
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 藤野　智博 ふじの　ともひろ 20 佐賀県

2 井上　拓也 いのうえ　たくや 23 熊本県

3 白坂　悠太 しらさか　ゆうた 22 福岡県

4 脇坂　昌平 わきさか　しょうへい 25 大分県

5 井手　新 いで　あらた 23 佐賀県

6 山口　真平 やまぐち　しんぺい 28 福岡県

7 川尻　太我 かわじり　たいが 20 愛知県

8 横山　颯人 よこやま　はやと 18 福岡県

9 野北　陽人 のぎた　はると 19 福岡県

10 柳楽　武志 なぎら　たけし 25 福岡県

11 岡本　滉平 おかもと　こうへい 20 佐賀県

12 中尾　和幸 なかお　かずゆき 28 佐賀県

13 福田　崚 ふくだ　りょう 21 熊本県

14 金子　隆介 かねこ　りゅうすけ 26 福岡県

15 和田　淳資 わだ　じゃんすけ 29 福岡県

16 小松　将司 こまつ　まさし 25 福岡県

17 宮内　常一郎 みやうち　じょういちろう 23 鹿児島県

18 岸川　修 きしかわ　しゅう 29 福岡県

19 辻　龍大 つじ　りゅうだい 25 福岡県

20 佐藤　元紀 さとう　もとき 29 東京都

21 富崎　翔平 とみさき　しょうへい 25 福岡県

22 佐藤　優 さとう　ゆう 20 福岡県

23 安武　和重 やすたけ　かずしげ 27 福岡県

24 横枕　拓八 よこまくら　たくや 20 長崎県

25 若林　大翔 わかばやし　ひろと 21 長崎県

26 平川　航大 ひらかわ　こうだい 21 愛知県

27 中本　博良 なかもと　ひろよし 22 佐賀県

28 竹井　良太 たけい　りょうた 25 福岡県

29 濱崎　航介 はまさき　こうすけ 21 長崎県

30 上村　怜平 うえむら　りょうへい 20 熊本県

31 徳重　亜己也 とくしげ　あきや 25 大分県

32 犬塚　虎城 いぬつか　こじょう 19 福岡県

33 樋渡　崚介 ひわたし　りょうすけ 23 佐賀県

34 中村　絢哉 なかむら　けんや 25 福岡県

35 中橋　和伸 なかはし　かずのぶ 27 佐賀県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

36 南川　貴裕 みなみかわ　たかひろ 31 佐賀県

37 熊田　裕太 くまだ　ゆうた 33 佐賀県

38 辨野　博 べんの　ひろし 35 東京都

39 西本　琢磨 にしもと　たくま 36 福岡県

40 青木　雅志 あおき　まさし 32 福岡県

41 濱野　和矢 はまの　かずや 39 福岡県

42 宮本　兼成 みやもと　けんせい 34 熊本県

43 仲野　裕司 なかの　ゆうじ 35 宮崎県

44 荒木　政持 あらき　せいじ 33 佐賀県
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45 西　祐毅 にし　ゆうき 33 佐賀県

46 北野　尭 きたの　たかし 32 福岡県

47 早田　和史 はやた　かずふみ 32 鹿児島県

48 日野　聖慧 ひの　きよさと 30 福岡県

49 石崎　浩平 いしざき　こうへい 33 佐賀県

50 大庭　俊亮 おおば　しゅんすけ 33 佐賀県

51 井土　一瑛 いど　かずあき 35 佐賀県

52 荒巻　良太 あらまき　りょうた 33 佐賀県

53 藪田　宏 やぶた　ひろし 35 福岡県

54 鈴木　智大 すずき　ともひろ 32 福岡県

55 吉岡　繁光 よしおか　しげみつ 39 福岡県

56 實松　健志郎 さねまつ　けんしろう 38 佐賀県

57 佐藤　光 さとう　ひろし 38 熊本県

58 眞鍋　佑輔 まなべ　ゆうすけ 33 福岡県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

59 西村　幸創 にしむら　こうぞう 47 福岡県

60 原田　忠行 はらだ　ただゆき 40 熊本県

61 田中　東 たなか　あずま 42 福岡県

62 中村　誠 なかむら　まこと 43 熊本県

63 荒木　政文 あらき　まさふみ 42 福岡県

64 山上　勝巳 やまがみ　まさみ 41 福岡県

65 江永　泰広 えなが　やすひろ 46 福岡県

66 桝谷　勝 ますたに　まさる 41 福岡県

67 山中　伸一 やまなか　しんいち 49 佐賀県

68 後藤　英介 ごとう　えいすけ 45 熊本県

69 柴田　信彦 しばた　のぶひこ 44 福岡県

70 福島　隆 ふくしま　たかし 49 福岡県

71 藤田　和範 ふじた　かずのり 44 福岡県

72 林田　優理 はやしだ　ゆうり 42 神奈川県

73 大重　豊 おおしげ　ゆたか 46 福岡県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

74 水上　孝則 みずかみ　たかのり 61 福岡県

75 大鶴　愼一 おおつる　しんいち 57 福岡県

76 伊澤　徹雄 いざわ　てつお 52 佐賀県

77 小湊　秀輝 こみなと　ひでき 52 埼玉県

78 熊　浩輔 くま　こうすけ 63 長崎県

79 岩瀬　智芳 いわせ　ともよし 51 愛知県

80 西　俊一郎 にし　しゅんいちろう 61 鹿児島県

81 東嶋　研一 ひがしじま　けんいち 52 佐賀県

82 岡城　寛 おかしろ　ひろし 54 千葉県

83 福井　泰成 ふくい　やすなり 51 佐賀県

【ゴールドクラス】
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 下村　由貴子 しもむら　ゆきこ 29 福岡県

2 横尾　美咲 よこお　みさき 23 佐賀県

3 石井　李良 いしい　りら 19 三重県

4 安武　沙也香 やすたけ　さやか 27 福岡県

5 尾上　明日香 おのえ　あすか 29 福岡県

6 志賀　可梨 しが　かりん 20 熊本県

7 吉野　真智子 よしの　まちこ 29 大分県

8 田中　佑奈 たなか　ゆうな 24 東京都

9 高橋　真帆 たかはし　まほ 20 東京都

10 岩沢　奈々 いわさわ　なな 27 東京都

11 野口　愛未 のぐち　あいみ 25 千葉県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

12 平安寺　智子 へいあんじ　さとこ 31 佐賀県

13 山下　彩美 やました　あやみ 30 長崎県

14 田副　亜紀 たぞえ　あき 33 熊本県

15 高井　美和 たかい　みわ 33 福岡県

16 海賀　千波 かいが　ちなみ 34 東京都

17 鈴木　歩 すずき　あゆみ 33 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

18 川崎　華恵 かわさき　はなえ 45 福岡県

19 後藤　玲子 ごとう　れいこ 42 福岡県

20 姉川　奈美 あねかわ　なみ 46 福岡県

21 荒砂　真弓 あらすな　まゆみ 46 熊本県

22 中村　美香 なかむら　みか 45 福岡県

23 亀田　雅美 かめだ　まさみ 41 山口県

24 松嶋　良子 まつしま　りょうこ 42 熊本県

25 川崎　友愛 かわさき　ともえ 45 大分県

26 森田　貴子 もりた　たかこ 49 東京都

27 宮崎　恵美香 みやざき　えみか 46 熊本県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

28 丸山　美穂 まるやま　みほ 51 福岡県

29 原　希代子 はら　きよこ 58 岡山県

30 安田　ゆかり やすだ　ゆかり 58 愛知県

31 瀬戸　弘子 せと　ひろこ 51 福岡県

32 吉野　美奈子 よしの　みなこ 52 和歌山県

33 岡部　千鶴 おかべ　ちづる 54 福岡県

34 村口　智美 むらぐち　ともみ 50 福岡県

35 矢野　由紀 やの　ゆき 57 愛媛県

36 秋吉　美佳 あきよし　みか 51 福岡県

37 加藤　寿美子 かとう　すみこ 60 宮崎県

38 川端　松美 かわばた　まつみ 50 大阪府

39 作本　由紀子 さくもと　ゆきこ 50 福岡県

40 野村　良枝 のむら　よしえ 54 愛知県

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】


