
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾦⼦ 俊吾 かねこ しゅんご 22 福岡県
2 安部 令記 あべ りょうき 25 福岡県
3 渡邉 ⿓守 わたなべ たつもり 29 福岡県
4 進村 将司 しんむら まさし 23 佐賀県
5 中園 達也 なかその たつや 23 ⼤分県
6 池永 隼也 いけなが じゅんや 26 福岡県
7 今⼭ ⼤嗣 いまやま たいし 24 福岡県
8 中島 佑亮 なかしま ゆうすけ 27 福岡県
9 上⽥ 倫 うえだ ひとし 22 福岡県

10 松崎 ⼀誠 まつざき いっせい 20 福岡県
11 永末 祥吾 ながすえ しょうご 27 神奈川県
12 宮原 昌宏 みやはら あきひろ 25 佐賀県
13 原⽥ 涼平 はらだ りょうへい 26 佐賀県
14 富崎 翔平 とみさき しょうへい 24 福岡県
15 ⼭下 嶺 やました りょう 24 福岡県
16 ⼩野原 潤 おのはら じゅん 29 佐賀県
17 中尾 和幸 なかお かずゆき 27 佐賀県
18 ⼀⽊ 頌太 いちぎ しょうた 21 福岡県
19 ⽥代 昌也 たしろ まさや 26 福岡県
20 森 晶博 もり あきひろ 27 福岡県
21 稲⼜ ⼤智 いなまた だいち 20 福岡県
22 松尾 浩孝 まつお ひろたか 23 福岡県
23 百崎 将太朗 ももざき しょうたろう 27 佐賀県
24 野⽥ 優介 のだ ゆうすけ 28 愛知県
25 吉⾒ 優輝 よしみ まさき 26 福岡県
26 野⽥ 効来 のだ こうき 23 福岡県
27 ⼤内⽥ 晃陽 おおうちだ こうよう 27 熊本県
28 ⼭本 真司 やまもと しんじ 26 福岡県
29 松永 修也 まつなが しゅうや 26 佐賀県
30 ⼆宮 和⽣ にのみや かずき 22 ⼤分県
31 安⾥ 宗悦 あさと しゅうえつ 22 佐賀県
32 ⼿塚 寛 てづか ひろし 29 栃⽊県
33 仲間 速希 なかま はやき 21 福岡県
34 中橋 和伸 なかはし かずのぶ 26 佐賀県
35 仲村 武 なかむら たけし 21 福岡県
36 松井 ⼤道 まつい ひろみち 25 福岡県
37 浦郷 ⻯也 うらごう たつや 22 佐賀県
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
38 荒⽊ 政持 あらき せいじ 32 佐賀県
39 藤本 智成 ふじもと ともなり 35 熊本県
40 上野 あつし うえの あつし 33 東京都
41 ⻘⽊ 宏樹 あおき ひろき 32 東京都
42 中島 健⼆ なかしま けんじ 35 ⻑崎県
43 ⻲川 進 かめがわ すすむ 33 佐賀県
44 佐々⽊ 学 ささき まなぶ 36 佐賀県
45 藤本 和⽮ ふじもと かずや 30 ⼭⼝県
46 広尾 知紀 ひろお とものり 31 佐賀県
47 吉岡 繁光 よしおか しげみつ 38 福岡県
48 古川 憂樹 ふるかわ ゆうき 33 佐賀県
49 仲野 裕司 なかの ゆうじ 33 宮崎県
50 森 寿幸 もり としゆき 32 福岡県
51 喜浦 陽⼀ きうら よういち 33 福岡県
52 浦川 喜勝 うらかわ よしかつ 36 佐賀県
53 梶原 浩希 かじはら ひろき 30 熊本県
54 原⽥ 忠⾏ はらだ ただゆき 38 熊本県
55 ⼩林 鉄雄 こばやし てつお 38 佐賀県
56 飯⽥ 雄樹 いいだ ゆうき 34 熊本県
57 松藤 ⼀平 まつふじ いっぺい 33 熊本県
58 荒巻 良太 あらまき りょうた 31 佐賀県
59 盛 泰輔 もり たいすけ 38 熊本県
60 ⽯井 誠 いしい まこと 38 佐賀県
61 古賀野 正典 こがの まさのり 35 佐賀県
62 本多 良広 ほんだ よしひろ 33 千葉県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
63 広瀬 誠 ひろせ まこと 46 ⻑崎県
64 福島 隆 ふくしま たかし 48 福岡県
65 ⼭⼝ 岳⼤ やまぐち たけひろ 45 福岡県
66 ⽩⽉ 憲治 しらつき けんじ 46 ⻑崎県
67 志岐 英裕 しき ひでひろ 45 福岡県
68 柴⽥ 信彦 しばた のぶひこ 43 福岡県
69 鎮寺 和男 ちんじ かずお 40 福岡県
70 吉⽥ 浩基 よしだ ひろき 43 佐賀県
71 ⼭中 伸⼀ やまなか しんいち 48 佐賀県
72 岩元 ⼀志 いわもと かずし 43 ⿅児島県
73 岩中 和也 いわなか かずや 44 熊本県
74 早野 ⻯⼀ はやの りゅういち 41 熊本県
75 野元 邦義 のもと くによし 45 愛知県

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



76 ⼭⽥ 晴司 やまだ せいじ 49 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
77 ⾹⽥  親弘 こうだ ちかひろ 50 福岡県
78 岩瀬 智芳 いわせ ともよし 50 愛知県
79 近藤 裕司 こんどう ゆうじ 51 愛知県
80 伊澤 徹雄 いざわ てつお 51 佐賀県
81 深⾕ 英利 ふかや ひでとし 50 愛知県
82 東嶋 研⼀ ひがしじま けんいち 51 佐賀県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 横尾 美咲 よこお みさき 22 佐賀県
2 ⿑藤 悠 さいとう はるか 28 東京都
3 安武 沙也⾹ やすたけ さやか 26 福岡県
4 古川 瑞菜 ふるかわ みずな 23 佐賀県
5 加藤 理沙 かとう りさ 25 愛知県
6 貞包 ⿇⾥ さだかね まり 28 佐賀県
7 ⾖塚 ⾹ まめつか かおり 24 福岡県
8 河野 はるな かわの はるな 29 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
9 本河 ⽣実 もとかわ いくみ 36 栃⽊県

10 吉原 菜保⼦ よしはら なおこ 36 福岡県
11 ⼭下 奈⾒⼦ やました なみこ 35 福岡県
12 平安寺 智⼦ へいあんじ さとこ 30 佐賀県
13 松⽥ みゆき まつだ みゆき 35 熊本県
14 前⽥ 菜々⼦ まえだ ななこ 30 福岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
15 久保⼭ 溶⼦ くぼやま ようこ 45 福岡県
16 町⽥ 知美 まちだ ともみ 48 福岡県
17 宮崎 恵美⾹ みやざき えみか 45 熊本県
18 松嶋 良⼦ まつしま りょうこ 41 熊本県
19 外間 真由美 ほかま まゆみ 42 沖縄県
20 ⾼橋 美弥⼦ たかはし みやこ 47 ⿅児島県
21 川端 松美 かわばた まつみ 48 ⼤阪府
22 ⽑利 こづえ もうり こづえ 46 熊本県

【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】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
23 丸⼭ 美穂 まるやま  みほ 50 福岡県
24 我喜屋 弘⼦ がきや ひろこ 57 沖縄県

【クイーンクラス】


