
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩池 優⼈ こいけ まさと 28 新潟県
2 室⾕ 勇磨 むろや ゆうま 26 愛知県
3 坂本 康太 さかもと こうた 27 岐⾩県
4 井上 健太 いのうえ けんた 21 神奈川県
5 ⼩野瀬 翔悟 おのせ しょうご 21 神奈川県
6 島澤 裕成 しまざわ ゆうせい 23 富⼭県
7 椿 ⼤輝 つばき ひろき 21 兵庫県
8 末原 由都 すえはら ゆうと 24 ⻑崎県
9 筒井 健 つつい けん 21 ⾼知県

10 中道 理央也 なかみち りおん 21 ⼤阪府
11 河野 翔 こうの しょう 26 千葉県
12 ⼾沢 ジェロームカール とざわ じぇろーむかーる 23 埼⽟県
13 尻⽥ 悠介 しりでん ゆうすけ 24 ⽯川県
14 ⽶⽥ 昂平 よねだ こうへい 29 兵庫県
15 庄司 郁也 しょうじ ふみや 22 東京都
16 新⽥ 将清 にった まさし 28 愛媛県
17 清川 倫⼤朗 きよかわ りんたろう 20 福岡県
18 ⽔沼 義智 みずぬま よしとも 24 栃⽊県
19 森下 剛 もりした つよし 27 愛知県
20 前峠 信久 まえとうげ のぶひさ 26 広島県
21 ⽊村 卓也 きむら たくや 22 東京都
22 今村 雅哉 いまむら まさや 25 兵庫県
23 ⼩島 ⼀球 こじま いっきゅう 28 神奈川県
24 野澤 優太 のざわ ゆうた 25 京都府
25 岩本 憲宏 いわもと のりひろ 27 宮城県
26 ⿊⾕ 亘 くろたに わたる 26 愛知県
27 渡邉 怜⼈ わたなべ れいど 24 福島県
28 杉⼭ 幸弥 すぎやま ゆきや 24 静岡県
29 島村 レイノ しまむら れいの 27 東京都
30 増⽥ ⼩鉄 ますだ こてつ 21 神奈川県
31 桂⼭ 晃輔 かやま こうすけ 25 東京都
32 荒川 優太 あらかわ ゆうた 22 埼⽟県
33 鈴⽊ 康⼤ すずき やすひろ 26 北海道
34 早⼄⼥ 拓駿 さおとめ たくとし 24 神奈川県
35 須藤 陸九⾺ すどう りくま 28 千葉県
36 ⾼橋 広和 たかはし ひろかず 24 神奈川県
37 上原 ⼤次郎 うえはら だいじろう 29 東京都
38 上松 康⼀郎 うえまつ こういちろう 23 滋賀県
39 ⽴花 優作 たちばな ゆうさく 25 北海道
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40 ⼭下 健太朗 やました けんたろう 23 兵庫県
41 名古⾕ 和希 なごたに かずき 22 岡⼭県
42 ⽥中 ⽂洋 たなか ふみひろ 29 兵庫県
43 藤澤 佑樹 ふじさわ ゆうき 29 東京都
44 宮川 和⼤ みやがわ かずひろ 25 福岡県
45 ⾼⽥ 基希 たかだ もとき 22 埼⽟県
46 川⽥ 知史 かわた さとし 28 滋賀県
47 櫨原 ⼀輝 はぜはら いっき 23 ⻑崎県
48 前原 貴⼤ まえはら たかひろ 29 東京都
49 森脇 光⼀ もりわき こういち 23 ⼤阪府
50 横川 淳平 よこがわ じゅんぺい 27 福井県
51 柴⽥ 雄⼀郎 しばた ゆういちろう 24 広島県
52 古⽥ 太偉雅 ふるた たいが 20 静岡県
53 芳賀 勇公 はが ゆうき 24 福岡県
54 安部 令記 あべ りょうき 25 福岡県
55 川尻  泰祐 かわじり たいすけ 26 ⼤阪府
56 岡本 仁 おかもと じん 24 ⼤阪府
57 杉本 太壱 すぎもと たいち 21 福岡県
58 ⼩貫 凌 おぬき りょう 26 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
59 中島 謙太 なかしま けんた 33 福岡県
60 ⼩松 喬 こまつ たかし 34 千葉県
61 望⽉ 知樹 もちづき ともき 34 静岡県
62 ⿑藤 拓也 さいとう たくや 34 富⼭県
63 福⽥ 英⾏ ふくだ ひでゆき 34 広島県
64 網野 弘 あみの ひろむ 31 ⼭梨県
65 ⼩幡 建仁 おばた けんと 30 新潟県
66 三好 穂 みよし みのる 34 ⻑崎県
67 岡野 紘⼤ おかの こうた 36 東京都
68 尾花 優 おばな まさる 31 栃⽊県
69 仲野 裕司 なかの ゆうじ 34 宮崎県
70 平澤 ⼀憲 ひらさわ かずのり 31 神奈川県
71 内⽥ 陽 うちだ よう 30 埼⽟県
72 福村 幸太郎 ふくむら こうたろう 39 宮崎県
73 ⽥中 正道 たなか まさみち 34 福岡県
74 多⽥野 昭 ただの あきら 35 東京都
75 兼年 翼 かねとし つばさ 31 ⿃取県
76 河⽥ 慎太郎 かわた しんたろう 32 海外
77 上野 あつし うえの あつし 33 東京都
78 安達 翔太 あだち しょうた 36 栃⽊県
79 ⼤澤 達広 おおざわ たつひろ 34 岐⾩県

【ミドルクラス】



80 辻本 敏規 つじもと としき 34 ⼤阪府
81 北野 尭 きたの たかし 31 福岡県
82 ⼭之上 雄也 やまのうえ ゆうや 34 ⼤阪府
83 町⼭ 真澄 まちやま ますみ 30 群⾺県
84 冨菜 政次 とみな まさつぐ 34 東京都
85 ⾼野 拓也 たかの たくや 31 富⼭県
86 中橋 篤史 なかはし あつし 36 岐⾩県
87 菊池 洋⽂ きくち ひろふみ 39 静岡県
88 根本 隼翔 ねもと はやと 30 北海道
89 児⽟ 雄紀 こだま ゆうき 32 ⻘森県
90 喜浦 陽⼀ きうら よういち 34 福岡県
91 浅⽥ 剛⼼ あさだ たかもと 33 ⼤阪府
92 堀井 雄貴 ほりい ゆうき 33 埼⽟県
93 伊藤 信也 いとう しんや 34 東京都
94 中村 剣⼈ なかむら けんと 31 ⼭梨県
95 武本 淳楽 たけもと じゅんがく 39 岡⼭県
96 ⼩⼭内 悠貴 おさない ゆうき 30 ⻘森県
97 栗原 直也 くりはら なおや 36 兵庫県
98 ⼭⼝ 隼佑 やまぐち しゅんすけ 30 滋賀県
99 ⼀丸 貴希 いちまる よしき 33 滋賀県
100 中村 ⼤樹 なかむら ひろき 35 ⼤阪府
101 鈴⽊ 那智 すずき なち 33 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
102 ⾚⽥ 真朗 あかた まさあき 46 兵庫県
103 池⾕ 寛 いけや ひろし 47 静岡県
104 堀 真康 ほり まさやす 43 富⼭県
105 ⼟居 直樹 どい なおき 47 三重県
106 ⽥中 拓志 たなか たくし 40 兵庫県
107 神川 剛⼀ じんかわ こういち 44 神奈川県
108 加藤 春樹 かとう はるき 40 埼⽟県
109 ⼭下 雅昭 やました まさあき 40 ⼤分県
110 原⽥ 和也 はらだ かずや 49 福岡県
111 淡⽥ 卓⼰ あわた たくみ 45 兵庫県
112 ⾼洲 公揮 たかす こうき 42 福岡県
113 ⼯藤 速⽃ くどう はやと 43 福岡県
114 新関 克明 にいぜき かつあき 46 北海道
115 齋藤 良太郎 さいとう りょうたろう 46 埼⽟県
116 野中 良介 のなか りょうすけ 42 北海道
117 桑原 秀明 くわばら ひであき 45 福井県
118 ⽇下 賢 くさか さとし 45 埼⽟県
119 岡⼾ ⼀史 おかど かずのぶ 47 埼⽟県

【マスターズクラス】



120 瀧⼝ 吉祥 たきぐち よしなが 49 ⼭⼝県
121 世古 卓郎 せこ たくろう 44 静岡県
122 ⽊村 敬 きむら けい 40 滋賀県
123 枦⼭ 猛 はしやま たけし 41 東京都
124 ⻄⽥ 洋志 にしだ ひろし 44 兵庫県
125 橋本 健⼀郎 はしもと けんいちろう 48 兵庫県
126 兼松 剛 かねまつ ごう 41 愛知県
127 齋藤 繁⼀ さいとう しげかず 42 東京都
128 前⽥ 拓摩 まえだ たくま 40 東京都
129 今川 将孝 いまがわ まさたか 45 ⼤阪府
130 柚⽊ 信孝 ゆのき のぶなり 45 ⿅児島県
131 佐藤 英樹 さとう ひでき 47 京都府
132 元神 賢太 もとがみ けんた 45 東京都
133 伏⽊ 泰平 ふしき たいへい 40 奈良県
134 菅野 祐久 かんの ゆうき 44 福島県
135 岩元 ⼀志 いわもと かずし 43 ⿅児島県
136 ⼤橋 哲也 おおはし てつや 47 福井県
137 ⾨⾕ 誠 もんや まこと 42 新潟県
138 伴 明規夫 ばん みきお 45 滋賀県
139 鈴⽊ 昌也 すずき まさや 40 愛知県
140 古川 誠史 ふるかわ せいし 40 ⼤阪府
141 仲村 訓 なかむら さとし 45 沖縄県
142 通場 宣貴 つうば のぶき 45 愛知県
143 前⽥ ⻯ まえだ りゅう 41 岡⼭県
144 宮下 賜⼀郎 みやした たいいちろう 46 ⻑崎県
145 ⻑町 健史 ながまち たけし 43 ⾹川県
146 吉川 忍 よしかわ しのぶ 48 福島県
147 坂本 ⾼寛 さかもと たかひろ 45 ⿃取県
148 丹⽣ 成彦 にゅう なるひこ 44 ⼤阪府
149 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 48 ⼤阪府
150 ⼩崎 陽 おざき あきら 40 茨城県
151 ⼤沼 友和 おおぬま ともかず 41 東京都
152 佐藤 豊 さとう ゆたか 41 東京都
153 松⽵ 雅紀 まつたけ まさき 44 ⼤阪府
154 横⼭ 泰介 よこやま たいすけ 41 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
155 安⽥ ⼀恒 やすだ かずつね 50 愛知県
156 吉原 潔 よしはら きよし 55 東京都
157 福永 亘 ふくなが わたる 56 神奈川県
158 松本 貴寿 まつもと たかとし 58 三重県
159 ⼤寺 俊⾏ おおてら としゆき 51 徳島県

【ゴールドクラス】



160 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 55 ⼭梨県
161 岩崎 善之 いわさき よしゆき 53 ⼤分県
162 加藤 勉 かとう つとむ 52 埼⽟県
163 前川 昇 まえかわ のぼる 52 ⼭⼝県
164 中村 芳久 なかむら よしひさ 53 東京都
165 伊澤 徹雄 いざわ てつお 51 佐賀県
166 ⽚岡 定⼀ かたおか さだいち 56 東京都
167 三澤 篤 みさわ あつし 50 埼⽟県
168 ⼩幡 将春 おばた まさはる 51 北海道
169 ⼋⽊ 忠顯 やぎ ちゅうけん 51 東京都
170 ⼭中 ⿓豊 やまなか りょゅうほう 51 愛知県
171 中村 ⼀幸 なかむら かずゆき 50 愛知県
172 森永 隆之 もりなが たかゆき 52 千葉県
173 ⽔上 孝則 みずかみ たかのり 60 福岡県
174 棚瀬 賢⼀ たなせ けんいち 54 岐⾩県
175 近藤 正之 こんどう まさゆき 53 福岡県
176 村⼭ 昇 むらやま のぼる 51 静岡県
177 近藤 直樹 こんどう なおき 50 ⼭形県
178 福井 泰成 ふくい やすなり 50 佐賀県
179 ⼤瀧 伸⼆ おおたき しんじ 54 埼⽟県
180 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 58 兵庫県
181 ⾇井 ⽂拓 ますい ふみひろ 52 福岡県
182 笠原 俊弥 かさはら としひろ 51 ⻑野県
183 鈴⽊ 仁志 すずき ひとし 55 神奈川県
184 中⾺ 豊 ちゅまん ゆたか 56 ⿅児島県
185 平岡 裕治 ひらおか ゆうじ 54 広島県
186 ⾦井 ⾼志 かない たかし 55 東京都
187 ⼩野寺 英樹 おのでら ひでき 51 埼⽟県
188 ⽥中 克尚 たなか かつひさ 54 愛媛県
189 ⽊本 直樹 きもと なおき 55 京都府
190 松井 美久 まつい よしひさ 51 兵庫県
191 ⽯川 和男 いしかわ かずお 54 ⼤阪府
192 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 51 埼⽟県
193 ⽮野 暢昭 やの のぶあき 51 ⼤阪府
194 井上 健 いのうえ たけし 54 岐⾩県
195 世良 幸治 せら こうじ 50 福岡県
196 ⼩笠原  正慈 おがさわら しょうじ 54 岩⼿県
197 ⼤久保 光芳 おおくぼ みつよし 60 ⻘森県
198 久保 広志 くぼ ひろし 52 北海道
199 ⽚⼭ 和弘 かたやま かずひろ 54 愛知県
200 ⼋幡 雄⼀郎 はちまん ゆういちろう 51 福井県
201 津沢 幹彦 つざわ みきひこ 54 新潟県
202 ⻄ 俊⼀郎 にし しゅんいちろう 60 ⿅児島県



203 佐藤 岳司 さとう たけし 53 ⼤阪府
204 上⾙ ⼀⽂ うえがい かずふみ 51 広島県
205 本澤 清⼀ ほんざわ きよかず 56 静岡県
206 ⽥中 輝彦 たなか てるひこ 50 群⾺県
207 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 54 東京都
208 ⼭下 功 やました いさお 51 滋賀県
209 三浦 英雄 みうら ひでお 53 ⾹川県
210 三浦 傑 みうら まさる 57 東京都
211 三浦 誠治 みうら せいじ 57 愛知県
212 林 圭⼀ はやし けいいち 52 埼⽟県
213 川井 勇治 かわい ゆうじ 50 茨城県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 松島 沙季 まつしま さき 27 東京都
2 丘咲 エミリ おかざき えみり 29 東京都
3 佐野 由美 さの ゆみ 29 福岡県
4 ⾼城 やよい たかぎ やよい 26 愛知県
5 中島 ケイカ なかしま けいか 26 東京都
6 畑井 菜々美 はたい ななみ 22 北海道
7 ⿑藤 悠 さいとう はるか 28 東京都
8 神保 美⾹ じんぼ みか 29 神奈川県
9 森岡 みさき もりおか みさき 25 三重県

10 ⻫藤 亜⾥沙 さいとう ありさ 25 埼⽟県
11 杉本 チェスカ すぎもと ちぇすか 25 ⼤阪府
12 中村 有希 なかむら ゆうき 24 東京都
13 中⾕ 美⾥ なかたに みさと 29 ⼤阪府
14 伊藤 都 いとう みやこ 27 東京都
15 君川 友紀 きみかわ ゆき 26 東京都
16 ⾕⼝ 雛 たにぐち ひな 22 ⼤阪府
17 加世⽥ 美保 かせだ みほ 28 ⿅児島県
18 桑原 真也加 くわばら まやか 23 埼⽟県
19 久⽶ 奈津美 くめ なつみ 24 ⼤阪府
20 ⿂住 幸 うおずみ さち 28 東京都
21 下 あかね しも あかね 29 東京都
22 松尾 穂波 まつお ほなみ 24 福岡県
23 ⼟⽥ 円花 つちだ まどか 25 東京都
24 本澤  紗希 ほんざわ さき 24 東京都
25 森 有紀 もり ゆうき 27 愛知県
26 野⽥ 久未 のだ くみ 23 福岡県
27 佐藤 悠⾐華 さとう ゆいか 20 徳島県
28 池⽥ 翔⼦ いけだ しょうこ 28 福岡県
29 ⾕合 真梨菜 たにあい まりな 23 東京都

【ガールズクラス】



30 沖津 三枝 おきつ みえ 24 千葉県
31 岡⽥ 千沙 おかだ ちさ 28 奈良県
32 ⼭本 鈴 やまもと りん 27 福岡県
33 ⼭本 早稀 やまもと さき 25 和歌⼭県
34 横⼭ ⿇⾥ よこやま まり 29 千葉県
35 星 奈々 ほし なな 25 千葉県
36 瀬島 瑛理奈 せじま えりな 26 岡⼭県
37 住吉 ⽉美 すみよし つきみ 26 岐⾩県
38 ⼭崎 夢倫 やまざき ゆめり 24 東京都
39 牧原 由佳 まきはら ゆか 23 ⼤阪府
40 貞包 ⿇⾥ さだかね まり 28 佐賀県
41 神⽥ 奈津⼦ かんだ なつこ 27 神奈川県
42 塚⼝ 千智 つかぐち ちさと 22 ⼤阪府
43 ⿊政 美⾥ くろまさ みさと 28 北海道
44 三宅 彩加 みやけ さやか 26 岡⼭県
45 ⻑瀬 美帆 ながせ みほ 27 宮城県
46 中尾 楓 なかお かえで 22 福岡県
47 吉村 紀咲 よしむら きさき 23 広島県
48 佐々⽊ 悠 ささき はるか 28 東京都
49 ⼩笠原 杏奈 おがさはら あんな 26 岡⼭県
50 ⻑江 彩⾹ ながえ あやか 22 ⾹川県
51 桜⽊ ひな さくらぎ ひな 28 静岡県
52 澤⽥ アンナトリシア さわだ あんなとりしあ 21 埼⽟県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
53 本河 ⽣実 もとかわ いくみ 36 栃⽊県
54 ⽯⽥ 紀⼦ いしだ のりこ 38 兵庫県
55 ⽵林 早苗 たけばやし さなえ 32 東京都
56 桑原 由貴 くわはら ゆき 32 ⼤分県
57 ⼤屋 弥⽣ おおや やよい 30 広島県
58 ⾕⼝ 亜佳⼦ たにぐち あかね 39 愛知県
59 ⼩野塚 久美 おのづか くみ 35 神奈川県
60 ⼩野 ちひろ おの ちひろ 35 ⼭梨県
61 五味 友⾹梨 ごみ ゆかり 34 愛媛県
62 遠藤 由貴 えんどう ゆき 30 神奈川県
63 渡邉 亜紀菜 わたなべ あきな 36 新潟県
64 宮本 秀美 みやもと ひでみ 34 ⼤分県
65 沖村 絵梨佳 おきむら えりか 32 埼⽟県
66 ⽥中 佐和⼦ たなか さわこ 34 福岡県
67 齋藤 恵 さいとう めぐみ 36 東京都
68 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県
69 栗原 真栄 くりはら まい 36 京都府

【レディースクラス】



70 ⽯⿊ ⽂恵 いしぐろ ふみえ 30 愛知県
71 篠塚 さゆり しのづか さゆり 32 愛知県
72 塩⼊ 彩⼦ しおいり さえこ 39 宮城県
73 ⾼松 加奈 たかまつ かな 33 ⾼知県
74 原 ⼣貴枝 はら ゆきえ 33 神奈川県
75 ⼭王 梨沙 さんのう りさ 34 沖縄県
76 須藤 真琴 すどう まこと 36 東京都
77 望⽉ 沙耶 もちづき さや 30 兵庫県
78 ⼤野 詩⼦ おおの うたこ 39 埼⽟県
79 千⽥ 裕⼦ ちだ ひろこ 35 福島県
80 ⾦⼦ 美保 かねこ みほ 36 東京都
81 ⼭⽥ 亜希⼦ やまだ あきこ 30 宮城県
82 ⼤内 琴世 おおうち ことよ 35 神奈川県
83 粕⾕ 和美 かすや かずみ 37 岡⼭県
84 佐⼭ 涼⼦ さやま りょうこ 35 栃⽊県
85 時任 美帆 ときとう みほ 30 福岡県
86 三⽊ 知⼦ みき ともこ 37 兵庫県
87 淺井 舞 あさい まい 34 愛知県
88 打橋 彩奈 うちはし あやな 30 ⼤阪府
89 阿部 裕⼦ あべ ゆうこ 30 新潟県
90 ⼭⼝ 尊⼦ やまぐち たかこ 34 静岡県
91 前⽥ 菜々⼦ まえだ ななこ 30 福岡県
92 網城 詩織 あみしろ しおり 31 東京都
93 ⼭崎 真緒 やまさき まお 31 東京都
94 ⽯⽥ 真紀 いしだ まき 35 東京都
95 ⽥中 沙織 たなか さおり 34 兵庫県
96 Rosimeire Yang ろしめいれ やん 32 群⾺県
97 ⼩川 章⼦ おがわ あきこ 37 ⻑野県
98 川嶋 佳代⼦ かわしま かよこ 35 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
99 渡邊 ケイ⼦ わたなべ けいこ 49 福岡県
100 塚原 祥⼦ つかはら しょうこ 48 福岡県
101 坂本 晃⼦ さかもと あきこ 43 東京都
102 ⾼橋 美弥⼦ たかはし みやこ 47 ⿅児島県
103 ⼿塚 紀⼦ てづか のりこ 47 神奈川県
104 岩下 恵美 いわした えみ 41 ⼤阪府
105 ⼤槻 わか奈 おおつき わかな 43 京都府
106 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 45 奈良県
107 横⼭ 保江 よこやま やすえ 48 千葉県
108 藤井 やよい ふじい やよい 40 神奈川県
109 垣本 紗也果 かきもと さやか 41 東京都

【ウーマンズクラス】



110 齋藤 順⼦ さいとう じゅんこ 44 埼⽟県
111 李 なよん り なよん 45 神奈川県
112 今橋 由紀 いまはし ゆき 43 神奈川県
113 堀野 祐美 ほりの ゆみ 48 東京都
114 江⼝ エレナ えぐち えれな 42 岐⾩県
115 中⽥ かんな なかだ かんな 43 東京都
116 峰 直美 みね なおみ 41 栃⽊県
117 古賀 真理愛 こが まりあ 41 東京都
118 中原 加代⼦ なかはら かよこ 42 兵庫県
119 ⽯井・花 マリーザ いしい・はな まりーざ 43 東京都
120 渡邊 るみ わたなべ るみ 46 千葉県
121 ⽚岡 梢 かたおか こずえ 41 埼⽟県
122 原⼝ 有希⼦ はらぐち ゆきこ 41 愛知県
123 井上 晴世 いのうえ はるよ 46 埼⽟県
124 松本 ⿇⾐⼦ まつもと まいこ 41 東京都
125 松井 ⿇美 まつい あさみ 40 ⻑野県
126 ⼭⽥ 智⼦ やまだ ともこ 42 京都府
127 町⽥ 知美 まちだ ともみ 49 福岡県
128 問⽥ 英⾥ といた えり 45 岡⼭県
129 加藤 圭美 かとう たかみ 40 愛知県
130 佐藤 幸⼦ さとう さちこ 44 東京都
131 宮尾 めぐみ みやお めぐみ 43 神奈川県
132 ⾼久 あゆみ たかく あゆみ 40 埼⽟県
133 播磨 久美⼦ はりま くみこ 43 兵庫県
134 坂本 みず穂 さかもと みずほ 44 東京都
135 伊藤 めぐみ いとう めぐみ 40 愛知県
136 ⼩⻄ 真由 こにし まゆ 40 滋賀県
137 伊藤 陽⼦ いとう ようこ 45 岡⼭県
138 稗⽥ 奈央⼦ ひえだ なおこ 43 ⼤阪府
139 松嶋 良⼦ まつしま りょうこ 41 熊本県
140 ⼤⽵ 仁美 おおたけ ひとみ 40 愛知県
141 上枝 亜⽮ うええだ あや 46 北海道

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
142 梅⽥ 久美⼦ うめだ くみこ 54 埼⽟県
143 新井 幸⼦ あらい さちこ 53 東京都
144 松森 直美 まつもり なおみ 51 広島県
145 ⽮野  由紀 やの ゆき 56 愛媛県
146 平⽥  ⽐登美 ひらた ひとみ 52 千葉県
147 加藤 寿美⼦ かとう すみこ 59 宮崎県
148 中村 晃⼦ なかむら あきこ 51 東京都
149 佐野 恵⼦ さの けいこ 52 東京都

【クイーンクラス】



150 ⽥村 栄⼦ たむら えいこ 53 新潟県
151 伊藤 ゆみ いとう ゆみ 51 愛知県
152 岡本 いつえ おかもと いつえ 54 福岡県
153 ⼤澤 美⾹ おおさわ みか 54 茨城県
154 丸⼭ 美穂 まるやま みほ 50 福岡県
155 塚本 由美 つかもと ゆみ 54 千葉県
156 野村 良枝 のむら よしえ 53 愛知県
157 渡邉 美和 わたなべ みわ 51 福島県
158 平敷 ⾥美 へしき さとみ 51 沖縄県
159 浦  京⼦ うら きょうこ 52 神奈川県
160 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 53 北海道
161 清⽔ 裕⼦ しみず ゆうこ 51 東京都
162 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 50 東京都
163 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 57 愛知県
164 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 51 ⻑野県
165 ⼭内 弘⼦ やまうち ひろこ 52 京都府
166 ⼤平 友⼦ おおひら ともこ 56 東京都
167 林 直美 はやし なおみ 54 愛知県
168 南條 明美 なんじょう あけみ 54 岡⼭県
169 原 希代⼦ はら きよこ 57 岡⼭県
170 ⼭中 和美 やまなか かずみ 56 ⼤阪府
171 本間 全代 ほんま まさよ 53 静岡県
172 ⻤防 雅美 きぼう まさみ 50 神奈川県
173 秋吉 美佳 あきよし みか 50 福岡県
174 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 54 兵庫県
175 ⻑藤 綾⼦ ながとう あやこ 52 兵庫県
176 我喜屋 弘⼦ がきや ひろこ 57 沖縄県
177 佐野 倫代 さの みちよ 50 愛知県
178 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 51 兵庫県
179 岡本 悦⼦ おかもと えつこ 57 東京都


