
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 東 陽介 あずま ようすけ 29 福井県
2 ⼩寺 剛弘 こでら たけひろ 27 岐⾩県
3 加藤 ⼤輝 かとう たいき 25 滋賀県
4 坂⽥ 純也 さかた じゅんや 26 和歌⼭県
5 ⾕⼝ サムエル たにぐち サムエル 27 ⼤阪府
6 岡本 崇稔 おかもと たかとし 24 兵庫県
7 有⽵ 天慎 ありたけ てんしん 22 三重県
8 ⽥中 達也 たなか たつや 29 ⼤阪府
9 ⼤⻄ 翔 おおにし しょう 28 和歌⼭県
10 岡⽥ 誠⼆ おかだ せいじ 27 ⾹川県
11 平林 郁⼈ ひらばやし あやと 26 滋賀県
12 能條 崇昭 のうじょう たかあき 27 京都府
13 城⼭ 泰明 しろやま やすあき 27 滋賀県
14 ⽥中 祐⼀ たなか ゆういち 26 奈良県
15 ⾼橋 広和 たかはし ひろかず 23 神奈川県
16 国吉 雅⼈ くによし まさと 27 滋賀県
17 ⼟肥 隼也 どひ しゅんや 27 三重県
18 ⾜⽴ 貴⼤ あだち たかひろ 28 滋賀県
19 ⿊⾕ 亘 くろたに わたる 25 愛知県
20 丸⼭ 卓也 まるやま たくや 25 東京都
21 川⽥ 知史 かわた さとし 27 滋賀県
22 岩本 翔太 いわもと しょうた 29 京都府
23 中井 陽介 なかい ようすけ 26 愛知県
24 松原 ⼤貴 まつはら ひろき 23 東京都
25 ⼩林 亮 こばやし りょう 26 京都府
26 中村 勇太 なかむら ゆうた 27 兵庫県
27 溝端 亮⼆ みぞばた りょうじ 26 岐⾩県
28 松井 将吾 まつい しょうご 22 滋賀県
29 ⾦⼦ 凌太郎 かねこ りょうたろう 27 滋賀県
30 ⼭⼝ 隼佑 やまぐち しゅんすけ 29 滋賀県
31 ⾼畑 ⼤将 たかはた だいすけ 28 滋賀県
32 ⼤折 洋明 おおおり ひろあき 29 三重県
33 宇野 紘⽣ うの ひろみ 27 東京都
34 ⼩條 友樹 こじょう ゆうき 24 滋賀県
35 ⼭本 勝也 やまもと かつや 26 京都府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 須上 公⼀朗 すがみ こういちろう 30 岐⾩県
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2 ⻄野 祐⼀ にしの ゆういち 32 滋賀県
3 ⻄尾 健⼆ にしお けんじ 34 滋賀県
4 堀⼝ 雅幸 ほりぐち まさゆき 32 滋賀県
5 森岡 顕志 もりおか けんじ 32 ⾹川県
6 前川 ⼤介 まえかわ だいすけ 36 京都府
7 森 達典 もり たつのり 35 滋賀県
8 中⽥ 恒平 なかた こうへい 32 ⼤阪府
9 岩崎 哲志 いわさき さとし 32 滋賀県
10 ⼤橋 弘義 おおはし ひろのり 35 滋賀県
11 ⼤野 悟 おおの さとる 33 京都府
12 南 ⽣樹 みなみ せいき 31 京都府
13 出⽔⽥ 智⼤ いずみだ ともひろ 31 滋賀県
14 稗⽥ 知也 ひえだ ともや 31 三重県
15 今⻄ 康平 いまにし こうへい 31 滋賀県
16 ⼀丸 貴希 いちまる よしき 32 滋賀県
17 鯰江 智⼀ なまずえ ともかず 38 滋賀県
18 古川 博⼀ ふるかわ ひろかず 33 ⼤阪府
19 近藤 佳朋 こんどう よしとも 33 ⼤阪府
20 森澤 直毅 もりさわ なおき 32 京都府

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 樋⼝ 靖洋 ひぐち やすひろ 46 三重県
3 新 英三 あたらし えいぞう 49 ⼤阪府
4 ⿊⽥ 昌彦 くろだ まさひこ 47 岐⾩県
5 奥野 保 おくの たもつ 48 滋賀県
6 吉⽥ 英樹 よしだ ひでき 45 滋賀県
7 ⼤塚 裕貴 おおつか ひろき 46 滋賀県
8 七⾥ 靖之 しちり やすゆき 48 滋賀県
9 川原 豪 かわはら つよし 41 ⾹川県
10 ⽯橋 ⾏継 いしばし ゆきつぐ 42 滋賀県
11 ⽥中 ⼀男 たなか かずお 48 滋賀県
12 伴 明規夫 ばん みきお 44 滋賀県
13 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 46 三重県
14 降旗 ⼀仁 ふるはた かずひと 40 滋賀県
15 松本 ⼤輝 まつもと だいき 40 滋賀県
16 園中 修 そのなか おさむ 44 ⼤阪府
17 佐藤 英樹 さとう ひでき 45 京都府
18 岩⽥ 潤⼀郎 いわた じゅんいちろう 42 愛知県
19 橋本 健⼀郎 はしもと けんいちろう 48 兵庫県
20 丸⼭ 泰征 まるやま やすゆき 43 滋賀県

【マスターズクラス】



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 ⼭下 功 やました いさお 50 滋賀県
3 ⼭⽥ 修造 やまだ しゅうぞう 51 滋賀県
4 宮⽥ 和幸 みやた かずゆき 52 滋賀県
5 野⽥ 光徳 のだ みつのり 51 滋賀県
6 ⽊本 直樹 きもと なおき 54 京都府
7 鈴⽊ 隆彦 すずき たかひこ 55 滋賀県
8 吉⽥ ⼀史 よしだ かずし 57 滋賀県
9 坂本 義夫 さかもと よしお 55 京都府
10 辻極 達彦 つじぎわ たつひこ 53 京都府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 奥村 りさ おくむら りさ 23 ⼤阪府
2 坂下 ⿇未 さかした あさみ 26 静岡県
3 塚脇 彩加 つかわき さやか 25 ⼤阪府
4 岡本 ひより おかもと ひより 28 ⼤阪府
5 岡嶋 睦 おかじま むつみ 29 京都府
6 ⿊⽥ 翔⼦ くろだ しょうこ 28 ⼤阪府
7 松村 朱⾳ まつむら あかね 25 ⼤阪府
8 ⾼井 雅 たかい みやび 26 兵庫県
9 ⼆宮 沙織 にのみや さおり 22 ⼤阪府
10 成⼭ ことみ なりやま ことみ 27 愛知県
11 ⽥中 亜実 たなか あみ 22 ⼤阪府
12 ⾦森 美緒 かなもり みお 25 滋賀県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 藤井 沙紀 ふじい さき 30 ⼤阪府
2 喜瀬 沙絵 きせ さえ 31 ⾹川県
3 松村 ⾹代⼦ まつむら かよこ 35 滋賀県
4 ⼤原 法⼦ おおはら のりこ 34 ⼤阪府
5 井本 恵美 いもと めぐみ 38 ⼤阪府
6 廣岡 由⾹理 ひろおか ゆかり 30 奈良県
7 岩森 めぐみ いわもり めぐみ 31 静岡県
8 美濃部 彩 みのべ あや 37 京都府
9 村上 澄⼦ むらかみ すみこ 39 三重県
10 中井 直⼦ なかい なおこ 38 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



1 宮⽥ 真希 みやた まき 42 京都府
2 藤本 陽⼦ ふじもと ようこ 42 ⼤阪府
3 坂下 亜希⼦ さかした あきこ 44 兵庫県
4 上⻄ 賀奈⼦ うえにし かなこ 45 ⼤阪府
5 ⼭⽥ 智⼦ やまだ ともこ 41 京都府
6 三島 京⼦ みしま きょうこ 44 ⼤阪府
7 望⽉ 千恵 もちづき ちえ 47 ⼤阪府
8 上畠 淳⼦ うえはた あつこ 45 滋賀県
9 中宗 ⼀代 なかむね かずよ 40 兵庫県
10 三次 亜紀⼦ みつぎ あきこ 41 京都府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 森瀬 くみ⼦ もりせ くみこ 59 滋賀県
2 ⽥中 典⼦ たなか のりこ 51 神奈川県

【クイーンクラス】


