏基 ほそえ ひろき 26 愛知県
28 閑野 伊織 かんの いおり 29 東京都
29 中⻄ 恭平 なかにし きょうへい 28 三重県
30 多治⾒ 亮平 たじみ りょうへい 27 岐⾩県
31 ⻑⾕川 晃⼤ はせがわ あきひろ 27 愛知県
32 ⽥端 倫太郎 たばた りんたろう 27 愛知県
33 中村 亮太 なかむら りょうた 29 東京都
34 堀之内 ⼀穂 ほりのうち かずほ 26 三重県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
35 東 陽介 あずま ようすけ 30 福井県
36 鵜飼  崇弘 うかい たかひろ 38 三重県
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37 松尾 茂 まつお しげる 36 東京都
38 左川 康平 さがわ こうへい 31 北海道
39 岡 ⾼広 おか たかひろ 30 三重県
40 ⼤井 直樹 おおい なおき 38 愛知県
41 後藤 匠 ごとう たくみ 32 三重県
42 ⾺上 仁 もうえ じん 38 愛知県
43 森⽥ 洋平 もりた ようへい 38 三重県
44 天⽩ 恭太 てんぱく きょうた 33 三重県
45 松井 智也 まつい ともや 31 三重県
46 川⼝ 祥央 かわぐち ひろお 30 三重県
47 森 裕司 もり ゆうじ 38 三重県
48 松重 光祐 まつしげ こうすけ 31 千葉県
49 桑原 ⼤樹 くわばら ひろき 31 愛知県
50 加藤 健⼀ かとう けんいち 38 愛知県
51 ⽔⾕ 公輔 みずたに こうすけ 37 三重県
52 ⻘⼭ 真 あおやま まこと 35 愛知県
53 南 晃則 みなみ あきのり 34 三重県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
54 ⼟居 直樹 どい なおき 47 三重県
55 松坂 憲 まつざか ただし 40 東京都
56 松葉 克敏 まつば かつとし 42 三重県
57 ⻄垣 洋平 にしがき ようへい 42 兵庫県
58 ⾼⼝ 昌⼠ こうぐち まさし 40 愛知県
59 樋⼝ 靖洋 ひぐち やすひろ 47 三重県
60 ⼩池 勝 こいけ まさる 42 静岡県
61 浅尾 真吾 あさお しんご 46 三重県
62 坂倉 正哉 さかくら まさや 42 三重県
63 酒井 剛司 さかい つよし 45 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
64 須川 英昭 すがわ ひであき 55 三重県
65 松本 貴寿 まつもと たかとし 58 三重県
66 中島 勇 なかじま いさむ 56 三重県
67 布施 義⾼ ふせ よしたか 53 三重県
68 辻⽥ 朋 つじた とも 53 三重県
69 上林 賢次 かみばやし けんじ 51 ⼤阪府
70 ⽯原 康伸 いしはら やすのぶ 51 愛知県
71 村⽥ トオル むらた とおる 55 兵庫県
72 三宅 範彦 みやけ のりひこ 51 滋賀県
73 杉本 博之 すぎもと ひろゆき 56 兵庫県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



74 中村 ⼀幸 なかむら かずゆき 50 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 森岡 みさき もりおか みさき 25 三重県
2 福⼠ 由桂 ふくし ゆか 28 東京都
3 井⼝ 恵理 いぐち えり 21 愛知県
4 村松 祐佳 むらまつ ゆか 24 愛知県
5 中島 綾⾹ なかじま あやか 24 兵庫県
6 ⾼城 やよい たかぎ やよい 26 愛知県
7 ⼭本 なつみ やまもと なつみ 26 愛知県
8 杉本 チェスカ すぎもと ちぇすか 25 ⼤阪府
9 佐藤 友李 さとう ゆうり 28 北海道
10 近原 沙織 ちかはら さおり 28 ⼤阪府
11 河合 シャロン かわい しゃろん 24 三重県
12 ⼭本 佳奈 やまもと かな 24 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
13 三⾕ 美⾹ みたに みか 31 三重県
14 ⼤⽯ 愛 おおいし あい 30 京都府
15 ⾕⼝ 亜佳⼦ たにぐち あかね 39 愛知県
16 ⾐奈 綾 いな あや 35 愛知県
17 吉川 ⿇由 よしかわ まゆ 37 三重県
18 福永 千絵美 ふくなが ちえみ 33 兵庫県
19 鞭⾺ 沙織 むちま さおり 31 愛知県
20 ⽯⿊ ⽂恵 いしぐろ ふみえ 30 愛知県
21 ⿊澤 美野⾥ くろさわ みのり 37 神奈川県
22 伊吹 奈々 いぶき なな 37 愛知県
23 岩崎 温⼦ いわさき あつこ 37 静岡県
24 沖村 絵梨佳 おきむら えりか 32 埼⽟県
25 櫻本 祥⼦ さくらもと しょうこ 33 京都府
26 松本 彩 まつもと あや 30 ⼤阪府
27 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
28 三澤 由架 みさわ ゆか 47 愛知県
29 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 45 奈良県
30 稲葉 聡美 いなば さとみ 42 愛知県
31 前⻄ 宣恵 まえにし のぶえ 42 奈良県
32 ⼤⽵ 仁美 おおたけ ひとみ 40 愛知県
33 ⼭内 多枝⼦ やまうち たえこ 43 愛知県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】



34 川端 松美 かわばた まつみ 48 ⼤阪府
35 播磨 久美⼦ はりま くみこ 43 兵庫県
36 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
37 ⾼⽥ 三千代 たかだ みちよ 54 三重県
38 野呂 淳⼦ のろ じゅんこ 57 三重県
39 岡本 悦⼦ おかもと えつこ 57 東京都
40 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 57 東京都

【クイーンクラス】


