
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 梅崎　昌悟 うめざき　しょうご 29 愛媛県

2 山本　智紀 やまもと　ともき 21 兵庫県

3 桑原　幹人 くわはら　みきと 21 兵庫県

4 山下　公平 やました　こうへい 29 京都府

5 雫石　将克 しずくいし　まさかつ 26 高知県

6 西　輝剛 にし　てるよし 29 岡山県

7 岡所　光希 おかしょ　こうき 27 大阪府

8 寺田　幸弘 てらだ　ゆきひろ 29 兵庫県

9 西野　竜矢 にしの　りゅうや 26 愛知県

10 佐脇　慧一 さわき　けいいち 29 東京都

11 平井　匠 ひらい　たくみ 21 兵庫県

12 佐圓　耀一 さえん　よういち 26 大阪府

13 堀川　奨 ほりかわ　しょう 24 高知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

14 渡辺　浩司 わたなべ　こうじ 38 愛知県

15 藤原　千浩 ふじわら　かずひろ 38 山口県

16 坂田　和博 さかた　かずひろ 37 大阪府

17 藤井　明夫 ふじい　あきお 39 京都府

18 堀江　太朗 ほりえ　たろう 37 東京都

19 西村　健 にしむら　たけし 37 愛媛県

20 寺澤　一樹 てらざわ　かずき 38 岡山県

21 木山　佑太郎 きやま　ゆうたろう 30 大阪府

22 西浦　大輔 にしうら　だいすけ 33 大阪府

23 柿崎　剛 かきざき　つよし 30 大阪府

24 川上　展弘 かわかみ　のぶひろ 37 岡山県

25 森　健太 もり　けんた 32 兵庫県

26 水谷　公輔 みずたに　こうすけ 38 三重県

27 鳴海　悠介 なるみ　ゆうすけ 39 大阪府

28 NAKANO　JUNYA なかの　じゅんや 34 東京都

29 滝口　薫 たきぐち　かおる 31 大阪府

30 濱田　直希 はまだ　なおき 36 東京都

31 大日向　健太 おおひなた　けんた 34 高知県

32 川原　佑亮 かわはら　ゆうすけ 35 大阪府
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

33 塩田　雅章 しおた　まさあき 41 大阪府

34 吉澤　英太郎 よしざわ　えいたろう 45 高知県

35 福島　隆 ふくしま　たかし 49 福岡県

36 西山　徹昭 にしやま　てつあき 42 滋賀県

37 久木野　将 くきの　まさる 48 富山県

38 田中　利典 たなか　としのり 41 滋賀県

39 田中　俊輔 たなか　しゅんすけ 44 岡山県

40 森　淳志 もり　あつし 47 福岡県

41 稲垣　幹彦 いながき　みきひこ 46 愛知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

42 吾郷　眞也 あごう　しんや 57 大阪府

43 鈴木　功二 すずき　こうじ 55 静岡県

44 田中　徳之 たなか　のりゆき 50 神奈川県

45 丸山　豊 まるやま　ゆたか 50 京都府

46 村田　トオル むらた　とおる 56 兵庫県

47 神谷　勝 かみたに　まさる 54 大阪府

48 高橋　功 たかはし　いさお 55 愛知県

49 斉藤　政秀 さいとう　まさひで 62 大阪府

50 前田　直紀 まえだ　なおき 50 岡山県

51 小笠原　正雄 おがさわら　まさお 57 高知県

52 斉藤　克美 さいとう　かつみ 55 東京都

53 石原　サンチェス陽一 いしはら　さんちぇすよういち 54 東京都

54 高柳　徹 たかやなぎ　とおる 61 神奈川県

55 浅井　ハンク あさい　はんく 50 東京都

【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

1 繁田　真心 しげた　まこ 28 大阪府

2 西原　桃香 にしはら　ももか 25 和歌山県

3 大西　真理 おおにし　まり 28 兵庫県

4 井上　紗綾 いのうえ　さあや 24 大阪府

5 足立　詩織 あだち　しおり 25 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

6 大屋　弥生 おおや　やよい 31 広島県

7 高松　加奈 たかまつ　かな 34 高知県

8 中村　愛 なかむら　あい 32 東京都

9 林　真梨 はやし　まり 31 兵庫県

10 木村　由依 きむら　ゆい 32 愛知県

11 後呂　里絵 うしろ　りえ 33 兵庫県

12 松村　具恵 まつむら　ともえ 37 高知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

13 原　ゆり はら　ゆり 42 神奈川県

14 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

15 大山　悦子 おおやま　えつこ 42 兵庫県

16 瀬口　暁美 せぐち　あけみ 46 岐阜県

17 大竹　仁美 おおたけ　ひとみ 41 愛知県

18 藤田　和美 ふじた　かずみ 45 岡山県

19 湯浅　優子 ゆあさ　ゆうこ 40 徳島県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

20 中村　晃子 なかむら　あきこ 52 東京都

21 河島　智惠 かわしま　ともえ 56 東京都

22 加藤　あつこ かとう　あつこ 57 愛知県

23 平島　貴代美 ひらしま　きよみ 53 徳島県

24 高山　奈津子 たかやま　なつこ 51 東京都

25 真田　順子 さなだ　じゅんこ 61 高知県

26 松本　宏枝 まつもと　ひろえ 51 東京都

27 山中　和美 やまなか　かずみ 57 大阪府

28 服部　彩香 はっとり　さやか 57 大阪府

【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】


