
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 平良 光崇 たいら みつたか 19 福岡県
2 安喜 詠亮 あき えいすけ 22 愛知県
3 辻⽣ ⼤輔 つじしょう だいすけ 25 岡⼭県
4 前峠 信久 まえとうげ のぶひさ 25 広島県
5 岡⽥ 祐也 おかだ ゆうや 23 岡⼭県
6 中野 誠也 なかの せいや 22 岡⼭県
7 塚脇 慶 つかわき けい 24 愛媛県
8 根来 秀昌 ねごろ ひであき 21 岡⼭県
9 浅野 陵介 あさの りょうすけ 28 岡⼭県

10 逢澤 孝弥 あいざわ たかや 25 岡⼭県
11 謙島 章吾 のりしま しょうご 26 兵庫県
12 薬師寺 健太 やくしじ けんた 23 岡⼭県
13 喜友名 涼太 きゆな りょうた 24 東京都
14 三浦 ⼤輝 みうら たいき 20 岡⼭県
15 岡本 誠 おかもと まこと 25 広島県
16 糟⾕ 耕司 かすや こうじ 29 兵庫県
17 柿崎 剛 かきざき つよし 28 ⼤阪府
18 福島 聖太 ふくしま せいた 29 ⼤阪府
19 ⼩倉 啓資 おぐら けいし 22 兵庫県
20 ⽥澤 良幸 たざわ よしゆき 22 岡⼭県
21 池⽥ 颯 いけだ はやて 22 兵庫県
22 信江 直⼈ のぶえ なおと 22 岡⼭県
23 松下 将⼤ まつした しょうた 29 兵庫県
24 脇 巧 わき たくみ 24 岡⼭県
25 ⼋島 輝直 やしま てるのぶ 25 東京都
26 梁原 啓朗 はしはら たかあき 22 東京都
27 井上 瑞紀 いのうえ みずき 21 ⼤阪府
28 佐古 亘 さこ わたる 28 岡⼭県
29 三澤 昂之 みさわ たかゆき 24 北海道
30 名古⾕ 和希 なごたに かずき 20 岡⼭県
31 古河 直⼈ こがわ なおと 22 岡⼭県
32 ⼩⽥ 隆史 おだ たかふみ 29 熊本県
33 ⽊⼭ 恵太 きやま けいた 24 ⼤阪府
34 三宅 将徳 みやけ まさのり 29 岡⼭県
35 岩倉 徹 いわくら とおる 29 兵庫県
36 坂本 翔太 さかもと しょうた 26 岡⼭県
37 宇都宮 好希 うつのみや よしき 24 ⼤阪府
38 ⼩笠 真 おがさ まこと 23 徳島県
39 藤⽥ 潤 ふじた じゅん 26 岡⼭県
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40 ⼩野 将⼤ 24 岡⼭県
41 市丸 凌伍 いちまる りょうご 20 岡⼭県
42 橋本 悠希 はしもと ゆうき 23 兵庫県
43 佐々⽊ 領太 ささき りょうた 23 愛媛県
44 ⼩椋 淳 おぐら あつし 29 広島県
45 早川 裕記 はやかわ ひろき 29 愛知県
46 松本 隼⼈ まつもと はやと 26 広島県
47 ⽊曽 亮太 きそ りょうた 29 広島県
48 内⽥ ⼤樹 うちだ だいき 25 埼⽟県
49 野村 慎 のむら まこと 19 ⼤阪府
50 松尾 賢 まつお さとし 22 岡⼭県
51 ⽔⻑ 佑太 みずなが ゆうた 24 岡⼭県
52 巽 宥⼈ たつみ ゆうと 22 ⼤阪府
53 ⼭本 翔太 やまもと しょうた 23 岡⼭県
54 吉川 健太 よしかわ けんた 21 兵庫県
55 ⽚⼭ 雄⼤ かたやま ゆうだい 23 岡⼭県
56 楠本 創⼠ くすもと そうし 19 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩野 満正 おの みつまさ 34 岡⼭県
2 前⽥ 拓摩 まえだ たくま 39 東京都
3 岸本 拓郎 きしもと たくろう 38 ⿃取県
4 坂越 ⼀之 さかこし かずゆき 37 兵庫県
5 ⻄本 ⾹野希 にしもと かやき 37 岡⼭県
6 加藤 俊輔 かとう しゅんすけ 31 広島県
7 渡辺 貴⼤ わたなべ たかひろ 36 岡⼭県
8 ⽵内 裕司 たけうち ゆうじ 33 岡⼭県
9 ⾏本 吉宏 ゆくもと よしひろ 32 岡⼭県

10 岩崎 隆道 いわさき たかみち 39 兵庫県
11 ⾕⼝ 祐 たにぐち ゆう 31 岡⼭県
12 塚本 賢史 つかもと さとし 38 兵庫県
13 ⼭形 昌平 やまがた しょうへい 39 岡⼭県
14 梶岡 由嗣 かじおか よしつぐ 32 岡⼭県
15 樽野 謙太 たるの けんた 36 岡⼭県
16 ⻄村 ⼀平 にしむら いっぺい 35 ⼤阪府
17 ⽚⼭ 貴之 かたやま たかゆき 31 岡⼭県
18 ⼤⾕ 典敬 おおたに のりたか 34 岡⼭県
19 寺澤 ⼀樹 てらざわ かずき 36 岡⼭県
20 三⽊ 浩 みき ひろし 32 岡⼭県
21 井上 仁徳 いのうえ まさのり 30 ⼤阪府
22 中⽥ 恒平 なかた こうへい 32 ⼤阪府
23 ⾚沢 和哉 あかざわ かずや 30 岡⼭県
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24 鈴⽊ 盛家 すずき もりいえ 38 愛知県
25 中村 正樹 なかむら まさき 31 岡⼭県
26 藤原 隆之介 ふじはら りゅうのすけ 31 ⾹川県
27 三村 京平 みむら きょうへい 33 岡⼭県
28 檜垣 祐⼀郎 ひがき ゆういちろう 31 ⼤阪府
29 駒澤 悟 こまざわ さとる 33 ⼤阪府
30 ⼭本 敦雄 やまもと あつお 38 ⼭⼝県
31 板倉 孝典 いたくら たかのり 34 兵庫県
32 ⽮之⾼ 憲⼀ やのたか けんいち 30 ⼤阪府
33 安藤 弘⼀ あんどう こういち 35 ⼤阪府
34 吉岡 宏⼀郎 よしおか こういちろう 32 岡⼭県
35 柿窪 洋平 かきくぼ ようへい 36 広島県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
2 今川 将孝 いまがわ まさたか 44 ⼤阪府
3 川原 豪 かわはら つよし 41 ⾹川県
4 前⽥ ⻯ まえだ りゅう 40 岡⼭県
5 新 英三 あたらし えいぞう 49 ⼤阪府
6 藤⽥ 貴⼠ ふじた たかひと 45 岡⼭県
7 ⻑廻 秀樹 ながさこ ひでき 45 兵庫県
8 ⼭⼝ 国博 やまぐち くにひろ 47 兵庫県
9 林 道夫 はやし みちお 44 岡⼭県

10 ⼭本 顕司 やまもと けんじ 40 静岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 濱⽥ 信治 はまだ しんじ 51 岡⼭県
2 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 57 兵庫県
3 宮内 武彦 みやうち たけひこ 52 岡⼭県
4 ⻄川 靖夫 にしかわ やすお 62 岡⼭県
5 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
6 上林 賢次 かみばやし けんじ 50 ⼤阪府
7 ⽥中 克尚 たなか かつひさ 53 愛媛県
8 井上 諭 いのうえ さとる 55 広島県
9 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 57 兵庫県

10 ⽻井佐 知之 はいさ ともゆき 56 岡⼭県
11 船曳 正春 ふなびき まさはる 51 兵庫県
12 棚⽥ 雅明 たなだ まさあき 59 岡⼭県
13 渡部 治 わたなべ おさむ 50 岡⼭県
14 前川 昇 まえかわ のぼる 51 ⼭⼝県
15 和気 脩 わけ おさむ 54 岡⼭県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 川井 光⾹ かわい みつか 28 ⼤阪府
2 後藤 あずさ ごとう あずさ 29 ⼤阪府
3 達野 法⼦ たつの のりこ 27 岡⼭県
4 ⼭本 亜希葉 やまもと あきは 28 岡⼭県
5 中澤 綾 なかざわ あや 29 ⼤阪府
6 ⼿納 ⿇菜美 てのう まなみ 24 兵庫県
7 ⼭本 真希 やまもと まき 28 神奈川県
8 ⼩野 美穂 おの みほ 25 岡⼭県
9 出原 蕗⼦ いではら ふきこ 21 岡⼭県

10 江間 ⿇美 えま あさみ 26 京都府
11 ⽊村 由貴 きむら ゆき 27 岡⼭県
12 森⼝ 樹 もりぐち いつき 23 ⼤阪府
13 村上 真帆 むらかみ まほ 26 広島県
14 宮本 志緒⾥ みやもと しおり 25 ⼤阪府
15 齋藤 有希 さいとう ゆき 25 ⼤阪府
16 濱⽥ 亜侑美 はまだ あゆみ 25 愛知県
17 ⻄村 さおり にしむら さおり 26 東京都
18 村上 芽⾐ むらかみ めい 27 ⼤阪府
19 モンテスカミル イザベル モンテスカミル イザベル 19 滋賀県
20 和泉 千恵⼦ いずみ ちえこ 26 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 深⽥ 百合⼦ ふかだ ゆりこ 30 岡⼭県
2 奥村 若葉 おくむら わかば 34 東京都
3 庄司 幸恵 しょうじ さちえ 31 岡⼭県
4 ⾼⽊ 詩織 たかぎ しおり 31 静岡県
5 岡本 涼⼦ おかもと りょうこ 37 岡⼭県
6 野村 ⾹ のむら かおり 37 ⾹川県
7 稲栄 亜⽮⾹ いなえ あやか 32 福岡県
8 ⽥中 幹⼦ たなか みきこ 30 京都府
9 中川 智⼦ なかがわ ともこ 31 ⾹川県
10 伊吹 奈々 いぶき なな 36 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 松本 美奈⼦ まつもと みなこ 48 静岡県
2 ⼩笠原 愛 おがさわら あい 41 愛媛県
3 増⽥ 雅美 ますだ まさみ 43 兵庫県
4 鈴⽊ ⾥美 すずき さとみ 41 愛媛県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ウーマンズクラス】



5 濱元 淳⼦ はまもと じゅんこ 47 福岡県
6 久次 ⼩百合 ひさつぐ さゆり 46 岡⼭県
7 問⽥ 英⾥ といた えり 44 岡⼭県
8 武⽥ 美奈⼦ たけだ みなこ 45 岡⼭県
9 中原 加代⼦ なかはら かよこ 41 兵庫県

10 佐伯 ⾹ さえき かおり 49 兵庫県
11 ⽇野 志保 ひの しほ 42 岡⼭県
12 冨永 ⿇理 とみなが まり 41 東京都
13 ⾦井 ⿇⾐ かない まい 43 ⼤阪府
14 松本 喜代美 まつもと きよみ 42 京都府
15 三宅 紀⼦ みやけ のりこ 45 岡⼭県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 56 愛知県
2 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 53 兵庫県
3 ⻑藤 綾⼦ ながとう あやこ 51 兵庫県
4 佐々⽊ 直美 ささき なおみ 55 東京都
5 溝⼝ 由佳 みぞぐち ゆか 53 東京都
6 ⽥⼝ 妙 たぐち たえ 56 岡⼭県
7 藤原 千奈津 ふじわら ちなつ 50 兵庫県
8 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 50 兵庫県
9 平 恭⼦ たいら きょうこ 55 愛知県

10 作間 綾⼦ さくま あやこ 50 兵庫県

【クイーンクラス】


