
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 甲斐 敬章 かい たかあき 28 ⼤分県
2 品⽮ 勇⼈ しなや ゆうと 28 ⼤分県
3 ⽳⾒ ⼀佐 あなみ かずさ 20 福岡県
4 森⼭ ⼤⼠ もりやま たいし 29 熊本県
5 坂元 智⾏ さかもと ともゆき 29 宮崎県
6 秋⼭ 誠 あきやま まこと 28 宮崎県
7 橋本 昂季 はしもと たかき 29 宮崎県
8 波⼭ 瑛⽂ はさん えいもん 24 宮崎県
9 松岡 祐希 まつおか ゆうき 22 ⼤分県
10 井⼿ 雄太郎 いで ゆうたろう 24 宮崎県
11 外⼭ 玲聖 とやま りょうせい 22 宮崎県
12 松⽥ 直⼤ まつだ なおき 22 宮崎県
13 阪元 聖昂 さかもと きよたか 29 宮崎県
14 坂下 雅也 さかした まさや 25 宮崎県
15 浮⽥ 仁 うきた じん 25 宮崎県
16 喜多 恒允 きた つねまさ 24 宮崎県
17 安部 昂代 あべ こうだい 25 宮崎県
18 ⼩野 洋介 おの ようすけ 29 ⼤分県
19 ⼭⼝ 駿 やまぐち しゅん 20 熊本県
20 ⽑利 翔 もうり しょう 20 熊本県
21 関 郷太朗 せき きょうたろう 26 宮崎県
22 ⽥北 隼⼈ たきた はやと 29 ⼤分県
23 直野 賀優 なおの よしまさ 26 茨城県
24 ⻤束 義政 おにつか よしまさ 26 宮崎県
25 中村 有吾 なかむら ゆうご 27 神奈川県
26 吉良 慶翔 きら けいしょう 25 熊本県
27 甲斐 寛之 かい ひろゆき 27 宮崎県
28 安⽥ 隆 やすだ たかし 22 ⼤阪府
29 ユンヒチャン ユンヒチャン 29 ⼤阪府
30 林 佑⾺ はやし ゆうま 22 福岡県
31 重松 祐介 しげまつ ゆうすけ 23 愛媛県
32 ⽥中 良汰 たなか りょうた 18 福岡県
33 藤澤 佑樹 ふじさわ ゆうき 28 ⼤分県
34 鶴⽥ 裕典 つるた ゆうすけ 27 ⼤分県
35 菅原 浩樹 すがはら ひろき 24 ⼤分県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 吉⽥ 信浩 よしだ のぶひろ 39 宮崎県
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2 ⼭元 強志 やまもと つよし 30 福岡県
3 中村 考志 なかむら たかし 33 ⿅児島県
4 江⼝ 幸⾂ えぐち こうしん 36 熊本県
5 吉⽥ 代介 よしだ だいすけ 31 ⻑崎県
6 中島 直⼈ なかしま なおと 36 東京都
7 浅⽥ 将吾 あさだ しょうご 32 東京都
8 ⼭下 雅昭 やました まさあき 39 ⼤分県
9 中島 秀隆 なかしま ひでたか 35 福岡県
10 ⽥辺 詩⾳ たなべ しおん 30 宮崎県
11 中森 康成 なかもり こうせい 33 宮崎県
12 ⽥中 佑亮 たなか ゆうすけ 31 東京都
13 鈴村 将史 すずむら まさし 32 東京都
14 實松 健志郎 さねまつ けんしろう 36 佐賀県
15 村⽥ 光⼀ むらた こういち 33 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 神川 剛⼀ じんかわ こういち 43 神奈川県
2 神⼭ 慎⼆ かみやま しんじ 43 宮崎県
3 荒井 淳 あらい じゅん 45 宮崎県
4 ⼩⼭ 聡哉 こやま としや 46 ⼤分県
5 藤原 良⼆ ふじわら りょうじ 43 ⼤分県
6 草間 賢介 くさま けんすけ 43 ⼤阪府
7 早坂 祐樹 はやさか ゆうき 43 宮崎県
8 井上 博信 いのうえ ひろのぶ 40 熊本県
9 瀧本 誠 たきもと まこと 43 沖縄県
10 葉 英禄 よう えいろく 48 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 岩崎 善之 いわさき よしゆき 52 ⼤分県
2 ⽇⾼ 美樹 ひだか よしき 52 福岡県
3 渡慶次 千 とけし しげる 58 沖縄県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾼⽥橋 真姫 こうだばし まき 28 宮崎県
2 塩満 真由⾹ しおみつ まゆか 25 ⿅児島県
3 ⾼橋 真紀 たかはし まき 22 宮崎県
4 ⾼岡 陽菜 たかおか はるか 28 ⿅児島県
5 ⻄川 ゆり にしかわ ゆり 29 ⼤阪府
6 浜本 夏希 はまもと なつき 25 沖縄県
7 ⻘野 美嘉 あおの みか 22 福岡県
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8 松尾 智佳⼦ まつお ちかこ 22 福岡県
9 鋤崎 あや⼦ すきざき あやこ 26 宮崎県
10 中野 絵⾥ なかの えり 23 ⼤分県
11 中嶋 由佳⾥ なかしま ゆかり 29 福岡県
12 相原 未来 あいはら みく 22 宮崎県
13 ⽩⽯ 祈枝 しらいし としえ 27 福岡県
14 徳重 エリカ とくしげ えりか 28 ⿅児島県
15 ⻑野 真以⼦ ながの まいこ 25 宮崎県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 桑原 由貴 くわはら ゆき 31 ⼤分県
2 東恩納 邦⼦ ひがおんな くにこ 37 沖縄県
3 桜井 恵 さくらい めぐみ 39 北海道
4 天野 美紀 あまの みき 30 福岡県
5 坂元 悠⿇ さかもと ゆあさ 30 宮崎県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾼橋 美弥⼦ たかはし みやこ 46 宮崎県
2 ⾦井 ⿇⾐ かない まい 43 ⼤阪府
3 ⽇野 真穂 ひの まほ 45 兵庫県
4 瀬野 優⼦ せの ゆうこ 41 沖縄県
5 古代 晃⼦ ふるしろ あきこ 43 ⼤分県
6 ⾕川 友紀⼦ たにがわ ゆきこ 49 ⼤阪府
7 井上 晴世 いのうえ はるよ 45 埼⽟県
8 中⽥ かんな なかだ かんな 41 東京都
9 酒井 久美⼦ さかい くみこ 48 千葉県
10 ⾼⽥ 加奈⼦ たかだ かなこ 43 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 加藤 寿美⼦ かとう すみこ 58 宮崎県
2 河野 幸代 かわの さちよ 50 宮崎県
3 岡本 いつえ おかもと いつえ 53 福岡県
4 杉原 みのり すぎはら みのり 52 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】


