
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩板橋 良介 こいたばし りょうすけ 26 ⼤阪府
2 ⾼⽊ ⻯仁 たかぎ りゅうと 24 和歌⼭県
3 坂本 ⻯平 さかもと りょうへい 29 和歌⼭県
4 ⽵内 誠 たけうち まこと 23 ⼤阪府
5 ⽥中 達也 たなか たつや 29 ⼤阪府
6 芝 佳樹 しば よしき 21 ⼤阪府
7 ⽇野 悠⼈ ひの ゆうと 29 和歌⼭県
8 ⼤久 和輝 だいく かずき 27 東京都
9 岸本 将司 きしもと まさし 23 ⼤阪府
10 宮本 慎也 みやもと しんや 20 ⼤阪府
11 稲⽥ 滉⼠ いなだ こうじ 25 和歌⼭県
12 宮⽥ 康⼆ みやた こうじ 28 和歌⼭県
13 吉⽥ 俊 よしだ しゅん 27 兵庫県
14 吉⽥ 和史 よしだ かずし 27 奈良県
15 対⾺ ⼤和 つしま やまと 27 ⼤阪府
16 脇村 公史郎 わきむら こうしろう 25 和歌⼭県
17 ⽥中 優真 たなか ゆうま 24 兵庫県
18 ⼆宮 拓也 にのみや たくや 22 和歌⼭県
19 岡本 庄⼀郎 おかもと しょういちろう 27 和歌⼭県
20 ⽥端 翔 たばた しょう 28 ⼤阪府
21 仲宗根 ⼤悟 なかそね だいご 29 和歌⼭県
22 何 耀源 か よげん 23 ⼤阪府
23 富⽥ 雅也 とみた まさや 21 ⼤阪府
24 ⼭本 逸樹 やまもと いつき 25 和歌⼭県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻄林 章光 にしばやし あきみつ 35 ⼤阪府
2 上⽥ 広⼤ うえた こうだい 36 ⿃取県
3 ⻑⽊ 壮⽮ ながき そうや 35 和歌⼭県
4 ⽟井 隆 たまい たかし 32 ⼤阪府
5 上野⼭ 慧 うえのやま けい 30 千葉県
6 ⽯井 学 いしい まなぶ 30 東京都
7 安藤 雅史 あんどう まさし 32 ⼤阪府
8 ⼩峯 勇気 こみね ゆうき 32 ⼤阪府
9 栗本 晃希 くりもと てるき 30 和歌⼭県
10 永井 迅 ながい じん 33 ⼤阪府
11 松⽥ 卓也 まつだ たくや 31 岡⼭県
12 岩⽥ 知紘 いわた ともひろ 34 和歌⼭県
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13 濱⽥ 将伍 はまだ しょうご 30 和歌⼭県
14 坂本 修⼆ さかもと しゅうじ 32 ⼤阪府
15 光定 義純 みつさだ よしずみ 32 和歌⼭県
16 ⽣原 正紀 いくはら まさき 37 徳島県
17 武内 輝 たけうち あきら 32 ⼤阪府
18 ⽥中 奏真 たなか そうま 33 和歌⼭県
19 井原 将隆 いはら まさたか 37 東京都
20 ⽥中 稔隆 たなか としたか 38 和歌⼭県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾚⽥ 真朗 あかた まさあき 45 兵庫県
2 梶⽥ 幸司 かじた こうじ 41 兵庫県
3 ⼭⽥ ⼤輔 やまだ だいすけ 43 兵庫県
4 殿村 和信 とのむら かずのぶ 42 和歌⼭県
5 橘 晴彦 たちばな はるひこ 44 和歌⼭県
6 ⽚岡 光⼀ かたおか こういち 43 ⼤阪府
7 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 46 三重県
8 岡本 昌幸 おかもと まさゆき 45 ⼤阪府
9 園中 修 そのなか おさむ 44 ⼤阪府
10 ⻫藤 賢治 さいとう けんじ 44 ⼤阪府
11 井上 良信 いのうえ よしのぶ 43 和歌⼭県
12 橋本 健⼀郎 はしもと けんいちろう 48 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 吾郷 眞也 あごう しんや 55 ⼤阪府
2 ⼩畑 栄 こばた さかえ 54 和歌⼭県
3 ⼤東 学 だいとう まなぶ 53 ⼤阪府
4 仲⽥ 由雄 なかた よしお 55 和歌⼭県
5 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 57 兵庫県
6 ⾚松 英⼆ あかまつ えいじ 58 和歌⼭県
7 池宮 清史 いけみや きよし 50 ⼤阪府
8 中井 正隆 なかい まさたか 57 ⼤阪府
9 渡辺 照彦 わたなべ てるひこ 54 ⼤阪府
10 坂井 清 さかい きよし 55 和歌⼭県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 廣瀬 ⽀映 ひろせ しえ 22 和歌⼭県
2 中澤 綾 なかざわ あや 29 ⼤阪府
3 ⽔嶋 彩乃 みずしま あやの 26 ⼤阪府
4 井上 波留花 いのうえ はるか 27 ⼤阪府

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



5 塚脇 彩加 つかわき さやか 25 ⼤阪府
6 中⾕ 美⾥ なかたに みさと 28 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡部 美⾹ わたなべ みか 33 ⼤阪府
2 ⽷川 このみ いとがわ このみ 31 和歌⼭県
3 中野 景⼦ なかの けいこ 37 和歌⼭県
4 安原 望 やすはら のぞみ 34 和歌⼭県
5 井本 恵美 いもと めぐみ 38 ⼤阪府
6 岩森 めぐみ いわもり めぐみ 31 静岡県
7 宮⽥ 真紀 みやた まき 33 和歌⼭県
8 武⽥ 祐加⼦ たけだ ゆかこ 35 兵庫県
9 ⼭本 友⾹ やまもと ゆか 33 ⼤阪府
10 森川 藍⼦ もりかわ あいこ 33 奈良県
11 武⻄ 加奈⼦ たけにし かなこ 34 和歌⼭県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 44 奈良県
2 松下 知賀⼦ まつした ちかこ 40 ⼤阪府
3 川島 可奈⼦ かわしま かなこ 40 兵庫県
4 ⽥中 洋⼦ たなか ようこ 43 ⼤阪府
5 原 江⾥ はら えり 43 和歌⼭県
6 ⽥中 久実 たなか くみ 47 兵庫県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


