
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 平林 郁⼈ ひらばやし あやと 27 滋賀県
2 今村 雅哉 いまむら まさや 25 兵庫県
3 ⼭本 ⾶⿃ やまもと あすか 20 兵庫県
4 吉永 真広 よしなが まさひろ 18 兵庫県
5 新開 翔 しんがい しょう 27 兵庫県
6 伊藤 壮平 いとう そうへい 20 京都府
7 野澤 優太 のざわ ゆうた 25 京都府
8 井上 真暢 いのうえ まさのぶ 25 兵庫県
9 ⾕澤 太陽 たにざわ もとはる 29 兵庫県

10 尾上 真⼈ おのえ まさと 26 兵庫県
11 ⼤⻄ 涼太 おおにし りょうた 25 兵庫県
12 佐藤 泰源 さとう たいげん 21 兵庫県
13 渡部 卓磨 わたなべ たくま 29 兵庫県
14 綾⽥ 堅友 あやだ けんすけ 20 兵庫県
15 橋⾕ 泰弘 はしたに やすひろ 28 兵庫県
16 ⼭⽥ 周慈 やまだ しゅうじ 25 兵庫県
17 ⽶⽥ 昂平 よねだ こうへい 28 兵庫県
18 ⼭上 琢⾺ やまがみ たくま 19 兵庫県
19 ⽝塚  健太 いぬづか けんた 24 兵庫県
20 奥⻄ 倫尚 おくにし みちたか 24 兵庫県
21 ⻑野 友喜 ながの ともき 26 ⼤阪府
22 北野 智哉 きたの ともや 28 ⼤阪府
23 ⽥中 優真 たなか ゆうま 25 兵庫県
24 別所 航 べっしょ こう 24 兵庫県
25 南⼝ 昴瑠 みなみぐち すばる 21 ⼤阪府
26 藤崎 拓磨 ふじさき たくま 22 兵庫県
27 櫻井 拓也 さくらい たくや 26 兵庫県
28 池⽥ 颯 いけだ はやて 23 兵庫県
29 池⽥ 亮 いけだ りょう 23 兵庫県
30 ⾕垣 嘉規 たにがき よしき 23 兵庫県
31 菊地 陸 きくち りく 23 兵庫県
32 藤多 格 ふじた いたる 21 ⼤阪府
33 守⾕ 舜輝 もりや しゅんき 19 兵庫県
34 ⾼橋 史浩 たかはし ふみひろ 27 兵庫県
35 ⽥渕 陽介 たぶち ようすけ 28 兵庫県
36 林 聖⼤ はやし しょうた 24 兵庫県
37 ⽊⼭ 恵太 きやま けいた 25 ⼤阪府
38 織部 隆清 おりべ りゅうせい 21 兵庫県
39 侯 書棟 こう しょとう 29 ⼤阪府
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40 佐野 勇⼤ さの ゆうだい 28 兵庫県
41 ⾦井 航 かない わたる 29 ⼤阪府
42 ⽥中 ⽂洋 たなか ふみひろ 29 兵庫県
43 ⼭下 健太朗 やました けんたろう 23 兵庫県
44 古⽥ 凌⼀ ふるた りょういち 23 兵庫県
45 松原 優樹 まつばら ゆうき 29 奈良県
46 濱村 光祐 はまむら こうすけ 20 兵庫県
47 丸⼭ 太⼀ まるやま たいち 28 京都府
48 ⼭⽥ 公平 やまだ こうへい 25 兵庫県
49 久 健太郎 ひさし けんたろう 25 兵庫県
50 加藤 薫 かとう かおる 25 兵庫県
51 ⻑⾕川 蓮 はせがわ れん 21 ⼤阪府
52 ⼩林 弘幸 こばやし ひろゆき 22 兵庫県
53 渡邊 光希 わたなべ こうき 20 兵庫県
54 和⽥ 英雄 わだ ひでお 24 ⼤阪府
55 藤元 秀樹 ふじもと ひでき 28 兵庫県
56 ⼤島 寛毅 おおしま ひろき 25 ⼤阪府
57 ⼀⼾ 曹佑 いちのへ そうすけ 29 東京都
58 ⼭岸 永幸 やまぎし ひさゆき 25 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
59 ⼩磯 和也 こいそ かずや 31 ⼤阪府
60 ⼭崎 正彦 やまさき まさひこ 33 兵庫県
61 満井 亮介 みつい りょうすけ 37 兵庫県
62 ⻑⾕部 慶介 はせべ けいすけ 31 栃⽊県
63 ⻄⼭ 和成 にしやま かずなり 38 ⼤阪府
64 NORMILE ROBERT ノーマイル ロバート 36 ⼤阪府
65 辻本 敏規 つじもと としき 34 ⼤阪府
66 福嶋 ⼀樹 ふくしま かずき 32 兵庫県
67 瀬⼾ ⻯⼀ せと りゅういち 30 兵庫県
68 藤尾 智浩 ふじお ともひろ 30 兵庫県
69 中村 祐介 なかむら ゆうすけ 31 兵庫県
70 ⼤⻄ 保剛 おおにし やすたけ 33 兵庫県
71 上⽥ 広⼤ うえた こうだい 37 ⿃取県
72 三⽊ 佑介 みき ゆうすけ 34 兵庫県
73 藤原 崇紀 ふじわら たかのり 36 兵庫県
74 今枝 健⼈ いまえだ けんと 31 福岡県
75 岡⽥ 卓也 おかだ たくや 33 兵庫県
76 武本 淳楽 たけもと じゅんがく 38 岡⼭県
77 ⾦岡 亮介 かなおか りょうすけ 29 ⼤阪府
78 江⼝ 幸⾂ えぐち こうしん 37 熊本県
79 泉 忠伸 いずみ ただのぶ 36 兵庫県

【ミドルクラス】



80 薮上 朋希 やぶかみ ともき 30 ⼤阪府
81 橋本 卓也 はしもと たくや 31 ⼤阪府
82 杉原 秀弥 すぎはら しゅうや 38 兵庫県
83 横⼭ 佳明 よこやま よしあき 32 兵庫県
84 ⾦⽥ 和宏 かねだ かずひろ 33 兵庫県
85 板倉 孝典 いたくら たかのり 35 兵庫県
86 井上 仁徳 いのうえ まさのり 31 ⼤阪府
87 中村 ⼤樹 なかむら ひろき 35 ⼤阪府
88 井⼿ 博史 いで ひろし 30 ⼤阪府
89 渡邉 利章 わたなべ としあき 33 ⼤阪府
90 上野 恵史 うえの よしふみ 31 兵庫県
91 灘 計摩 なだ かずま 32 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
92 ⾚⽥ 真朗 あかた まさあき 46 兵庫県
93 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 47 島根県
94 ⽊⾕ 悟 きたに さとる 49 兵庫県
95 ⽥中 拓志 たなか たくし 40 兵庫県
96 荒井 淳 あらい  じゅん 46 宮崎県
97 淡⽥ 卓⼰ あわた たくみ 45 兵庫県
98 芝⽥ 誠⼆ しばた せいじ 44 ⼤阪府
99 池⽥ 剛 いけだ つよし 46 兵庫県
100 ⼭上 泰幸 やすゆき やすゆき 46 兵庫県
101 近藤 王輔 こんどう おうすけ 43 兵庫県
102 丹⽣ 成彦 にゅう なるひこ 44 ⼤阪府
103 ⾦井 志勇 かない しゅう 40 兵庫県
104 瀧⼝ 吉祥 たきぐち よしなが 49 ⼭⼝県
105 浜上 亮 はまがみ りょう 44 兵庫県
106 野元 邦義 のもと くによし 45 愛知県
107 ⻄良 誠 にしら まこと 40 兵庫県
108 ⼭⼝ 国博 やまぐち くにひろ 48 兵庫県
109 丁 秀鎮 てい しゅうちん 43 兵庫県
110 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 48 ⼤阪府
111 今津 出 いまづ いずる 48 兵庫県
112 ⻑廻 秀樹 ながさこ ひでき 46 兵庫県
113 園中 修 そのなか おさむ 46 ⼤阪府
114 御⼿洗 ⼤介 みたらい だいすけ 40 兵庫県
115 根間 崇司 こんま たかし 43 ⼤阪府
116 ⻄垣 洋平 にしがき ようへい 42 兵庫県
117 植松 洋和 うえまつ ひろかず 45 ⼤阪府
118 松江 政博 まつえ まさひろ 47 ⼤阪府
119 加藤 政博 かとう まさひろ 42 兵庫県

【マスターズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
120 ⻄村 啓司 にしむら けいじ 53 滋賀県
121 前⽥ 信和 まえだ のぶかず 67 兵庫県
122 新井 孝藏 あらい  こうぞう 53 兵庫県
123 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 58 兵庫県
124 ⻑⾕川 泰広 はせがわ やすひろ 55 兵庫県
125 正直 浩哉 まさなお ひろや 56 兵庫県
126 村⽥ トオル むらた とおる 55 兵庫県
127 溝越 剛⼈ みぞこし よしと 53 ⼤阪府
128 川端 弘太郎 かわばた こうたろう 53 神奈川県
129 薩摩 隆義 さつま たかよし 55 兵庫県
130 嶋⽥ 徳泰 しまだ のりやす 62 奈良県
131 ⽯川 和男 いしかわ かずお 54 ⼤阪府
132 池宮 清史 いけみや きよし 51 ⼤阪府
133 佐藤 岳司 さとう たけし 53 ⼤阪府
134 岡⽥ 淳⼀ おかだ じゅんいち 52 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 盛上 舞 もりがみ まい 27 ⼤阪府
2 佳⼭ 莉加⼦ かやま りかこ 28 ⼤阪府
3 井上 加奈⼦ いのうえ かなこ 26 兵庫県
4 ⼊江 初⾳ いりえ はつね 24 ⼤阪府
5 宇佐美 ひかり うさみ ひかり 27 東京都
6 ⾼橋 志帆 たかはし しほ 29 ⼤阪府
7 中島 綾⾹ なかじま あやか 24 兵庫県
8 今⼾ 七菜実 いまど ななみ 22 ⼤阪府
9 岡⽥ 千沙 おかだ ちさ 28 奈良県

10 加⼭  恵理佳 かやま えりか 27 ⼤阪府
11 中森 千秋 なかもり ちあき 26 兵庫県
12 濱脇 由梨 はまわき ゆり 27 兵庫県
13 ⻄⽥ 奈央 にしだ なお 29 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
14 濱野 由美 はまの ゆみ 34 兵庫県
15 ⽯⽥ 紀⼦ いしだ のりこ 38 兵庫県
16 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県
17 栗原 真栄 くりはら まい 36 京都府
18 溝越 茜 みぞこし あかね 33 ⼤阪府
19 打橋 彩奈 うちはし あやな 30 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】



20 池⽥ あゆ いけだ あゆ 37 東京都
21 辻本 智⼦ つじもと ともこ 34 兵庫県
22 福永 千絵美 ふくなが ちえみ 33 兵庫県
23 三⽊ 知⼦ みき ともこ 37 兵庫県
24 淺井 舞 あさい まい 33 愛知県
25 孫 岩 そん がん 32 ⼤阪府
26 森川 藍⼦ もりかわ あいこ 34 奈良県
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 ⽔野 慶⼦ みずの けいこ 41 兵庫県
29 ⼩⻄ 真由 こにし まゆ 40 滋賀県
30 ⼤⼭ 悦⼦ おおやま えつこ 41 兵庫県
31 千⽥ 美樹 せんだ みき 48 兵庫県
32 播磨 久美⼦ はりま くみこ 43 兵庫県
33 河島 亜樹 かわしま あき 44 兵庫県
34 岩下 恵美 いわした えみ 41 ⼤阪府
35 中宗 ⼀代 なかむね かずよ 40 兵庫県
36 ⼤槻 わか奈 おおつき わかな 43 京都府
37 外⼭ えりか とやま えりか 40 ⼤阪府
38 杉崎 和⼦ すぎさき かずこ 43 兵庫県
39 中原 加代⼦ なかはら かよこ 42 兵庫県
40 ⾹川 貴洋⼦ かがわ きよこ 43 ⾹川県
41 ⽝飼  久美 いぬかい くみ 45 ⼤阪府
42 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 45 奈良県
43 武智 智⼦ たけち ともこ 44 兵庫県
44 ⻄川 知⾥ にしかわ ちさと 42 東京都
45 松本 真⼦ まつもと まこ 41 ⼤阪府
46 ⽥中 美樹 たなか みき 49 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
47 ⼭本 ⾥佐 やまもと りさ 56 兵庫県
48 播磨 みや はりま みや 52 兵庫県
49 ⽵⽥ 葉⼦ たけだ ようこ 61 ⼤阪府
50 奥⽥ 美紀 おくだ みき 53 ⼤阪府
51 阪本 明⼦ さかもと あきこ 52 兵庫県
52 岡本 いつえ おかもと いつえ 54 福岡県
53 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 51 兵庫県
54 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 54 兵庫県
55 ⻑藤 綾⼦ ながとう あやこ 52 兵庫県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


