
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽩井 ⼤志 しらい たいし 28 ⼤阪府
2 ⽚岡 直 かたおか すなお 23 兵庫県
3 近藤 良起 こんどう よしき 21 愛知県
4 河村 卓也 かわむら たくや 25 ⼤阪府
5 松⾕ 真純 まつたに ますみ 22 ⼤阪府
6 ⻘野 豊 あおの ゆたか 21 ⼤阪府
7 迫⽥ 和⾺ さこだ かずま 29 ⼤阪府
8 村上 銀河 むらかみ ぎんが 23 ⼤阪府
9 古⾕ ⻯太郎 ふるたに りゅうたろう 28 ⼤阪府
10 箕浦 啓⼆朗 みのうら けいじろう 27 京都府
11 ⻄本 祐基 にしもと ゆうき 26 三重県
12 三⾕ 拓⽮ みたに たくや 26 兵庫県
13 ⾚井 智樹 あかい ともき 20 京都府
14 内⽥ 海⽃ うちだ かいと 23 ⼤阪府
15 佐々⽊ 修 ささき おさむ 22 和歌⼭県
16 ⼭⼝ 航 やまぐち わたる 25 京都府
17 ⼭⽥ 拓実 やまだ たくみ 25 京都府
18 菅原 聡真 すがわら そうま 23 京都府
19 堀 勇気 ほり ゆうき 22 京都府
20 ⽊村 孝之 きむら たかゆき 28 京都府
21 ⾼須 悠造 たかす ゆうぞう 29 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 松本 彰太 まつもと しょうた 30 京都府
2 永⽥ 善治 ながた よしはる 39 京都府
3 鈴⽊ 健⼀郎 すずき けんいちろう 37 東京都
4 クワポンフランシス クワポンフランシス 35 京都府
5 森澤 直毅 もりさわ なおき 32 京都府
6 中村 友也 なかむら ともや 31 京都府
7 堀⼝ 雅幸 ほりぐち まさゆき 32 滋賀県
8 所 澄⼈ ところ すみと 30 愛知県
9 宮脇 猛 みやわき たけし 30 愛知県
10 ⼋⽊ 幸治 やぎ こうじ 30 京都府
11 烏野 陽平 からすの ようへい 39 ⼤阪府
12 松永 健太 まつなが けんた 32 ⼤阪府
13 伊藤 晃⼀ いとう こういち 39 東京都
14 前川 ⼤介 まえかわ だいすけ 36 京都府
15 柏本 武志 かしもと たけし 30 ⼤阪府
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16 宮内 慎也 みやうち しんや 35 ⼤阪府
17 渡辺 千城 わたなべ かずき 30 京都府
18 岩⽥ 翔吾 いわた しょうご 33 ⼤阪府
19 稲澤 主税 いなざわ ちから 38 京都府
20 ⼩⾕ 博幸 こだに ひろゆき 35 兵庫県
21 ⼭形 秀幸 やまがた ひでゆき 30 栃⽊県
22 上⽥ 裕貴 うえだ ひろき 33 京都府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 時森 淳⼀ ときもり じゅんいち 41 京都府
2 新 英三 あたらし えいぞう 49 ⼤阪府
3 今川 将孝 いまがわ まさたか 44 ⼤阪府
4 淡⽥ 卓⼰ あわた たくみ 44 兵庫県
5 秋⼭ 健⼀ あきやま けんいち 40 ⼤阪府
6 前⽥ 和宏 まえだ かずひろ 43 兵庫県
7 松葉 克敏 まつば かつとし 41 三重県
8 吉⽥ 浩之 よしだ ひろゆき 44 ⼤阪府
9 森⼭ 浩司 もりやま こうじ 48 京都府
10 袖森 隆 そでもり たかし 48 滋賀県
11 横⾕ 宗則 よこたに むねのり 46 京都府
12 新⼭ ⽂弘 にいやま ふみひろ 47 三重県
13 研元 英妥 とぎもと ひでやす 41 京都府
14 野中 学 のなか まなぶ 44 東京都
15 園中 修 そのなか おさむ 44 ⼤阪府
16 辻本 恵⼀郎 つじもと けいいちろう 41 ⼤阪府
17 宮本 拓磨 みやもと たくま 40 愛知県
18 ⽮部 博⼀ やべ ひろかず 49 ⼤阪府
19 橋本 ⻯ はしもと りゅう 43 京都府
20 原内 直哉 はらうち なおや 48 東京都
21 ⼭東 尚史 さんとう ひさし 43 京都府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 上林 賢次 かみばやし けんじ 50 ⼤阪府
2 ⻘⽊ 孝⼈ あおき たかひと 54 京都府
3 髙橋 良榮 たかはし よしてる 56 ⼤阪府
4 ⼩林 聖次 こばやし せいじ 51 京都府
5 鳴海 智志 なるみ さとし 50 北海道
6 佐藤 岳司 さとう たけし 52 ⼤阪府
7 ⽊本 直樹 きもと なおき 54 京都府
8 ⼤久保 守 おおくぼ まもる 56 ⼤阪府
9 井上 毅 いのうえ たけし 55 ⼤阪府
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10 辻極 達彦 つじぎわ たつひこ 53 京都府
11 宮内 和彦 みやうち かずひこ 55 京都府
12 ⼤久保 満夫 おおくぼ みつお 52 京都府
13 吉⽥ ⼀史 よしだ かずし 57 滋賀県
14 武内 弘道 たけうち ひろみち 54 滋賀県
15 飯塚 盛康 いいづか もりやす 62 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ayumu あゆむ 28 ⾼知県
2 井上 波留花 いのうえ はるか 28 ⼤阪府
3 坂下 ⿇未 さかした あさみ 26 静岡県
4 荒⽊ 美乃⾥ あらき みのり 21 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中嶌 ゆり なかじま ゆり 30 京都府
2 中川 祐⼦ なかがわ ゆうこ 34 京都府
3 加藤 美由紀 かとう みゆき 31 京都府
4 ⽚岡 麗⾹ かたおか れいか 31 愛知県
5 三井 智⼦ みつい ともこ 38 愛知県
6 伊吹 奈々 いぶき なな 36 愛知県
7 坂本 真希 さかもと まき 34 ⼤阪府
8 ⾨⾺ 百⾥ もんま ゆり 31 静岡県
9 渡辺 美桜 わたなべ みおう 34 滋賀県
10 北本 愛 きたもと あい 35 ⼤阪府
11 奥村 ⾹帆⾥ おくむら かおり 32 兵庫県
12 神崎 希穂 かんざき きほ 30 ⼤阪府
13 HuangNing ホワンニン 32 京都府
14 神⽥ 梨絵 かんだ りえ 34 ⼤阪府
15 北 明未 きた はるみ 31 東京都

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 垣本 紗也果 かきもと さやか 40 東京都
2 中原 加代⼦ なかはら かよこ 41 兵庫県
3 ⼭⽥ 智⼦ やまだ ともこ 41 京都府
4 前⽥ 祐⼦ まえだ ゆうこ 45 ⼤阪府
5 宮⽥ 真希 みやた まき 42 京都府
6 浅野 亜由路 あさの あゆち 42 岐⾩県
7 斧⽥ 良⼦ おのだ よしこ 44 茨城県
8 今村 翔⼦ いまむら しょうこ 46 ⼤阪府
9 北村 恭⼦ きたむら きょうこ 48 京都府
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10 下り藤 亜弥 さがりふじ あや 40 愛知県
11 加藤 三鈴 かとう みすず 48 ⼤阪府
12 坂部 美保 さかべ みほ 45 ⼤阪府
13 吉村 直⼦ よしむら なおこ 46 ⼤阪府
14 上甲 美弥 じょうこう みや 40 ⼤阪府
15 川端 松美 かわばた まつみ 47 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⽥中 典⼦ たなか のりこ 51 神奈川県
2 ⼭内 弘⼦ やまうち ひろこ 51 京都府
3 ⽊保 ⾥美 きやす さとみ 52 ⼤阪府
4 ⼤島 京⼦ おおしま きょうこ 53 京都府
5 ⼤井 孝美 おおい たかみ 55 ⼤阪府

【クイーンクラス】


