
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 野村 正⾏ のむら まさゆき 25 愛知県
2 神野 達朗 じんの たつろう 27 愛知県
3 ⽯川 崚太郎 いしかわ りょうたろう 20 神奈川県
4 倉⽥ 凌嗣 くらた りょうじ 22 愛知県
5 ⾕澤 直樹 たにざわ なおき 26 愛知県
6 ⼭⽥ 慎太郎 やまだ しんたろう 25 愛知県
7 藤井 ⼤輝 ふじい だいき 20 愛知県
8 冨迫 周悟 とみさこ しゅうご 21 愛知県
9 栗⽊ 朝稔 くりき あさとし 21 愛知県
10 栗林 健太 くりばやし けんた 26 愛知県
11 坂井 章彦 さかい あきひこ 25 愛知県
12 ⽇下 瑛奨 くさか えいしょう 25 愛知県
13 篠原 幸貴 しのはら こうき 25 愛知県
14 ⻄村 将宏 にしむら まさひろ 23 愛知県
15 横井 駿 よこい しゅん 21 愛知県
16 ⼭頭 浩介 やまがしら こうすけ 23 愛知県
17 飯野 伸太郎 いいの しんたろう 25 愛知県
18 林 ⾠彦 はやし たつひこ 28 愛知県
19 藤野 秀太 ふじの しゅうた 20 岐⾩県
20 畔⽥ 幸⼤ くろだ こうた 23 和歌⼭県
21 本間 毅史 ほんま つよし 28 愛知県
22 松岡 昇平 まつおか しょうへい 28 愛知県
23 ⼭本 明郎 やまもと あきお 28 愛知県
24 堀川 滉平 ほりかわ こうへい 27 兵庫県
25 井上 壱喜 いのうえ かずき 21 岐⾩県
26 ⽮野 将也 やの しょうや 20 三重県
27 村中 ⾠匡 むらなか たつまさ 28 三重県
28 岡本 崇稔 おかもと たかとし 24 兵庫県
29 ⼩⽥ ⼒也 おだ りきや 21 愛知県
30 有我 公博 ありが きみひろ 25 愛知県
31 ⼩崎 翔平 おざき しょうへい 28 愛知県
32 松尾 赳治 まつお たけはる 21 岐⾩県
33 藤多 格 ふじた いたる 20 愛知県
34 ⼭本 啓太 やまもと けいた 28 愛知県
35 坂東 利哉 ばんどう としや 28 愛知県
36 渡邉 健⼈ わたなべ けんと 25 三重県
37 中村 和貴 なかむら かずき 25 愛知県
38 ⻄杉⼭ 汰 にしすぎやま だい 21 岐⾩県
39 秋葉 翔太 あきば しょうた 29 愛知県
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40 磯⾕ 憲⽣ いそや のりお 27 愛知県
41 下⿃ 駿汰 しもとり しゅんた 23 愛知県
42 ⾼良 雅 たから まさし 26 三重県
43 ⼭中 英嗣 やまなか えいじ 21 愛知県
44 濵上 ⻯⼀ はまがみ りゅういち 29 愛知県
45 ⻄村 史苑 にしむら しおん 24 愛知県
46 松尾 史彰 まつお ふみあき 24 愛知県
47 ⻄浦 聖樹 にしうら せいじゅ 21 愛知県
48 古根 ⼀輝 ふるね かずき 25 愛知県
49 古根 耀介 ふるね ようすけ 21 愛知県
50 杉⼭ 翔 すぎやま しょう 23 愛知県
51 ⼩川 ⼤輝 おがわ だいき 24 愛知県
52 野々部 雅也 ののべ まさや 29 愛知県
53 ⼋⽊ 勇征 やぎ ゆうせい 20 東京都
54 ⼭本 卓弥 やまもと たくや 22 静岡県
55 坂井 智也 さかい ともや 25 愛知県
56 有⾺ 境佑 ありま けいすけ 26 愛知県
57 ⾼橋 勇⽃ たかはし ゆうと 29 愛知県
58 康 寿成 かん すそん 25 神奈川県
59 宮崎 智幸 みやざき ともゆき 26 静岡県
60 ⼤村 祐也 おおむら ゆうや 22 愛知県
61 ⼭⽥ ⻯貴 やまだ りゅうき 26 愛知県
62 花岡 亮佑 はなおか りょうすけ 26 千葉県
63 ⼩畑 聖⽮ おばた せいや 25 愛知県
64 ⼭崎 尚信 やまさき ひさのぶ 20 愛知県
65 ⼩池 雷 こいけ あずま 22 愛知県
66 ⻑⾕川 翔⿇ はせがわ しょうま 24 愛知県
67 ⼭⻄ 優 やまにし ゆたか 28 三重県
68 ⼤場 強⽃ おおば たけと 21 愛知県
69 ⽥端 倫太郎 たばた りんたろう 26 愛知県
70 中村 俊貴 なかむら としき 27 愛知県
71 ⽇掛 秀樹 ひかけ ひでき 29 愛知県
72 藤野 陽輝 ふじの ひかる 27 愛知県
73 三澤 卓将 みさわ たくま 29 愛知県
74 原⽥ 翔 はらだ しょう 23 愛知県
75 成瀬 知弥 なるせ ともや 23 愛知県
76 神⾕ 宗磨 かみや そうま 20 愛知県
77 新井 譜⼈ あらい つぐと 25 静岡県
78 森下 剛 もりした つよし 26 愛知県
79 天野 裕⼆ あまの ゆうじ 21 愛知県
80 河本 将⾥ こうもと まさと 22 愛知県
81 鈴⽊ 優友 すずき ゆうすけ 27 愛知県
82 佐⽵ 義貴 さたけ よしき 25 愛知県



83 ⽊藤 隼 きどう しゅん 25 愛知県
84 ⼭下 将 やました しょう 29 愛知県
85 鈴⽊ 成彰 すずき しげあき 26 東京都
86 中村 賢治 なかむら けんじ 21 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 花井 宏康 はない ひろやす 36 愛知県
2 佐藤 宏紀 さとう ひろき 34 愛知県
3 江崎 ⽂昭 えさき ふみあき 32 愛知県
4 ⽔沼 太⼀ みずぬま たいち 38 愛知県
5 浅野 真 あさの まこと 38 愛知県
6 ⼋重尾 幸慎 やえお ゆきのり 38 愛知県
7 寺平 義和 てらだいら よしかず 36 愛知県
8 有⽥ 伸吾 ありた しんご 39 愛知県
9 今 康彦 こん やすひこ 36 愛知県
10 吉筋 昭夫 よしすじ あきお 39 愛知県
11 久保⽥ 真介 くぼた しんすけ 33 愛知県
12 ⼭⽥ 信⼈ やまだ のぶひと 37 愛知県
13 ⻲⼭ ⼀成 かめやま かずなり 30 愛知県
14 岡⽥ 悠貴 おかだ ゆうき 30 愛知県
15 梅本 和希 うめもと かずき 39 愛知県
16 ⽔本 圭介 みずもと けいすけ 31 愛知県
17 ⽵内 謙治 たけうち けんじ 38 愛知県
18 渡邊 裕貴 わたなべ ゆうき 30 愛知県
19 ⽮⽥部 佳典 やたべ よしのり 38 愛知県
20 浜崎 瑞穂 はまさき みずほ 34 愛知県
21 濱崎 聖 はまさき しょう 30 愛知県
22 光永 周平 みつなが しゅうへい 30 愛知県
23 岩⽥ 裕也 いわた ゆうや 33 愛知県
24 ⽶澤 利幸 よねざわ としゆき 31 愛知県
25 ⽵内 直哉 たけうち なおや 36 愛知県
26 鶴巻 孝浩 つるまき たかひろ 32 愛知県
27 ⼭盛 英作 やまもり えいさく 39 愛知県
28 前⽥ 優介 まえだ ゆうすけ 30 愛知県
29 北原 雄太 きたはら ゆうた 30 愛知県
30 藤澤 向希 ふじさわ こうき 34 愛知県
31 北村 元 きたむら はじめ 36 ⼤阪府
32 鈴⽊ 秀嗣 すずき しゅうじ 31 愛知県
33 清⽔ 康弘 しみず やすひろ 32 東京都
34 ⻘⽊ 健太 あおき けんた 31 神奈川県
35 五嶋 政志 ごしま まさし 35 愛知県
36 神村 信哉 かみむら しんや 38 愛知県

【ミドルクラス】



37 齋藤 敬太 さいとう けいた 34 愛知県
38 ⾙瀬 弘儒 かいせ ひろひと 37 東京都
39 ⽴川 友 たちかわ ゆう 38 岐⾩県
40 森 良介 もり りょうすけ 35 愛知県
41 中間 優 なかま すぐる 36 愛知県
42 牧志 浩平 まきし こうへい 31 神奈川県
43 松本 真吾 まつもと しんご 35 東京都
44 磯部 ⼤貴 いそべ だいき 35 三重県
45 飯⽥ 和樹 いいだ かずき 34 岐⾩県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 安⽥ ⼀恒 やすだ かずつね 49 愛知県
2 ⼟居 直樹 どい なおき 46 三重県
3 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 47 三重県
4 原 修⼆ はら しゅうじ 46 愛知県
5 辻 善久 つじ よしひさ 40 岐⾩県
6 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 45 愛知県
7 佐々⽊ 康⾏ ささき やすゆき 40 愛知県
8 村⽥ 容章 むらた よしあき 46 愛知県
9 彦坂 ⿓徳 ひこさか りゅうとく 43 愛知県
10 中村 ⼀幸 なかむら かずゆき 49 愛知県
11 三好 勝良 みよし かつよし 43 愛知県
12 美⽥ 敦賜 みた あつし 41 東京都
13 安藤 裕⼆ あんどう ゆうじ 46 東京都
14 ⻤頭 洋⾏ きとう ひろゆき 49 愛知県
15 宇佐美 貴康 うさみ たかやす 44 愛知県
16 秋⽥ 彰 あきた あきら 47 愛知県
17 今尾 哲也 いまお てつや 40 岐⾩県
18 酒井 剛司 さかい つよし 44 愛知県
19 杉浦 恵⼀ すぎうら けいいち 42 愛知県
20 炬⼝ 雅⼈ たけぐち まさと 40 愛知県
21 松下 芳貴 まつした よしたか 43 愛知県
22 岩瀬 智芳 いわせ ともよし 49 愛知県
23 ⽩⽔ 秀孝 しらみず ひでたか 47 愛知県
24 加藤 陽市 かとう よういち 40 愛知県
25 髙⽥ 清春 たかだ きよはる 40 愛知県
26 ⼩澤 裕⼆ おざわ ゆうじ 44 静岡県
27 前⽥ 将⾏ まえだ まさゆき 44 愛知県
28 佐藤 政雄 さとう まさお 43 愛知県
29 千種 ⼀徳 ちくさ かずのり 44 愛知県
30 中島 直紀 なかじま なおき 42 愛知県
31 岩⽥ 浩司 いわた こうじ 46 愛知県

【マスターズクラス】



32 辻村 圭美 つじむら けいび 45 静岡県
33 ⼩畑 宏之 こばた ひろゆき 46 神奈川県
34 三国 渡 みくに わたる 49 愛知県
35 稲垣 幹彦 いながき みきひこ 44 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻄村 啓司 にしむら けいじ 52 滋賀県
2 永⽥ 健⼀ ながた けんいち 52 ⼭梨県
3 穂積 隆充 ほづみ たかみつ 50 愛知県
4 道⽊ 伸郎 どうき しんろう 53 愛知県
5 ⽯井 光義 いしい みつよし 56 愛知県
6 ⽯原 康伸 いしはら やすのぶ 50 愛知県
7 ⿃⽻ 秀輝 とば ひでき 52 愛知県
8 加藤 正志 かとう まさし 50 愛知県
9 池⽥ 岳司 いけだ たけし 57 愛知県
10 秋⼭ 泰伸 あきやま やすのぶ 54 愛知県
11 鈴⽊ 秀俊 すずき ひでとし 50 愛知県
12 ⽚⼭ 和弘 かたやま かずひろ 53 愛知県
13 ⼩川 裕昭 おがわ ひろあき 54 三重県
14 後藤 章雄 ごとう あきお 55 愛知県
15 三浦 誠治 みうら せいじ 56 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭中 ユリエ やまなか ゆりえ 27 愛知県
2 下 あかね しも あかね 28 ⽯川県
3 ⼭下 春菜 やました はるな 28 愛知県
4 ⼭本 静華 やまもと しずか 27 愛知県
5 ⼩野 真以⼦ おの まいこ 25 愛知県
6 堀 えりか ほり えりか 24 岐⾩県
7 ⾜⽴ 沙也加 あだち さやか 26 愛知県
8 松村 明奈 まつむら あきな 25 愛知県
9 ⻄瀧 理紗 にしたき りさ 25 神奈川県
10 ⽔野 智世 みずの ともよ 29 愛知県
11 松尾 和美 まつお かずみ 27 愛知県
12 榎本 理美 えのもと さとみ 26 愛知県
13 牧野 桜⼦ まきの さくらこ 29 愛知県
14 鈴⽊ 奈菜美 すずき ななみ 21 愛知県
15 濱⽥ 亜侑美 はまだ あゆみ 25 愛知県
16 河合 シャロン かわい シャロン 23 三重県
17 今泉 沙⽉ いまいずみ さつき 26 千葉県
18 ⼩杉 明⽇⾹ こすぎ あすか 29 静岡県

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



19 北島 愛⾥ きたじま えり 25 静岡県
20 溝渕 ⾹織 みぞぶち かおり 25 兵庫県
21 成⼭ ことみ なりやま ことみ 27 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中井 直⼦ なかい なおこ 38 兵庫県
2 ⾕⼝ 亜佳⼦ たにぐち あかね 38 愛知県
3 ⽩塚 ⿇⾐⼦ しらつか まいこ 31 愛知県
4 ⽯⿊ 江⾥ いしぐろ えり 31 愛知県
5 ⾈⽊ 舞 ふなき まい 34 愛知県
6 ⽥⼝ 真帆 たぐち まほ 33 愛知県
7 ⽵内 静⾹ たけうち しずか 35 東京都
8 岩⽥ 愛⼦ いわた あいこ 32 愛知県
9 ⻘⼭ 知永 あおやま ちえ 35 愛知県
10 ⾇屋 ⼋重 ますや やえ 33 愛知県
11 ⼭⼝ 尊⼦ やまぐち たかこ 32 静岡県
12 ⽯⽥尾 真由美 いしだお まゆみ 36 愛知県
13 ⼤澤 ⾥⼦ おおさわ さとこ 37 滋賀県
14 岡本 志保 おかもと しほ 36 愛知県
15 太⽥ 裕⼦ おおた ゆうこ 39 愛知県
16 松⾕ 綾乃 まつや あやの 32 愛知県
17 ⽚岡 麗⾹ かたおか れいか 31 愛知県
18 杉森 有沙 すぎもり ありさ 33 愛知県
19 細野 千晶 ほその ちあき 33 愛知県
20 河上 千尋 かわかみ ちひろ 34 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 須⽥ 晴美 すだ はるみ 48 愛知県
2 牧野 陽⼦ まきの ようこ 43 岐⾩県
3 浅野 てるみ あさの てるみ 41 愛知県
4 松本 美奈⼦ まつもと みなこ 48 静岡県
5 ⼭本 真由美 やまもと まゆみ 40 岐⾩県
6 近藤 康乃 こんどう やすの 46 愛知県
7 徳永 美穂 とくなが みほ 45 愛知県
8 京⼭ ナンシー きょうやま なんしー 41 愛知県
9 ⻘⼭ 友⾹⼦ あおやま ゆかこ 47 愛知県
10 ⼩沢 咲⼦ おざわ さきこ 49 愛知県
11 牧寄 由佳⼦ まきよせ ゆかこ 45 愛知県
12 ⽩⽯ 智美 しらいし ともみ 41 愛知県
13 佐藤 友⾹ さとう ゆか 46 岐⾩県
14 ⽯井 貴穂 いしい きほ 42 愛知県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】



15 神原 梅代 かんばら うめよ 47 愛知県
16 ⼭⼝ 綾美 やまぐち あやみ 41 愛知県
17 北村 真紀⼦ きたむら まきこ 41 愛知県
18 安永 まどか やすなが まどか 40 愛知県
19 和⽥ 幸⼦ わだ さちこ 41 神奈川県
20 境 玲⾐⼦ さかい れいこ 40 福岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 野呂 淳⼦ のろ じゅんこ 56 三重県
2 内⼭ はるみ うちやま はるみ 59 岐⾩県
3 加藤 あつこ かとう あつこ 55 愛知県
4 ⼩柳 葉⼦ こやなぎ ようこ 52 静岡県
5 ⾼⼭ 由⾹ たかやま ゆか 50 東京都
6 武内 由⾹⾥ たけうち ゆかり 56 愛知県
7 鈴⽊ 永理佳 すずき えりか 51 愛知県
8 相原 美希 あいはら みき 56 愛知県
9 ⼤井 孝美 おおい たかみ 55 ⼤阪府
10 鈴⽊ 佐代⼦ すずき さよこ 55 愛知県

【クイーンクラス】


