
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽳⾒ ⼀佐 あなみ かずさ 20 福岡県
2 熊⾕ 拓也 くまがい たくや 25 埼⽟県
3 井上 敦 いのうえ あつし 22 福岡県
4 上⽥ 憲太 うえだ けんた 27 熊本県
5 中武 稜太 なかたけ りょうた 21 福岡県
6 則⾏ 儀雄 のりゆき よしお 23 福岡県
7 横⼭ 侑 よこやま ゆき 22 福岡県
8 深⾒ 亮摩 ふかみ りょうま 23 熊本県
9 ⽯井 祥清 いしい しょうせい 21 福岡県
10 ⼤⽊ 勇太朗 おおき ゆうたろう 21 福岡県
11 ⽯松 佑太 いしまつ ゆうた 24 福岡県
12 ⼭中 祥吾 やまなか しょうご 22 ⻑崎県
13 ⻑ 眞輔 ちょう しんすけ 27 福岡県
14 松⽥ 知⼤ まつだ ともひろ 23 福岡県
15 ⽵原 将史 たけはら まさし 29 佐賀県
16 叶内 恵太 かのうち けいた 29 福岡県
17 合⽥ 将幸 ごうだ まさたか 26 福岡県
18 中島 佑亮 なかしま ゆうすけ 26 福岡県
19 友納 令嗣 とものう れいじ 27 福岡県
20 ⿊⽥ 浩志 くろだ ひろし 26 福島県
21 櫨原 ⼀輝 はぜはら いっき 22 ⻑崎県
22 上當 ランドルショーン うえあたり ランドルショーン 20 福岡県
23 ⾼⽥ 智也 たかだ ともや 20 ⻑崎県
24 ⼊江 直樹 いりえ なおき 25 熊本県
25 福⽥ 靖浩 ふくだ やすひろ 26 福岡県
26 ⼿塚 寛 てづか ひろし 28 栃⽊県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼀丸 貴希 いちまる よしき 32 滋賀県
2 ⽥中 健司 たなか けんじ 31 福岡県
3 岡⽊ 譲⼆ おかき じょうじ 34 佐賀県
4 吉⽥ 代介 よしだ だいすけ 31 ⻑崎県
5 中島 秀隆 なかしま ひでたか 35 福岡県
6 東堀 雄介 ひがしほり ゆうすけ 39 ⻑崎県
7 ⽯井 誠 いしい まこと 37 佐賀県
8 草野 泰 くさの ゆたか 38 ⻑崎県
9 ⾓⽥ 淳 つのだ じゅん 31 茨城県
10 原⽥ 忠⾏ はらだ ただゆき 37 熊本県
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11 吉岡 勇⼈ よしおか はやと 30 ⻑崎県
12 植松 亮 うえまつ りょう 37 ⻑崎県
13 宮﨑 泰典 みやざき やすのり 36 ⼤分県
14 脇 雅美 わき まさみ 34 ⼭⼝県
15 實松 健志郎 さねまつ けんしろう 36 佐賀県
16 宮本 兼成 みやもと けんせい 32 ⼤阪府
17 村⽥ 光⼀ むらた こういち 33 東京都
18 森⼭ 健三 もりやま けんぞう 39 ⻑崎県
19 松下 晋也 まつした しんや 35 ⼤阪府
20 伊達 肇 だて はじめ 36 福岡県
21 坂上 翔⼀郎 さかうえ しょういちろう 30 東京都
22 眞鍋 佑輔 まなべ ゆうすけ 31 福岡県
23 浦川 喜勝 うらかわ よしかつ 35 佐賀県
24 須⼭ 翔太 すやま しょうた 33 福岡県
25 ⻄本 琢磨 にしもと たくま 35 福岡県
26 ⼭崎 誠 やまさき まこと 32 ⼤阪府
27 平安名 常法 へんな つねのり 30 沖縄県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⾆間 ⼤記 したま だいき 41 福岡県
2 梁瀬 由靖 やなせ よしのぶ 43 ⻑崎県
3 ⻘崎 徳太郎 あおさき とくたろう 45 ⻑崎県
4 瀧本 誠 たきもと まこと 43 沖縄県
5 松⽥ 健⼀郎 まつだ けんいちろう 40 福岡県
6 久保 憲隆 くぼ のりたか 40 福岡県
7 瀧⼝ 吉祥 たきぐち よしなが 48 ⼭⼝県
8 草間 賢介 くさま けんすけ 43 ⼤阪府
9 宮下 賜⼀郎 みやした たいいちろう 45 ⻑崎県
10 ⼭中 伸⼀ やまなか しんいち 47 佐賀県
11 城 紳⼆ じょう しんじ 47 熊本県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽇⾼ 美樹 ひだか よしき 52 福岡県
2 熊 浩輔 くま こうすけ 61 ⻑崎県
3 内海 由雄 うつみ よしお 54 ⻑崎県
4 ⼭⽥ 耕三 やまだ こうぞう 57 福岡県
5 伊澤 徹雄 いざわ てつお 50 佐賀県
6 野崎 美夫 のざき よしお 59 東京都
7 ⽒森 慎⼀ うじもり しんいち 51 熊本県
8 森 和哉 もり かずや 54 東京都
9 ⾇井 ⽂拓 ますい ふみひろ 51 福岡県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



10 ⻫藤 克美 さいとう かつみ 53 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 何 暁曦 ホー シャオシ 28 ⻑崎県
2 川⼝ 友理恵 かわぐち ゆりえ 26 ⻑崎県
3 ⼭下 愛 やました あい 22 福岡県
4 ⼭本 鈴 やまもと りん 26 福岡県
5 松⼭ ⾥⾹ まつやま りか 24 熊本県
6 清⽔ 亜紀 しみず あき 25 ⻑崎県
7 原 美咲 はら みさき 24 福岡県
8 ⾼城 やよい たかぎ やよい 25 愛知県
9 ⼭本 瑠美⼦ やまもと るみこ 21 兵庫県
10 橋本 美希 はしもと みき 26 福岡県
11 住吉 有希 すみよし あき 25 福岡県
12 河野 はるな かわの はるな 28 福岡県
13 ⽥中 美由紀 たなか みゆき 25 福岡県
14 内藤 綾乃 ないとう あやの 27 熊本県
15 中嶋 由佳⾥ なかしま ゆかり 29 福岡県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 本河 ⽣実 もとかわ いくみ 35 栃⽊県
2 柴⽥ 誠⼦ しばた せいこ 31 ⻑崎県
3 松尾 美代⼦ まつお みよこ 38 福岡県
4 原⽥ 綾⾹ はらだ あやか 30 ⻑崎県
5 ⻘⼭ 知永 あおやま ちえ 35 愛知県
6 早井 友美 はやい ともみ 31 福岡県
7 染⾕ 蒼由益 そめや あゆみ 31 東京都
8 古川 佳織 ふるかわ かおり 36 福岡県
9 野⽅ 美和 のがた みわ 30 佐賀県
10 原⼝ 翔⼦ はらぐち しょうこ 34 福岡県
11 稲栄 亜⽮⾹ いえな あやか 32 福岡県
12 BEZKOROVAINAOKSANA ベズコロバイナオクサーナ 36 ⻑崎県
13 緒⽅ 美紀 おがた みき 30 福岡県
14 朴 欣トン ぼく しんとん 36 福岡県
15 富⾼ 梨恵 とみたか りえ 37 熊本県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 丸⼭ 美穂 まるやま みほ 49 福岡県
2 猪苅 真理 いがり まり 44 東京都

【レディースクラス】

【ガールズクラス】

【ウーマンズクラス】



3 松嶋 良⼦ まつしま りょうこ 40 熊本県
4 宮尾 めぐみ みやお めぐみ 42 神奈川県
5 濱元 淳⼦ はまもと じゅんこ 47 福岡県
6 徳永 陽⼦ とくなが ようこ 42 ⻑崎県
7 川原 久美⼦ かわはら くみこ 41 ⻑崎県
8 前⽥ 瑠美 まえだ るみ 40 東京都
9 古澤 忍 ふるさわ しのぶ 41 神奈川県
10 秋⼭ 千鶴 あきやま ちづる 45 東京都
11 中村 美⾹ なかむら みか 43 福岡県

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 住友 知恵⼦ すみとも ちえこ 51 福岡県
3 依⽥ 佳⼦ よだ けいこ 55 ⼭梨県
4 岡本 いつえ おかもと いつえ 53 福岡県
5 溝⼝ 由佳 みぞぐち ゆか 53 東京都

【クイーンクラス】


