
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽇⾼ 雄真 ひだか ゆうま 28 ⼤阪府
2 廣庭 慎⼆ ひろにわ しんじ 28 ⿅児島県
3 祖堅 拓 そけん ひらく 26 沖縄県
4 池原 史明 いけはら ふみあき 26 ⼤阪府
5 ⽥中 瞭汰 たなか りょうた 24 ⻑崎県
6 中村 ⽂哉 なかむら ふみや 28 福岡県
7 ⽊下 将哉 きのした まさや 22 埼⽟県
8 ⼤⽥ 裕輝 おおた ゆうき 22 熊本県
9 上⽥ 憲太 うえだ けんた 28 熊本県
10 櫻⽥ 仁 さくらだ じん 26 ⿅児島県
11 ⽥児 博⾂ たご ひろおみ 29 ⿅児島県
12 篠原 誠 しのはら まこと 21 ⿅児島県
13 池⽥ 篤司 いけだ あつし 21 ⿅児島県
14 柳⽥ 翔太 やなぎた しょうた 22 ⿅児島県
15 清川 倫⼤朗 きよかわ りんたろう 20 福岡県
16 國⽣ 秀⼀ こくしょう しゅういち 25 ⿅児島県
17 阿部 敬介 あべ けいすけ 22 京都府
18 ⾕川 拓弥 たにがわ たくや 19 熊本県
19 ⻄村 慧⼠ にしむら けいじ 23 東京都
20 深川 翼 ふかがわ つばさ 24 ⿅児島県
21 前⽥ 典義 まえだ のりよし 27 ⾼知県
22 福⽥ 崚 ふくだ りょう 20 熊本県
23 宮原 昌宏 みやはら あきひろ 25 佐賀県
24 元⽥ 雄⼰ もとだ ゆうき 25 熊本県
25 本⽥ 純 ほんだ あつし 21 福岡県
26 中尾 ⻯也 なかお たつや 24 ⿅児島県
27 丸⼭ ⼤器 まるやま まさき 28 宮崎県
28 安藤 尊紀 あんどう たかのり 23 熊本県
29 林⽥ 洋樹 はやしだ ひろき 26 熊本県
30 ⻄野 ⼤輝 にしの だいき 27 ⿅児島県
31 武⽥ 直樹 たけだ なおき 24 福岡県
32 ⽊藤 慎也 きとう しんや 23 熊本県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
33 森⼭ ⼤⼠ もりやま たいし 30 熊本県
34 鮫島 克洋 さめしま かつひろ 31 ⿅児島県
35 ⽶丸 泰宏 よねまる やすひろ 38 ⿅児島県
36 蓑⽥ 孝洋 みのだ たかひろ 32 熊本県
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37 新⽴ ⼤陽 しんだて ひろあき 34 熊本県
38 ⼭下 翔⽣ やました たかゆき 34 福岡県
39 武⽥ 信樹 たけだ のぶき 39 ⿅児島県
40 眞鍋 佑輔 まなべ ゆうすけ 32 福岡県
41 吉岡 繁光 よしおか しげみつ 38 福岡県
42 ⼭神 孝平 やまがみ こうへい 31 ⿅児島県
43 仲野 裕司 なかの ゆうじ 33 宮崎県
44 中鶴 省吾 なかづる しょうご 33 ⿅児島県
45 ⼭⼝ 智也 やまぐち ともなり 33 熊本県
46 ⽥中 俊平 たなか しゅんぺい 31 ⿅児島県
47 佐々⽊ 智裕 ささき ともひろ 30 東京都
48 藤本 智成 ふじもと ともなり 35 熊本県
49 宮城 晴信 みやぎ はるのぶ 30 熊本県
50 佐藤 ⼤輔 さとう だいすけ 30 福岡県
51 鈴⽊ 伸幸 すずき のぶゆき 34 ⿅児島県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
52 ⼭⼝ 岳⼤ やまぐち たけひろ 45 福岡県
53 吉澤 英太郎 よしざわ えいたろう 44 ⾼知県
54 福元 守 ふくもと まもる 41 東京都
55 福永 博明 ふくなが ひろあき 48 熊本県
56 鎮寺 和男 ちんじ かずお 40 福岡県
57 齋藤 繁⼀ さいとう しげかず 42 東京都
58 橋本 忠則 はしもと ただのり 43 東京都
59 ⽥中 亮 たなか りょう 43 ⿅児島県
60 岩元 ⼀志 いわもと かずし 43 ⿅児島県
61 今岡 治樹 いまおか はるき 42 福岡県
62 梅⽥ 公平 うめだ こうへい 48 福岡県
63 中野 貴史 なかの たかし 45 ⼤阪府
64 末川 勇仁 すえかわ ゆうじ 49 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
65 久⽥ 敬⼀ ひさた けいいち 51 福岡県
66 中⾺ 豊 ちゅうまん ゆたか 56 ⿅児島県
67 ⻄ 俊⼀郎 にし しゅんいちろう 60 ⿅児島県

⾇井 ⽂拓 ますい ふみひろ 52 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 加世⽥ 美保 かせだ みほ 28 ⿅児島県
2 杉⼭ 未紗希 すぎやま みさき 28 ⿅児島県

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】
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3 森 有紀 もり ゆうき 27 愛知県
4 伊波 美鈴 いは みれい 26 ⼤分県
5 北川 絵理 きたがわ えり 26 宮崎県
6 ⼭本 鈴 やまもと りん 27 福岡県
7 渡邊 莉菜 わたなべ りな 23 福岡県
8 河野 はるな かわの はるな 29 福岡県
9 ⼭下 あすか やました あすか 23 ⿅児島県
10 ⾼岡 陽菜 たかおか はるな 29 ⿅児島県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
11 佐々⽊ 佑華⾥ ささき ゆかり 31 ⼤阪府
12 ⾼松 加奈 たかまつ かな 33 ⾼知県
13 ⿊江 誠⼦ くろえ ともこ 38 東京都
14 松村 具恵 まつむら ともえ 37 ⾼知県
15 吉澤 菜津美 よしざわ なつみ 30 ⾼知県
16 平安寺 智⼦ へいあんじ さとこ 30 佐賀県
17 宇⼾⽥ 裕梨 うとだ ゆり 32 宮崎県
18 川嶋 佳代⼦ かわしま かよこ 35 ⼤阪府
19 ⻩ 凝 ほわん にん 33 京都府
20 三⽊ 知⼦ みき ともこ 37 兵庫県
21 野元 愛⼸ のもと あゆみ 32 福岡県
22 森⽥ 実紀 もりた みき 38 兵庫県
23 井上 未央 いのうえ みお 37 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
24 稲葉 聡美 いなば さとみ 42 愛知県
25 飯野 志穂⼦ いいの しほこ 48 ⿅児島県
26 鈴⽊ 幸代 すずき さちよ 45 愛知県
27 川勝 ⾹織 かわかつ かおり 46 ⼤阪府
28 松嶋 良⼦ まつしま りょうこ 41 熊本県
29 ⽊村 留理 きむら るり 43 熊本県
30 ⽑利 美雪 もうり みゆき 48 広島県
31 ⻄塚 繭⼦ にしづか まゆこ 47 ⻘森県
32 中村 美⾹ なかむら みか 44 福岡県
33 ⾼橋 美弥⼦ たかはし みやこ 47 ⿅児島県
34 倉⽯ ⽊綿⼦ くらいし ゆうこ 44 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
35 杉原 みのり すぎはら みのり 53 ⼤阪府
36 廣川 まどか ひろかわ まどか 52 東京都

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



37 城⽯ ゆかり しろいし ゆかり 50 福岡県
38 浦 京⼦ うら きょうこ 52 神奈川県
39 岡本 いつえ おかもと いつえ 54 福岡県
40 和⽥ 俊⼦ わだ としこ 58 福岡県
41 丸⼭ 美穂 まるやま みほ 50 福岡県


