
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 森谷　優希 もりや　ゆうき 22 千葉県

2 大隅　龍太郎 おおすみ　りゅうたろう 23 沖縄県

3 藁谷　伸吾 わらがい　しんご 28 茨城県

4 山城　健人 やましろ　けんと 23 香川県

5 楠　孔次郎 くすのき　こうじろう 23 愛知県

6 柳楽　武志 なぎら　たけし 25 福岡県

7 宮本　直樹 みやもと　なおき 22 沖縄県

8 波多野　龍史 はたの　りゅうし 25 東京都

9 牧野　幹弘 まきの　みきひろ 27 岐阜県

10 猪野毛　雅人 いのけ　まさと 23 北海道

11 瀧澤　和人 たきざわ　かずと 28 埼玉県

12 椿　大輝 つばき　ひろき 22 兵庫県

13 伊藤　翔 いとう　しょう 28 大阪府

14 小野崎　拓也 おのざき　たくや 26 栃木県

15 中野　温 なかの　あつし 26 兵庫県

16 平田　大貴 ひらた　だいき 25 神奈川県

17 佐野　開 さの　ひらく 29 栃木県

18 朝穂　一将 あさほ　かずまさ 24 埼玉県

19 辻　利貴哉 つじ　りきや 21 沖縄県

20 井上　慶至 いのうえ　けいし 20 兵庫県

21 家永　大生 いえなが　ひろき 24 和歌山県

22 古山　諒 ふるやま　りょう 24 大阪府

23 田川　将裕 たがわ　まさひろ 28 大阪府

24 朝　孝也 あさ　たかや 27 大阪府

25 知念　裕也 ちねん　ゆうや 28 神奈川県

26 豊見山　祐輔 とみやま　ゆうすけ 24 沖縄県

27 齊藤　功大 さいとう　こうた 22 沖縄県

28 齊藤　雄大 さいとう　ゆうた 20 千葉県

29 杉原　孝拓 すぎはら　たかひろ 26 三重県

30 田中　亮 たなか　りょう 26 三重県

31 安里　啓太 あさと　けいた 26 沖縄県

32 村松　幸亮 むらまつ　こうすけ 27 東京都

33 諸井　貴一 もろい　きいち 23 埼玉県

34 竹澤　和晃 たけざわ　かずあき 24 北海道

35 吉田　洸太郎 よしだ　こうたろう 24 兵庫県

36 馬場　太志 ばば　たいし 22 沖縄県

37 久貝　亮太 くがい　りょうた 27 沖縄県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

38 太田　匠磨 おおた　しょうま 33 京都府

39 堺　雅幸 さかい　まさゆき 34 静岡県

40 長堂　嘉人 ながどう　よしと 36 沖縄県

41 柏本　武志 かしもと　たけし 32 大阪府

42 河田　慎太郎 かわた　しんたろう 33 千葉県

43 玉城　聡才 たまき　あきまさ 31 沖縄県

44 松川　優 まつがわ　ゆう 31 沖縄県

45 成田　直人 なりた　なおと 35 神奈川県

46 有道　信裕 ありみち　のぶひろ 35 京都府

47 氏家　清志 うじいえ　きよし 33 東京都

48 市川　真也 いちかわ　しんや 36 東京都

49 平安名　常法 へんな　つねのり 32 沖縄県

50 山部　義浩 やまべ　よしひろ 31 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

51 高　卓士 こう　たくさ 46 神奈川県

52 瀧本　誠 たきもと　まこと 45 沖縄県

53 土屋　一平 つちや　いっぺい 40 岐阜県

54 前田　拓摩 まえだ　たくま 41 東京都

55 今徳　真吾 いまとく　しんご 43 千葉県

56 仲村　　訓 なかむら　さとし 46 沖縄県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

57 山田　和伸 やまだ　かずのぶ 58 愛知県

58 長崎　敏幸 ながさき　としゆき 60 沖縄県

59 浅田　修兵 あさだ　しゅうへい 59 沖縄県

60 西石垣　誠 にしいしがき　まこと 55 沖縄県

61 松永　淳 まつなが　あつし 54 神奈川県

62 水上　孝則 みずかみ　たかのり 61 福岡県

63 工藤　孝 くどう　たかし 54 愛知県

64 富家　隆樹 ふけ　たかき 52 埼玉県

65 岩瀬　智芳 いわせ　ともよし 51 愛知県

66 二之湯　弘章 にのゆ　ひろあき 52 東京都

67 酒井　秀典 さかい　ひでのり 53 東京都

68 兼安　祥二 かねやす　しょうじ 56 神奈川県

【ゴールドクラス】

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 森野　明未 もりの　あけみ 23 神奈川県

2 山崎　夢倫 やまざき　ゆめり 25 東京都

3 久保　鞠江 くぼ　まりえ 21 北海道

4 玉城　菜緒 たまき　なお 27 沖縄県

5 葉山　愛理 はやま　あいり 28 大阪府

6 菅井　理紗 すがい　りさ 26 東京都

7 宮田　悠那 みやた　ゆうな 19 沖縄県

8 江苅　このみ えがり　このみ 24 北海道

9 大塚　ひかる おおつか　ひかる 23 埼玉県

10 内山　夏希 うちやま　なつき 25 神奈川県

11 五十嵐　彩乃 いがらし　あやの 24 埼玉県

12 藤本　華奈 ふじもと　はるな 21 東京都

13 安田　智美 やすだ　ともみ 27 福島県

14 摺河　洸 するが　ほのか 23 神奈川県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

15 大宜見　文乃 おおぎみ　あやの 34 沖縄県

16 武藤　さゆり むとう　さゆり 39 岐阜県

17 小林　悠 こばやし　ゆう 35 千葉県

18 大川　ユキ乃 おおかわ　ゆきの 34 東京都

19 盛　美紗 もり　みさ 30 沖縄県

20 松村　紀子 まつむら　きこ 30 東京都

21 前川　真己子 まえかわ　まきこ 31 沖縄県

22 熊谷　枝倫 くまがい　えり 37 東京都

23 白瀬　美香 しらせ　みか 32 兵庫県

24 小林　美沙子 こばやし　みさこ 32 京都府

25 宮平　麗奈 みやひら　れいな 31 沖縄県

26 志垣 　裕美 しがき　ゆみ 32 東京都

27 大年　雅美 おおとし　まさみ 31 大阪府

28 中村　幸恵 なかむら　ゆきえ 30 沖縄県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

29 兼松　亜紀 かねまつ　あき 47 愛知県

30 門司　祐枝 もんじ　さちえ 42 福岡県

31 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

32 酒向　めぐみ さこう　めぐみ 46 岐阜県

33 名嘉真　清野 なかま　すがの 44 沖縄県

34 寺田　晴 てらだ　せい 49 東京都

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

35 小森　益美 こもり　ますみ 50 東京都

36 平敷　里美 へしき　さとみ 53 沖縄県

37 野藤　亜紀子 のとう　あきこ 51 埼玉県

38 上野　智子 うえの　ともこ 53 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】

【ガールズクラス】


