
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 栗林　優太 くりばやし　ゆうた 22 兵庫県

2 前田　直人 まえだ　なおと 26 兵庫県

3 寒木　拓光 かんき　たくみ 23 鳥取県

4 藤本　真 ふじもと　しん 22 島根県

5 高矢　寿 たかや　ひさし 29 兵庫県

6 花本　虎太郎 はなもと　こたろう 23 広島県

7 荒巻　隆太朗 あらまき　りゅうたろう 25 大阪府

8 片桐　真之介 かたぎり　しんのすけ 22 広島県

9 内田　昌利 うちだ　まさとし 24 広島県

10 岩本　海聖 いわもと　かいせい 20 島根県

11 鈴木　喬雅 すずき　たかまさ 22 大阪府

12 磯中　拓海 いそなか　たくみ 19 広島県

13 山田　友聖 やまだ　ゆうせい 26 鳥取県

14 堀内　玲志 ほりうち　れいじ 20 岡山県

15 今井　雄太 いまい　ゆうた 28 大阪府

16 松田　斗新 まつだ　とにい 21 埼玉県

17 清水　和将 しみず　かずまさ 28 鳥取県

18 三島　弘人 みしま　ひろと 21 広島県

19 渡部　亮 わたなべ　りょう 27 広島県

20 武田　卓 たけだ　すぐる 29 福島県

21 中山　健 なかやま　けん 29 島根県

22 古川　涼平 ふるかわ　りょうへい 25 兵庫県

23 藤田　昌也 ふじた　まさや 27 広島県

24 森本　雄大 もりもと　ゆうだい 21 広島県

25 本田　忍 ほんだ　しのぶ 22 島根県

26 足立　公平 あだち　こうへい 23 山口県

27 藤原　知樹 ふじわら　ともき 21 山口県

28 富山　麗央 とみやま　れお 24 千葉県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

29 松本　伸二 まつもと　しんじ 37 島根県

30 竹中　吉和 たけなか　よしかず 39 和歌山県

31 岩田　綾介 いわた　りょうすけ 33 島根県

32 川本　寛樹 かわもと　ひろき 35 神奈川県

33 加藤　俊輔 かとう　しゅんすけ 33 広島県

34 佐々木　龍風 ささき　たつのり 36 静岡県

35 渡辺　一樹 わたなべ　かずき 38 広島県

36 行本　吉宏 ゆくもと　よしひろ 34 岡山県

37 家根　浩志 いえね　ひろし 39 鳥取県

38 田井　基文 たい　もとふみ 31 広島県

39 山下　圭一 やました　けいいち 35 大阪府

40 中嶌　貴輝 なかじま　たかき 31 大阪府
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【フレッシャーズクラス】

【ミドルクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

41 木戸　誠 きど　まこと 40 鳥取県

42 山上　泰幸 やまがみ　やすゆき 47 岡山県

43 山下　泰弘 やました　やすひろ 48 島根県

44 川崎　辰夫 かわさき　たつお 43 鳥取県

45 河合　貴之 かわい　たかゆき 48 京都府

46 青木　崇 あおき　たかし 42 島根県

47 有富　寛滋 ありどみ　ひろし 47 山口県

48 辻村　圭美 つじむら　けいび 47 静岡県

49 鐘推　浩治 かねつき　こうじ 44 兵庫県

50 黒田　高士 くろだ　たかし 48 広島県

51 増田　晃之 ますだ　てるゆき 44 兵庫県

52 永迫　栄二 ながさこ　えいじ 46 広島県

53 山今　大士 やまいま　だいじ 43 広島県

54 山本　敦雄 やまもと　あつお 40 山口県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

55 近藤　裕司 こんどう　ゆうじ 52 愛知県

56 奥田　尚武 おくだ　ひさたけ 51 兵庫県

57 上貝　一文 うえがい　かずふみ 52 広島県

58 小野寺　英樹 おのでら　ひでき 52 埼玉県

59 石原　利生 いしはら　としお 55 千葉県

60 梅岡　久晃 うめおか　ひさてる 59 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 山下　琴子 やました　ことこ 24 愛知県

2 宮本　詞園 みやもと　しおん 27 岡山県

3 繁田　真心 しげた　まこ 28 大阪府

4 飯田　理絵 いいだ　りえ 29 静岡県

5 岡田　真呼 おかだ　まこ 24 愛知県

6 池田　優紀 いけだ　ゆうき 29 大阪府

7 横山　実玖 よこやま　みく 27 愛知県

8 松原　千沙 まつばら　ちさ 29 奈良県

9 宮上　優花 みやかみ　ゆうか 23 広島県

10 細川　里奈 ほそかわ　りな 26 岐阜県

11 林　日香留 はやし　ひかる 29 愛知県

【ガールズクラス】

【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

12 橋谷　聖子 はしたに　せいこ 38 鳥取県

13 大脇　恵利菜 おおわき　えりな 32 島根県

14 中村　阿佐美 なかむら　あさみ 32 奈良県

15 三上　亮子 みかみ　りょうこ 33 大阪府

16 大屋　弥生 おおや　やよい 31 広島県

17 上田　恵理子 うえだ　えりこ 33 鳥取県

18 井上　基世 いのうえ　もとよ 32 広島県

19 中村　真由美 なかむら　まゆみ 36 茨城県

20 吉田　琴葉 よしだ　ことは 37 神奈川県

21 大年　雅美 おおとし　まさみ 31 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

22 山田　裕香 やまだ　ゆか 40 静岡県

23 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

24 國吉　亜矢子 くによし　あやこ 48 兵庫県

25 山崎　知子 やまさき　ともこ 47 島根県

26 磯江　亜紀子 いそえ　あきこ 46 兵庫県

27 坂本　由紀子 さかもと　ゆきこ 42 東京都

28 加藤　実佐子 かとう　みさこ 46 奈良県

29 川崎　友愛 かわさき　ともえ 45 大分県

30 三坂　知枝 みさか　ちえ 44 鳥取県

31 坂口　佐知代 さかぐち　さちよ 48 東京都

32 河島　亜樹 かわしま　あき 46 兵庫県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

33 小林　実千代 こばやし　みちよ 61 東京都

34 本間　全代 ほんま　まさよ 54 静岡県

35 横山　晴美 よこやま　はるみ 52 兵庫県

36 郷田　芳恵 ごうだ　よしえ 59 広島県

37 宮坂　夏枝 みやさか　なつえ 64 長野県

38 村口　智美 むらぐち　ともみ 50 福岡県

39 小柳　葉子 こやなぎ　ようこ 54 静岡県

40 林　直美 はやし　なおみ 55 愛知県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


