
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩助川 ⼤知 こすけがわ だいち 24 三重県
2 ⾏⽅ 優介 なめかた ゆうすけ 26 三重県
3 ⾕⼝ 陽介 たにぐち ようすけ 23 兵庫県
4 ⽶⽥ 直⽣ よねだ なおき 29 三重県
5 間瀬 颯良 ませ そうら 23 愛知県
6 有⽵ 天慎 ありたけ てんしん 22 三重県
7 佐藤 聖 さとう たかし 22 三重県
8 ⾦本 ⻯佑 かねもと りゅうすけ 28 愛知県
9 笹井 健太 ささい けんた 22 ⼤阪府
10 酒井 啓太 さかい けいた 29 岐⾩県
11 阪 ⻯典 さか たつのり 28 三重県
12 下村 圭祐 しもむら けいすけ 24 愛知県
13 奥 考平 おく こうへい 21 ⼤阪府
14 ⼭⼝ 智也 やまぐち ともや 22 三重県
15 林 慎之輔 はやし しんのすけ 21 東京都
16 末良 知寛 すえよし ともひろ 24 三重県
17 杉中 ⼀輝 すぎなか かずき 18 三重県
18 深井 フェリペ 秀幸 ふかい フェリペ ひでゆき 18 三重県
19 中⻄ 恭平 なかにし きょうへい 28 三重県
20 ⽴花 薫 たちばな かおる 27 三重県
21 鈴⽊ 将太 すずき しょうた 26 岐⾩県
22 佐藤 修平 さとう しゅうへい 22 静岡県
23 新⾕ ⼀樹 しんたに かずき 21 愛知県
24 井上 壱喜 いのうえ かずき 21 岐⾩県
25 河盛 裕 かわもり ゆたか 25 愛知県
26 稲葉 真尚 いなば まさなお 21 岐⾩県
27 市橋 勇太郎 いちはし ゆうたろう 28 岐⾩県
28 上原 ⼤次郎 うえはら だいじろう 28 東京都
29 ⼤沢 翼 おおさわ つばさ 26 三重県
30 畔⽥ 幸⼤ くろだ こうた 23 和歌⼭県
31 ⾼須 ⼤紀 たかす ひろき 27 東京都
32 池之迫 雅幸 いけのさこ まさゆき 27 愛知県
33 ⽔川 晃太 みずかわ こうた 28 愛知県
34 草深 太志 くさふか たいし 26 三重県
35 坂井 直⼈ さかい なおと 22 京都府
36 住井 洸介 すみい こうすけ 20 愛知県
37 岡 ⾼広 おか たかひろ 29 三重県
38 ⻘⼭ 和希 あおやま かずき 25 愛知県
39 ⽥中 良旺 たなか よしあき 22 三重県
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40 加藤 将輝 かとう まさき 23 愛知県
41 ⿊⽯ 達也 くろいし たつや 24 ⼤阪府
42 ⼩崎 翔平 こざき しょうへい 28 愛知県
43 近藤 良起 こんどう よしき 21 愛知県
44 久保 直⼈ くぼ なおと 22 愛知県
45 楢崎 仁也 ならざき じんや 23 京都府
46 兼古 崇史 かねこ たかし 29 三重県
47 有我 公博 ありが きみひろ 25 愛知県
48 横井 宏樹 よこい こうき 24 愛知県
49 ⽯嶺 翔 いしみね かける 20 滋賀県
50 菊島 樹 きくしま たつき 21 東京都
51 榎本 聖也 えのもと せいや 22 兵庫県
52 井上 博貴 いのうえ ひろき 29 ⼤阪府
53 髙橋 晴弥 たかはし せいや 26 東京都
54 椎名 迅 しいな すみや 23 神奈川県
55 早川 裕記 はやかわ ひろき 29 愛知県
56 守屋 連之将 もりや れんのすけ 18 千葉県
57 和⽥ 英雄 わだ びでお 24 ⼤阪府
58 稲吉 拓哉 いなよし たくや 28 愛知県
59 ⻄森 翔太 にしもり しょうた 26 奈良県
60 ⼤道 匡彦 だいどう まさひこ 24 神奈川県
61 原⽥ 陵太 はらだ りょうた 28 兵庫県
62 ⻑束 昌平 ながつか しょうへい 24 愛知県
63 ⼭⽥ 京平 やまだ きょうへい 23 富⼭県
64 鈴⽊ ⼤雅 すずき たいが 28 富⼭県
65 ⿊⽊ 翔泉 くろき しょうせん 24 岐⾩県
66 ⽮野 将也 やの しょうや 20 三重県
67 砂川 勇⼈ すながわ はやと 24 兵庫県
68 中⾕ 伸⼀郎 なかや しんいちろう 25 岐⾩県
69 ⾦沢 唯⼈ かなざわ ただひと 27 愛知県
70 ⿑藤 寛也 さいとう ひろや 24 福井県
71 吉崎 祐太 よしざき ゆうた 23 ⼤阪府
72 井場 裕 いば ゆたか 28 千葉県
73 ⾨⼝ 佳佑 もんぐち けいすけ 22 ⼤阪府
74 ⼭⽥ 慎太郎 やまだ しんたろう 25 愛知県
75 ⿑藤 雄⼤ さいとう ゆうた 18 千葉県
76 三宅 勇輝 みやけ ゆうき 22 兵庫県
77 鈴⽊ ⽂⼈ すずき あやと 22 三重県
78 棚橋 功貴 たなはし こうき 21 三重県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 森⽥ 洋平 もりた ようへい 37 三重県

【ミドルクラス】



2 松井 智也 まつい ともや 30 三重県
3 天⽩ 恭太 てんぱく きょうた 32 三重県
4 枝川 右 えだがわ ゆう 36 ⼤阪府
5 圓⾕ 康佑輝 つぶらや やすゆき 37 愛知県
6 村上 貴則 むらかみ たかのり 34 三重県
7 濱⼝ 友季也 はまぐち ゆきや 30 ⼤阪府
8 森 章⼆ もり しょうじ 35 京都府
9 ⽔⾕ 朋樹 みずたに ともき 33 愛知県
10 ⾦⼦ 秀平 かねこ しゅうへい 35 愛知県
11 堀⽥ 亘 ほりた わたる 36 北海道
12 宮川 裕介 みやがわ ゆうすけ 32 奈良県
13 仙藤 千博 せんどう ちひろ 33 滋賀県
14 ⽶澤 利幸 よねざわ としゆき 31 愛知県
15 南 達也 みなみ たつや 34 三重県
16 宮島 裕⼆ みやじま ゆうじ 32 愛知県
17 ⽟川 和輝 たまがわ かずき 31 愛知県
18 阿部 裕貴 あべ ゆうき 31 愛知県
19 杉⼭ 佑介 すぎやま ゆうすけ 36 静岡県
20 吉村 信介 よしむら しんすけ 33 京都府
21 井尻 洋平 いじり ようへい 38 ⼤阪府
22 ⽥中 英孝 たなか ひでたか 38 ⼤阪府
23 ⽯⽥ 将之 いしだ まさゆき 37 福井県
24 栗本 智史 くりもと さとし 32 奈良県
25 今井 久貴 いまい ひさたか 31 三重県
26 ⾼⼭ 将旭 たかやま まさあき 31 愛知県
27 鈴⽊ 秀嗣 すずき しゅうじ 31 愛知県
28 須川 慎也 すがわ しんや 36 愛知県
29 松重 光祐 まつしげ こうすけ 30 三重県
30 福⽥ 泰史 ふくだ やすふみ 35 奈良県
31 辻本 浩典 つじもと ひろのり 34 奈良県
32 植松 孝太 うえまつ こうた 32 静岡県
33 岡崎 亮 おかざき りょう 38 三重県
34 ⻘⽊ 将義 あおき まさよし 31 奈良県
35 ⽮⽥部 佳典 やたべ よしのり 38 愛知県
36 林 ⼀博 はやし かずひろ 34 神奈川県
37 ⼤島 昌之 おおしま まさゆき 39 愛知県
38 濱地 洋佑 はまじ ようすけ 31 愛知県
39 井⽐ 賢史 いび さとし 39 愛知県
40 鈴村 将史 すずむら まさし 32 東京都
41 ⽟⽥ 洋平 たまだ ようへい 31 愛知県
42 有道 信裕 ありみち のぶひろ 33 京都府
43 真⽥ ⼤樹 さなだ たいき 33 愛知県
44 中村 ⼤樹 なかむら ひろき 34 ⼤阪府



45 宮脇 猛 みやわき たけし 30 愛知県
46 ⿊⽥ 敦夫 くろだ あつお 30 三重県
47 鈴⽊ 盛家 すずき もりいえ 38 愛知県
48 吉岡 裕樹 よしおか ゆうき 33 神奈川県
49 駒澤 悟 こまざわ さとる 33 ⼤阪府
50 久保 貴裕 くぼ たかひろ 30 愛知県
51 下野 勝也 しもの かつなり 36 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 兼松 剛 かねまつ ごう 40 愛知県
2 ⼟居 直樹 どい なおき 46 三重県
3 浦野 智博 うらの ともひろ 44 三重県
4 五⼗嵐 ⽴彦 いがらし たてひこ 46 三重県
5 ⾚松 泰輝 あかまつ たいき 40 三重県
6 橋本 良平 はしもと りょうへい 49 ⼤阪府
7 松葉 克敏 まつば かつとし 41 三重県
8 ⼤野 貞克 おおの さだかつ 49 静岡県
9 樋⼝ 靖洋 ひぐち やすひろ 46 三重県
10 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 45 愛知県
11 ⼤塚 裕貴 おおつか ひろき 47 滋賀県
12 ⼩林 祐司 こばやし ゆうじ 49 東京都
13 林 充 はやし みつる 47 東京都
14 ⽶⽥ 泰伸 よねだ やすのぶ 40 東京都
15 鈴⽊ 宏光 すずき ひろみつ 45 愛知県
16 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 47 三重県
17 齋藤 繁⼀ さいとう しげかず 41 東京都
18 湯⽥ 隆 ゆだ たかし 44 愛知県
19 三好 浩介 みよし こうすけ 42 三重県
20 ⽮野 勇治 やの ゆうじ 47 ⼤阪府
21 ⻫藤 賢治 さいとう けんじ 44 ⼤阪府
22 川辺 勝弘 かわべ かつひろ 47 三重県
23 ⻫藤 忠孝 さいとう ただたか 47 愛知県
24 益⼦ 克彦 ますこ かつひこ 48 東京都
25 三国 渡 みくに わたる 49 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
2 松本 貴寿 まつもと たかとし 57 三重県
3 中野 雅⼈ なかの まさと 57 三重県
4 辻⽥ 朋 つじた とも 52 三重県
5 近藤 裕司 こんどう ゆうじ 50 愛知県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



6 和久⽥ ⼒ わくだ ちから 59 静岡県
7 秋元 嘉男 あきもと よしお 50 三重県
8 志村 功 しむら いさお 55 愛知県
9 泉 昌弘 いずみ まさひろ 60 奈良県
10 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 54 ⼭梨県
11 鈴⽊ 智 すずき さとし 51 静岡県
12 篠原 孝⼈ しのはら たかと 53 三重県
13 ⾦⼦ 靜雄 かねこ しずお 53 三重県
14 上⼭ 孝昌 うえやま たかまさ 58 愛知県
15 ⾦松 ⽵志 かねまつ たけし 56 三重県
16 須川 英昭 すがわ ひであき 54 三重県
17 ⽯原 康伸 いしはら やすのぶ 50 愛知県
18 ⼤久保 満夫 おおくぼ みつお 52 京都府
19 嶋⽥ 徳泰 しまだ のりやす 60 奈良県
20 井上 健 いのうえ たけし 53 岐⾩県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 堀⽥ 愛 ほった あい 22 神奈川県
2 河村 萌 かわむら めぐみ 26 福井県
3 宮本 志緒⾥ みやもと しおり 25 ⼤阪府
4 ⼩野 真以⼦ おの まいこ 25 愛知県
5 ⼭﨑 彩加 やまさき あやか 25 愛知県
6 ⼋嶌 円⾹ やしま まどか 23 奈良県
7 今枝 仁美 いまえだ ひとみ 24 愛知県
8 松尾 和美 まつお かずみ 27 愛知県
9 ⾼野 真希 たかの まき 29 三重県
10 辻 りさ⼦ つじ りさこ 21 愛知県
11 鈴⽊ 美帆 すずき みほ 27 愛知県
12 坂本 愛梨 さかもと あいり 23 ⼤阪府
13 井上 波留花 いのうえ はるか 28 ⼤阪府
14 松川 真実 まつかわ まみ 29 三重県
15 ⽔野 智世 みずの ともよ 29 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾕⼝ 亜佳⼦ たにぐち あかね 38 愛知県
2 齋藤 恵美⼦ さいとう えみこ 31 兵庫県
3 宮本 真希 みやもと まき 32 三重県
4 村上 澄⼦ むらかみ すみこ 39 三重県
5 稲垣 美沙 いながき みさ 34 愛知県
6 松井 ⿇美 まつい あさみ 39 ⼭梨県
7 中垣 鮎実 なかがき あゆみ 31 奈良県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



8 渡辺 こずえ わたなべ こずえ 36 東京都
9 ⾐奈 綾 いな あや 34 愛知県
10 松⽥ 美保 まつだ みほ 30 愛知県
11 松村 ⾹代⼦ まつむら かよこ 35 滋賀県
12 星野 りさ ほしの りさ 34 愛知県
13 ⽯⽥尾 真由美 いしだお まゆみ 36 愛知県
14 ⾦村 知美 かねむら ともみ 33 愛知県
15 秋⼭ みゆき あきやま みゆき 35 三重県
16 淺井 舞 あさい まい 33 愛知県
17 ⻄尾 直⼦ にしお なおこ 38 兵庫県
18 ⼩林 しおり こばやし しおり 31 ⼭梨県
19 細野 千晶 ほその ちあき 34 愛知県
20 有⽥ 雅代 ありた まさよ 38 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽮部 陽⼦ やべ ようこ 49 東京都
2 ⼭本 由美 やまもと ゆみ 42 三重県
3 斧⽥ 良⼦ おのだ よしこ 44 茨城県
4 奥村 ありさ おくむら ありさ 41 東京都
5 奥井 利恵 おくい りえ 48 三重県
6 杉⼭ 尚⼦ すぎやま なおこ 48 愛知県
7 嶋⽥ 志都花 しまだ しづか 40 東京都
8 瀬⼝ 暁美 せぐち あけみ 44 岐⾩県
9 北村 真紀⼦ きたむら まきこ 41 愛知県
10 坂下 朱美 さかした あけみ 45 三重県
11 浅野 亜由路 あさの あゆち 42 岐⾩県
12 ⼭⼝ 世⼦ やまぐち ときこ 47 滋賀県
13 林 恵 はやし めぐみ 42 岐⾩県
14 ⾦井 ⿇⾐ かない まい 43 ⼤阪府
15 ⻄尾 美⾹ にしお みか 40 兵庫県
16 ⼭本 ⿇⼦ やまもと あさこ 41 静岡県
17 鎌⽥ 恵美 かまだ えみ 48 三重県
18 下り藤 亜弥 さがりふじ あや 40 愛知県
19 神保 あゆ じんぼ あゆ 44 奈良県
20 ⽩⽯ 智美 しらいし ともみ 42 愛知県
21 朝妻 亜希恵 あさつま あきえ 41 千葉県
22 ⼭内 春⾹ やまうち はるか 42 ⼤阪府
23 三浦 佳美 みうら よしみ 46 岐⾩県
24 服部 ⿇⼦ はっとり あさこ 45 愛知県
25 ⾼橋 ⾹奈江 たかはし かなえ 41 静岡県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】



出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩野 理絵⼦ おの りえこ 54 東京都
2 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 56 愛知県
3 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 50 ⻑野県
4 鈴⽊ 佐代⼦ すずき さよこ 55 愛知県
5 塚本 由美 つかもと ゆみ 53 千葉県
6 ⼭中 和美 やまなか かずみ 55 ⼤阪府
7 ⼤島 京⼦ おおしま きょうこ 53 京都府
8 若宮 美⾹ わかみや みか 52 岐⾩県
9 内⼭ はるみ うちやま はるみ 59 岐⾩県
10 ⼭内 加代⼦ やまうち かよこ 50 三重県


