
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 糟⾕ 耕司 かすや こうじ 29 兵庫県
2 謙島 章吾 のりしま しょうご 26 兵庫県
3 ⽥中 謙汰 たなか けんた 21 兵庫県
4 松浦 誠也 まつうら せいや 27 兵庫県
5 岡元 航 おかもと わたる 21 兵庫県
6 芝 佳樹 しば よしき 21 ⼤阪府
7 藤崎 拓磨 ふじさき たくま 21 兵庫県
8 太⽥ トーマス おおた トーマス 26 ⼤阪府
9 岡本 崇稔 おかもと たかとし 24 兵庫県
10 吉⽥ 和史 よしだ かずし 27 奈良県
11 藤元 秀樹 ふじもと ひでき 27 兵庫県
12 國光 芳徳 くにみつ よしのり 21 兵庫県
13 串崎 健太 くしざき けんた 27 兵庫県
14 ⼩板橋 良介 こいたばし りょうすけ 27 ⼤阪府
15 梅⽥ 翔⽮ うめだ しょうや 23 ⼤阪府
16 ⽥中 ⽂洋 たなか ふみひろ 28 兵庫県
17 ⼤城 ⼀記 おおしろ かずき 21 兵庫県
18 加藤 隆太朗 かとう りゅうたろう 26 兵庫県
19 橋⾕ 泰弘 はしたに やすひろ 27 兵庫県
20 ⻑栄 勘太 ながえ かんた 19 ⼤阪府
21 三永 隼⼈ みつなが はやと 20 兵庫県
22 ⼭⼝ 翔⽮ やまぐち しょうや 25 ⼤阪府
23 平⽥ 皇貴 ひらた きみたか 26 愛媛県
24 ⽵⽥ 智 たけだ さとし 20 兵庫県
25 ⼭⽥ 周慈 やまだ しゅうじ 24 兵庫県
26 ⼭⼝ 隼佑 やまぐち しゅんすけ 29 滋賀県
27 松本 誉⼠樹 まつもと よしき 21 京都府
28 深沼 開 ふかぬま かい 23 ⼤阪府
29 ⽥中 達也 たなか たつや 29 ⼤阪府
30 久 健太郎 ひさし けんたろう 24 兵庫県
31 中村 康希 なかむら こうき 20 奈良県
32 坂本 ⼤洋 さかもと たいよう 20 兵庫県
33 加藤 薫 かとう かおる 24 兵庫県
34 吉川 健太 よしかわ けんた 21 兵庫県
35 中野 光揮 なかの みつき 20 ⼤阪府
36 野崎 素弘 のざき もとひろ 19 兵庫県
37 ⾕垣 嘉規 たにがき よしき 22 ⼤阪府
38 坪⽥ 秀伍 つぼた しゅうご 25 兵庫県
39 ⼭下 健太朗 やました けんたろう 22 兵庫県
40 橋本 悠 はしもと ゆう 21 ⼤阪府
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出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 網本 毅志 あみもと たかし 31 ⼤阪府
2 ⼩澤 怜 おざわ さとし 30 兵庫県
3 藤原 崇紀 ふじわら たかのり 35 兵庫県
4 フォーチュネガスパ セバスチャン フォーチュネガスパ セバスチャン 34 兵庫県
5 渡邉 利章 わたなべ としあき 32 ⼤阪府
6 巖 裕之 いわお ひろゆき 38 兵庫県
7 川本 敬幸 かわもと たかゆき 33 兵庫県
8 ⽥中 英孝 たなか ひでたか 38 ⼤阪府
9 橋本 卓也 はしもと たくや 30 ⼤阪府
10 上宮 啓佑 うえみや けいすけ 36 兵庫県
11 島⽥ 宗⼀ しまだ そういち 33 兵庫県
12 ⻄林 章光 にしばやし あきみつ 35 ⼤阪府
13 杉原 秀弥 すぎはら しゅうや 37 兵庫県
14 岡⽥ 卓也 おかだ たくや 33 兵庫県
15 吉岡 友樹 よしおか ゆうき 33 兵庫県
16 中島 ⼤貴 なかしま ひろき 31 兵庫県
17 栗原 直也 くりはら なおや 35 兵庫県
18 兼年 翼 かねとし つばさ 30 ⿃取県
19 ⿓林 世悟 たつばやし せいご 38 兵庫県
20 中村 祐介 なかむら ゆうすけ 30 兵庫県
21 塚本 賢史 つかもと さとし 38 兵庫県
22 井上 仁徳 いのうえ まさのり 30 ⼤阪府
23 善村 順作 よしむら じゅんさく 39 ⼤阪府
24 湊 修治 みなと しゅうじ 30 兵庫県
25 河 建佑 は ごんう 32 兵庫県
26 中村 友也 なかむら ともや 31 京都府
27 ⼤城 昇悟 おおしろ しょうご 33 沖縄県
28 岩崎 隆道 いわさき たかみち 39 兵庫県
29 ⽥中 拓志 たなか たくし 39 兵庫県
30 ⿊川 良⼀ くろかわ りょういち 38 ⼤阪府
31 南 ⽣樹 みなみ せいき 31 京都府
32 ⼤⻄ 保剛 おおにし やすたけ 32 兵庫県
33 狩野 悠⽣ かの ゆうき 37 兵庫県
34 中⼭ 祐⼀ なかやま ゆういち 30 兵庫県
35 灘 計摩 なだ かずま 31 ⼤阪府
36 上⽥ 貴之 うえだ たかし 36 兵庫県
37 ⽯井 雄⼆ いしい ゆうじ 33 ⼤阪府
38 杉村 旭彦 すぎむら あきひこ 34 ⼤阪府
39 三好 穂 みよし みのる 33 ⻑崎県
40 ⻄原 優 にしはら ゆたか 33 ⼤阪府
41 和⽥ 誠 わだ まこと 39 奈良県

【ミドルクラス】



42 ⻑⾕川 将太 はせがわ しょうた 30 兵庫県
43 宮崎 友都 みやざき ゆうと 31 兵庫県
44 川⻄ 宏和 かわにし ひろかづ 35 ⼤阪府
45 増野 唯⽣ ましの ただき 30 兵庫県
46 上野 恵史 うえの よしふみ 30 兵庫県
47 辻本 浩典 つじもと ひろのり 34 奈良県
48 藤本 慎佑 ふじもと しんすけ 34 兵庫県

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 森 慶太 もり けいた 40 兵庫県
3 三宅 正⾼ みやけ まさたか 47 兵庫県
4 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
5 林 浩明 はやし ひろあき 42 ⼤阪府
6 河間 久征 かわま ひさゆき 44 ⼤阪府
7 中島 宗也 なかじま そうや 43 兵庫県
8 ⻄垣 洋平 にしがき ようへい 41 兵庫県
9 丹⽣ 成彦 にゅう なるひこ 43 ⼤阪府
10 稲垣 ⼀成 いながき かずなり 48 ⼤阪府
11 園中 修 そのなか おさむ 43 ⼤阪府
12 北平 勝⼰ きたひら かつみ 42 ⼤阪府
13 新 英三 あたらし えいぞう 49 ⼤阪府
14 前⽥ 和宏 まえだ かずひろ 43 兵庫県
15 今井 隆 いまい たかし 44 兵庫県
16 瀧本 誠 たきもと まこと 43 沖縄県
17 合⽥ 貴宣 ごうだ たかのぶ 42 愛媛県
18 松⼭ 元之 まつやま もとゆき 40 兵庫県
19 伊勢 典弘 いせ のりひろ 40 奈良県
20 永⽥ 秀徳 ながた ひでのり 40 兵庫県
21 ⻫藤 賢治 さいとう けんじ 44 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 57 兵庫県
2 正直 浩哉 まさなお ひろや 54 兵庫県
3 権 誠治 こん そんち 56 兵庫県
4 ⼭下 功 やました いさお 50 滋賀県
5 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 57 兵庫県
6 近藤 修⼀ こんどう しゅういち 53 兵庫県
7 春名 潤⼀郎 はるな じゅんいちろう 60 兵庫県
8 ⻑⾕川 順⼀ はせがわ じゅんいち 57 兵庫県
9 ⽔上 孝則 みずかみ たかのり 59 福岡県
10 船守 賢彦 ふなもり まさひこ 54 兵庫県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



11 佐藤 岳司 さとう たけし 52 ⼤阪府
12 村⽥ トオル むらた とおる 54 兵庫県
13 ⻄村 啓司 にしむら けいじ 52 滋賀県
14 駒井 洋⼀ こまい よういち 60 岡⼭県
15 ⽯⽥ 徹 いしだ とおる 56 ⼤阪府
16 ⽯川 和男 いしかわ かずお 53 ⼤阪府
17 前⽥ 信和 まえだ かずひろ 66 兵庫県
18 加藤 ⼀秀 かとう かずひで 51 東京都
19 ⼭根 聡 やまね さとる 50 兵庫県
20 岡⽥ 淳⼀ おかだ じゅんいち 51 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼩林 梨奈 こばやし りな 24 奈良県
2 奥井 奈々 おくい なな 24 ⼤阪府
3 チャベズアンジェリカ チャベズアンジェリカ 27 兵庫県
4 坂本 愛 さかもと あい 25 兵庫県
5 奥村 りさ おくむら りさ 23 ⼤阪府
6 ⽥中 亜実 たなか あみ 22 ⼤阪府
7 否笠 加奈 ふがさ かな 24 兵庫県
8 井上 波留花 いのうえ はるか 27 ⼤阪府
9 ⾼井 雅 たかい みやび 26 兵庫県
10 塚脇 彩加 つかわき さやか 25 ⼤阪府
11 平川 瑞希 ひらかわ みずき 27 ⼤阪府
12 松岡 温⼦ まつおか あつこ 23 ⼤阪府
13 中森 千秋 なかもり ちあき 25 兵庫県
14 佐藤 貴穂 さとう きほ 20 兵庫県
15 仲野 ⾐美 なかの えみ 27 滋賀県
16 梶井 歩 かじい あゆみ 26 ⼤阪府
17 溝渕 ⾹織 みぞぶち かおり 25 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 奥村 ⾹帆⾥ おくむら かおり 31 兵庫県
2 佐々⽊ 亜紀⼦ ささき あきこ 34 ⼤阪府
3 礒尾 美知⼦ いそお みちこ 38 ⼤阪府
4 ⼤澤 ⾥⼦ おおさわ さとこ 37 滋賀県
5 藤野 真美 ふじの まみ 32 兵庫県
6 古川 佳織 ふるかわ かおり 36 福岡県
7 岩崎 玲奈 いわさき れいな 34 沖縄県
8 鈴⽥ 美幸 すずた みゆき 32 兵庫県
9 森川 藍⼦ もりかわ あいこ 33 奈良県
10 神⽥ 梨絵 かんだ りえ 34 ⼤阪府
11 ⻫藤 美穂 さいとう みほ 32 ⼤阪府

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



12 浜⽥ 真紀⼦ はまだ まきこ 34 ⼤阪府
13 中井 直⼦ なかい なおこ 38 兵庫県
14 村上 澄⼦ むらかみ すみこ 38 三重県
15 ⼩嶋 淑⼦ こじま としこ 33 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽔野 慶⼦ みずの けいこ 40 兵庫県
2 室⾕ ⼩百合 むろたに さゆり 46 ⼤阪府
3 上⻄ 賀奈⼦ うえにし かなこ 45 ⼤阪府
4 千⽥ 美樹 せんだ みき 47 兵庫県
5 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 44 奈良県
6 望⽉ 千恵 もちづき ちえ 47 ⼤阪府
7 ⼭⽥ 智⼦ やまだ ともこ 41 京都府
8 問⽥ 英⾥ といた えり 44 岡⼭県
9 藤本 陽⼦ ふじもと ようこ 42 ⼤阪府
10 ⽥中 洋⼦ たなか ようこ 44 ⼤阪府
11 ⾼橋 陽⼦ たかはし ようこ 43 ⼤阪府
12 川島 可奈⼦ かわしま かなこ 40 兵庫県
13 杉﨑 和⼦ すぎさき かずこ 42 兵庫県
14 吉川 千周 よしかわ ちひろ 49 ⼤阪府
15 中原 加代⼦ なかはら かよこ 41 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中村 友⼦ なかむら ともこ 51 ⼤阪府
2 ⿊⽥ 三喜 くろだ みき 53 ⼤阪府
3 今井 陽⼦ いまい ようこ 50 ⼤阪府
4 河好⼦ ハーホージャ 59 兵庫県
5 廣川 まどか ひろかわ まどか 50 東京都
6 ⾦⼦ 花央理 かねこ かおり 50 兵庫県
7 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 50 兵庫県

【ウーマンズクラス】

【クイーンクラス】


