
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 吉⽥ ⼤輝 よしだ たいき 28 兵庫県
2 榎本 聖也 えのもと せいや 25 兵庫県
3 ⻑塚 俊貴 ながつか としき 29 ⼤阪府
4 Madrio Elman まどりお えるまん 26 兵庫県
5 藤原 悠揮 ふじわら ゆうき 25 ⼤阪府
6 ⼩⽥ 昇都 おだ しょうと 22 兵庫県
7 後藤 駿介 ごとう しゅんすけ 22 兵庫県
8 ⽂⽥ 桂⼀ ふみた けいいち 25 ⼤阪府
9 椿 ⼤輝 つばき ひろき 22 兵庫県

10 福永 昇平 ふくなが しょうへい 26 兵庫県
11 ⼩坂 勇介 こさか ゆうすけ 24 岡⼭県
12 鈴⽊ 喬雅 すずき たかまさ 21 ⼤阪府
13 東出 洸介 ひがしで こうすけ 29 兵庫県
14 坂本 ⼤洋 さかもと たいよう 22 兵庫県
15 ⽯井 佑典 いしい ゆうすけ 25 兵庫県
16 ⽝塚 健太 いぬづか けんた 24 兵庫県
17 ⼭垣 広佑 やまがき こうすけ 23 兵庫県
18 橋本 遼 はしもと りょう 28 兵庫県
19 ⼭下 浩平 やました こうへい 28 愛知県
20 藤崎 拓磨 ふじさき たくま 22 兵庫県
21 渡邊 和哉 わたなべ かずや 24 兵庫県
22 濱村 光祐 はまむら こうすけ 21 兵庫県
23 ⽟城 幸輝 たましろ こうき 22 ⼤阪府
24 津⽥ 佳周 つだ けいしゅう 27 埼⽟県
25 ⼤⽵ 洋志 おおたけ ひろし 27 兵庫県
26 井上 慶⾄ いのうえ けいし 20 兵庫県
27 ⼤⻄ 康平 おおにし こうへい 21 兵庫県
28 ⽶本 昂平 よねもと こうへい 25 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
29 ⼭下 剛 やました ごう 35 兵庫県
30 荻野 裕元 おぎの ひろゆき 30 兵庫県
31 ⼩⽥ 晃廉 おだ てるゆき 36 兵庫県
32 前⽥ 光司 まえだ こうじ 32 ⼤阪府
33 横⼭ 佳明 よこやま よしあき 33 兵庫県
34 柏本 武志 かしもと たけし 32 ⼤阪府
35 関⼾ 秀明 せきど ひであき 34 兵庫県
36 彦坂 裕次 ひこさか ゆうじ 37 京都府
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37 伊達 健太 だて けんた 39 兵庫県
38 満井 亮介 みつい りょうすけ 37 兵庫県
39 三⽊ 佑介 みき ゆうすけ 35 兵庫県
40 ⽥村 ⼤作 たむら だいさく 31 兵庫県
41 前⽥ 和基 まえだ かずき 31 兵庫県
42 磯井 徹也 いそい てつや 36 兵庫県
43 中井 健司 なかい けんじ 38 滋賀県
44 泉 忠伸 いずみ ただのぶ 37 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
45 岸部 智⾏ きしべ ともゆき 44 兵庫県
46 久下 正樹 くげ まさき 48 兵庫県
47 池⽥ 剛 いけだ つよし 47 兵庫県
48 ⽥中 拓志 たなか たくし 41 兵庫県
49 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 48 島根県
50 森本 晋平 もりもと しんぺい 48 兵庫県
51 篠⽊ 敦宣 しのき あつのぶ 41 兵庫県
52 陣内 泰徳 じんのうち やすのり 40 兵庫県
53 松⼭ 元之 まつやま もとゆき 42 兵庫県
54 横⾕ 宗則 よこたに むねのり 47 京都府
55 ⾦本  晶誉 かねもと あきたか 39 ⼤阪府
56 加藤 政博 かとう まさひろ 43 兵庫県
57 園中 修 そのなか おさむ 46 ⼤阪府
58 根間 崇司 こんま たかし 44 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
59 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 59 兵庫県
60 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 59 兵庫県
61 川端 弘太郎 かわばた こうたろう 53 神奈川県
62 辻村 直哉 つじむら なおや 50 ⼤阪府
63 春名 潤⼀郎 はるな じゅんいちろう 62 兵庫県
64 中神 毅 なかがみ たけし 51 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 當間 唯歩希 とうま いぶき 23 兵庫県
2 梅林 奈々 うめばやし なな 28 京都府
3 ⽟川 英⾥ たまがわ えり 25 兵庫県
4 マックダウェル 絵⾥奈 まっくだうぇる えりな 29 兵庫県
5 菅 千郷 かん ちさと 26 ⼤阪府
6 植⽊ 典⼦ うえき のりこ 29 埼⽟県
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7 ⼩⼭ 萌⼦ こやま もえこ 26 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
8 上野⼭ 有⾹ うえのやま ゆか 30 兵庫県
9 下平 瑠璃 しもひら るり 31 兵庫県

10 ⽯川 さおり いしかわ さおり 35 広島県
11 濱⽥ 唯 はまだ ゆい 35 兵庫県
12 益⽥ 枝⾥⼦ ますだ えりこ 32 ⼤阪府
13 ⾓原 奈美 つのはら なみ 34 ⼤阪府
14 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 33 兵庫県
15 篠⽥ 明由美 しのだ あゆみ 35 ⼤阪府
16 酒井 久美⼦ さかい くみこ 35 ⼤阪府
17 仲 佑華⾥ なか ゆかり 32 ⼤阪府
18 ⼤⽯ 愛 おおいし あい 31 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
19 ⽔野 慶⼦ みずの けいこ 41 兵庫県
20 加藤 実佐⼦ かとう みさこ 46 奈良県
21 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 46 奈良県
22 河島 亜樹 かわしま あき 46 兵庫県
23 ⽯神 亮⼦ いしがみ りょうこ 40 ⼤阪府
24 佐藤 友⾹ さとう ゆか 49 岐⾩県
25 ⼩⽥ 晶⼦ おだ あきこ 45 兵庫県
26 ⽶村 美智⼦ よねむら みちこ 42 愛知県
27 中原 加代⼦ なかはら かよこ 43 兵庫県
28 稲家 都 いなや みやこ 45 ⼤阪府
29 笹原 かおり ささはら かおり 48 ⼤阪府
30 ⾼室 亜沙⼦ たかむろ あさこ 40 兵庫県
31 前⻄ 宣恵 まえにし のぶえ 43 奈良県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
32 後藤 俊⼦ ごとう としこ 51 徳島県
33 熊⾕ 彰⼦ くまがい あきこ 51 ⼤阪府
34 奥⽥ 美紀 おくだ みき 54 ⼤阪府
35 平敷 ⾥美 へしき さとみ 52 沖縄県
36 遠藤 万美 えんどう まみ 51 兵庫県
37 ⻑藤 綾⼦ ながとう あやこ 53 兵庫県
38 ⽯本 珠美 いしもと たまみ 55 兵庫県
39 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 51 兵庫県
40 加藤 三鈴 かとう みすず 51 ⼤阪府

【クイーンクラス】
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41 岡本 美奈⼦ おかもと みなこ 58 ⼤阪府
42 中⽥ 哉⼦ なかた さいこ 53 北海道
43 芝本 宏美 しばもと ひろみ 59 兵庫県
44 ⾦⼦ 寛⼦ かねこ ひろこ 50 兵庫県
45 ⼆ノ丸 淳⼦ にのまる じゅんこ 55 ⼤阪府


