
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 成⽥ 貴思 なりた たかし 28 愛知県
2 室⾕ 勇磨 むろや ゆうま 26 愛知県
3 中沢 聖⼆ なかざわ せいじ 27 ⻑野県
4 浅野 翼 あさの つばさ 27 宮城県
5 千⽥ 恭⼤ せんだ たかひろ 27 愛知県
6 宮野 秀⽃ みやの しゅうと 25 東京都
7 和⽥ 航 わだ わたる 28 愛知県
8 清⽔ 健太 しみず けんた 27 愛知県
9 ⼩崎 翔平 こざき しょうへい 29 愛知県

10 森本 翔⾺ もりもと しょうま 21 愛知県
11 ⼩出 哲也 こいで てつや 29 愛知県
12 ⼩林 巧実 こばやし たくみ 22 愛知県
13 ⼤橋 俊吾 おおはし しゅんご 22 愛知県
14 塚本 浩志 つかもと こうし 21 愛知県
15 河辺 悠輔 かわべ ゆうすけ 20 愛知県
16 ⼭本 啓太 やまもと けいた 29 愛知県
17 ⽔⾕ 聡 みずたに あきら 23 愛知県
18 増⽥ ⼤夢 ますだ ひろむ 24 東京都
19 森本 翔⾺ もりもと しょうま 21 愛知県
20 吉⽥ 勇太郎 よしだ ゆうたろう 26 愛知県
21 栗本 真樹 くりもと まさき 22 愛知県
22 ⼭⽥ ⿓之介 やまだ りゅうのすけ 23 愛知県
23 ⾓⽥ 憲彦 つのだ のりひこ 18 愛知県
24 渡辺 孝太 わたなべ こうた 20 ⼤阪府
25 ⻄尾 ⼀挙 にしお かずのり 22 ⼤阪府
26 上⽥ 颯太 うえだ そうた 21 京都府
27 ⽥中 銀史郎 たなか ぎんしろう 22 愛知県
28 中江 秀規 なかえ しゅうき 29 愛知県
29 池之迫 雅幸 いけのさこ まさゆき 28 愛知県
30 菊地 将平 きくち しょうへい 22 愛知県
31 伊坪 ⼤介 いつぼ だいすけ 27 愛知県
32 中原 悠之祐 なかはら ゆうのすけ 23 愛知県
33 ⼩笠原 駿 おがさわら しゅん 24 愛知県
34 原⽥ 翔 はらだ しょう 24 愛知県
35 ⼤林 啓⼀郎 おおばやし けいいちろう 28 愛知県
36 井村 彰悟 いむら しょうご 27 愛知県
37 森下 剛 もりした つよし 27 愛知県
38 宮⾥ 佑貴 みやざと ゆうき 24 千葉県
39 鈴⽊ ⼤⼠ すずき たいし 22 愛知県
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40 森 敬介 もり けいすけ 25 神奈川県
41 兼松 拓也 かねまつ たくや 29 岐⾩県
42 荒川 喜明 あらかわ よしあき 29 愛知県
43 ⻄村 史苑 にしむら しおん 25 愛知県
44 伊藤 福晃 いとう ふくあき 24 三重県
45 ⽥尻 健太郎 たじり けんたろう 28 愛知県
46 ⽊村 拓磨 きむら たくま 25 愛知県
47 本⽥ 優⽃ ほんだ ゆうと 22 愛知県
48 藤岡 元春 ふじおか もとはる 23 愛知県
49 ⼩川 ⼤輝 おがわ だいき 24 愛知県
50 南⾕ 育 みなみたに なる 23 岐⾩県
51 齋藤 真吏 さいとう しんり 27 静岡県
52 ⾦⽥ 堅之介 かねだ けんのすけ 25 愛知県
53 ⼩塚 薫平 こづか くんぺい 26 愛知県
54 鈴⽊ ⽂⼈ すずき あやと 23 三重県
55 藤井 ⼤輝 ふじい だいき 21 愛知県
56 ⼤⽵ 拓海 おおたけ たくみ 22 愛知県
57 ⽯垣 直也 いしがき なおや 21 神奈川県
58 鈴⽊ 優友 すずき ゆうすけ 28 愛知県
59 松⽥ 知⼤ まつだ ともひろ 24 愛知県
60 成瀬 知弥 なるせ ともや 24 愛知県
61 渡邉 駿 わたなべ しゅん 24 愛知県
62 宮腰 健吾 みやこし けんご 26 東京都
63 ⼩塚 雅⼈ こづか まさと 29 愛知県
64 橋本 知樹 はしもと ともき 25 東京都
65 ⼩川 ⼤輝 おがわ ひろき 20 愛知県
66 梅原 雅之 うめはら まさゆき 24 兵庫県
67 井上 椋太 いのうえ りょうた 24 京都府
68 ⼭本 匡毅 やまもと まさき 27 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
69 加藤 丈晴 かとう たけはる 33 愛知県
70 ⽊下 耕介 きのした こうすけ 39 愛知県
71 稗⽥ 知也 ひえだ ともや 32 三重県
72 飯⽥ 恭兵 いいだ きょうへい 33 三重県
73 柴原 ⼤樹 しばはら だいき 30 三重県
74 久保⽥ 真介 くぼた しんすけ 34 愛知県
75 天坂 有博 あまさか ありひろ 38 愛知県
76 杉⼭ 史弥 すぎやま ふみや 32 愛知県
77 浅野 真 あさの まこと 39 愛知県
78 川合 満 かわい みつる 34 愛知県
79 柳 朋宏 やなぎ ともひろ 33 愛知県

【ミドルクラス】



80 今井 康智 いまい やすとも 31 愛知県
81 太⽥ 喬⼠ おおた たかし 33 愛知県
82 加藤 泰典 かとう やすのり 37 愛知県
83 真鍋 好市 まなべ こういち 38 岐⾩県
84 鵜飼 崇弘 うかい たかひろ 38 三重県
85 三⽮ 清仁 みつや きよひと 31 愛知県
86 ⽶澤 利幸 よねざわ としゆき 32 愛知県
87 杉浦 健太 すぎうら けんた 32 愛知県
88 中⽥ 涼平 なかた りょうへい 29 愛知県
89 阪⼝ 功規 さかぐち こうき 36 愛知県
90 多⽥ 光希 ただ こうき 35 愛知県
91 塩⾕ 尚章 しおや なおあき 33 愛知県
92 阿部 裕貴 あべ ゆうき 32 愛知県
93 鈴⽊ ⻯介 すずき りゅうすけ 38 愛知県
94 松井 天 まつい たかし 34 愛知県
95 岩⽥ 裕也 いわた ゆうや 35 愛知県
96 ⽥井 邦治 たい くにはる 33 ⼤阪府
97 森平 哲也 もりひら てつや 30 静岡県
98 橘⾼  由 きったか ゆい 37 愛知県
99 ⼩⽥島 ⼤典 こだしま だいすけ 32 愛知県
100 関⾕ 勲⽣ せきや いさお 38 岐⾩県
101 花井 宏康 はない ひろやす 37 愛知県
102 堀⽥ 例志 ほった れいじ 37 愛知県
103 ⻘島 皓正 あおしま てるまさ 33 静岡県
104 前⽥ 優介 まえだ ゆうすけ 31 愛知県
105 神村 信哉 かみむら しんや 39 愛知県
106 ⾼⽥ 知弥 たかだ ともや 33 静岡県
107 渡辺 新⼀郎 わたなべ しんいちろう 37 愛知県
108 ⽥中 亮祐 たなか りょうすけ 30 愛知県
109 牧志 浩平 まきし こうへい 32 神奈川県
110 北原 雄太 きたはら ゆうた 31 静岡県
111 ⽴川 友  たちかわ ゆう 39 岐⾩県
112 松尾 洋之介 まつお ひろのすけ 39 愛知県
113 中野 太智 なかの たいち 37 愛知県
114 森 良介 もり りょうすけ 36 愛知県
115 内⽊ 亮太 ないき りょうた 30 岐⾩県
116 ⽵⽥ 純⼀ たけだ じゅんいち 31 愛知県
117 野崎 洋祐 のざき ようすけ 34 愛知県
118 檜垣 祐⼀郎 ひがき ゆういちろう 32 愛知県
119 ⼭澤 朋広 やまざわ ともひろ 33 愛知県
120 ⽯築 慶⼀ いしずき けいいち 32 富⼭県
121 ⼭⽥ 幾也 やまだ いくや 34 愛知県



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
122 井⽐ 賢史 いび さとし 40 愛知県
123 はわす あろん はわす あろん 40 愛知県
124 吉⽥ 佳史 よしだ よしふみ 44 愛知県
125 森 隆⼆ もり りゅうじ 43 愛知県
126 箕浦 康仁 みのうら やすひと 41 愛知県
127 堀⽶ 雄樹 ほりごめ ゆうき 42 ⻑野県
128 屋代 貴久 やしろ たかひさ 42 愛知県
129 任 隆光 にん たかみつ 45 愛知県
130 平野 豊和 ひらの とよかず 40 愛知県
131 酒井 剛司 さかい つよし 45 愛知県
132 加藤 陽市 かとう よういち 41 愛知県
133 ⽥久保 太樹 たくぼ たいき 42 愛知県
134 ⻑⾕川 壮 はせがわ そう 43 愛知県
135 原内 直哉 はらうち なおや 49 東京都
136 中島 直紀 なかしま なおき 43 愛知県
137 岩⽥ 基勝 いわた もとかつ 43 愛知県
138 鈴⽊ 昌也 すずき まさや 40 愛知県
139 ⼤橋 哲也 おおはし てつや 47 福井県
140 廣⽥ 歩 ひろた あゆむ 40 愛知県
141 奥原 ⼤樹 おくはら だいき 41 ⻑野県
142 北内 ⼀成 きたうち かずなり 44 ⼤阪府
143 ⼩澤 裕⼆ おざわ ゆうじ 45 静岡県
144 稲垣 幹彦 いながき みきひこ 45 愛知県
145 ⻄村 真 にしむら まこと 41 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
146 安⽥ ⼀恒 やすだ かずつね 50 愛知県
147 岡本 勉 おかもと すすむ 53 愛知県
148 保⽥ 昌昭 やすだ まさあき 63 愛知県
149 眞野 武司 まの たけし 50 愛知県
150 ⾦松 ⽵志 かねまつ たけし 57 三重県
151 ⿃⽻ 秀輝 とば ひでき 53 愛知県
152 岩瀬 智芳 いわせ ともよし 51 愛知県
153 後藤 章雄 ごとう あきお 56 愛知県
154 中村 ⼀幸 なかむら かずゆき 50 愛知県
155 鈴⽊ 秀俊 すずき ひでとし 52 愛知県
156 ⽚⼭ 和弘 かたやま かずひろ 54 愛知県
157 ⾼橋 功 たかはし いさお 54 愛知県
158 浦 守 うら おさむ 54 愛知県
159 穗積 隆充 ほづみ たかみつ 51 愛知県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



160 本多 輝⾏ ほんだ てるゆき 52 愛知県
161 ⽯原 康伸 いしはら やすのぶ 51 愛知県
162 服部 ⼀男 はっとり かずお 51 愛知県
163 鈴⽊ 智 すずき さとし 52 静岡県
164 佐久間 輝夫 さくま てるお 51 福井県
165 近藤 英隆 こんどう ひでたか 54 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 堀部 澪那 ほりべ れいな 22 岐⾩県
2 深沢 季世 ふかさわ きよ 20 ⼭梨県
3 加藤 理沙 かとう りさ 25 愛知県
4 ⽇⽐野 由奈 ひびの ゆうな 21 愛知県
5 林 ⾹多 はやし かな 29 東京都
6 中島 友⼦ なかしま ゆうこ 24 岐⾩県
7 渡辺 未紗 わたなべ みさ 26 ⼭梨県
8 ⾼村 真奈 たかむら まな 22 ⼭梨県
9 ⾼城 やよい たかぎ やよい 26 愛知県

10 ⽵内 真美 たけうち まみ 26 愛知県
11 和⽥ ⼀紗 わだ かずさ 23 静岡県
12 豊⼝ 綾華 とよぐち あやか 28 岐⾩県
13 ⼩森 常緑 こもり ときわ 25 神奈川県
14 ⼭本 佳奈 やまもと かな 24 愛知県
15 中村 有希 なかむら ゆうき 24 東京都
16 河合 美穂 かわい みほ 29 愛知県
17 川本 靖⼦ かわもと やすこ 28 岐⾩県
18 住吉 ⽉美 すみよし つきみ 25 岐⾩県
19 辻村 美帆 つじむら みほ 25 愛知県
20 河合 シャロン かわい しゃろん 24 三重県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
21 熊⾕ 良恵 くまがい よしえ 36 愛知県
22 梶原 育⼦ かじわら いくこ 39 愛知県
23 加藤 亜樹 かとう あき 32 愛知県
24 北沢 真利 きたざわ まり 33 愛知県
25 細野 千晶 ほその ちあき 35 愛知県
26 篠塚 さゆり しのづか さゆり 32 愛知県
27 ⿊澤 美野⾥ くろさわ みのり 37 神奈川県
28 後呂 ⾥絵 うしろ りえ 32 兵庫県
29 浜野 円⾹ はまの まどか 34 千葉県
30 ⽊村 由依 きむら ゆい 31 愛知県
31 鞭⾺ 沙織 むちま さおり 31 愛知県

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



32 ⼭下 絵美 やました えみ 38 神奈川県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
33 崔 智媛 ちぇ じうぉん 45 愛知県
34 稲葉 聡美 いなば さとみ 42 愛知県
35 浅野 てるみ あさの てるみ 42 愛知県
36 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 43 愛知県
37 中澤 利江⼦ なかざわ りえこ 47 ⼭梨県
38 三澤 由架 みさわ ゆか 47 愛知県
39 ⼤⽵ 仁美 おおたけ ひとみ 40 愛知県
40 伊藤 めぐみ いとう めぐみ 40 愛知県
41 笹原 かおり ささはら かおり 47 ⼤阪府
42 佐藤  友⾹ さとう ゆか 48 岐⾩県
43 榎本 理栄⼦ えのもと りえこ 44 東京都

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
44 鈴⽊ 多美⼦ すずき たみこ 57 東京都
45 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 51 ⻑野県
46 ⼩沢 咲⼦ おざわ さきこ 50 愛知県
47 加藤 あつこ かとう あつこ 56 愛知県
48 前⽥ 尚美 まえだ なおみ 50 静岡県
49 ⾼⽥ 三千代 たかだ みちよ 54 三重県
50 伊藤 ゆみ いとう ゆみ 51 愛知県
51 佐野 倫代 さの みちよ 50 愛知県
52 野呂 淳⼦ のろ じゅんこ 57 三重県
53 林 直美 はやし なおみ 54 愛知県
54 中村 晃⼦ なかむら あきこ 51 東京都
55 ⽵内 みゆき たけうち みゆき 52 愛知県
56 若宮 美⾹ わかみや みか 53 岐⾩県
57 鈴⽊ 佐代⼦ すずき さよこ 56 愛知県
58 瀬古 歩 せこ あゆみ 51 千葉県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


