
出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 筒井　健 つつい　けん 22 高知県

2 鈴木　太希 すずき　たいき 27 高知県

3 南部　秀之 なんぶ　ひでゆき 25 高知県

4 吉川　大地 よしかわ　だいち 24 奈良県

5 永野　瀬那 ながの　せな 21 兵庫県

6 平林　怜真 ひらばやし　りょうま 26 愛知県

7 寒川　大樹 かんがわ　ひろき 24 徳島県

8 山中　盛吾 やまなか　せいご 23 愛知県

9 木山　恵太 きやま　けいた 26 大阪府

10 中村　晃太朗 なかむら　こうたろう 21 岡山県

11 黒川　正樹 くろかわ　まさき 22 愛媛県

12 吉田　匡 よしだ　まさし 29 兵庫県

13 長田　圭司 おさだ　けいじ 25 高知県

14 越智　晶仁 おち　あきひと 25 大阪府

15 前田　典義 まえだ　のりよし 28 高知県

16 陣野　貴喜 じんの　たかき 23 京都府

17 三浦　紘和 みうら　ひろかず 23 岡山県

18 久保川　利明 くぼかわ　としあき 29 東京都

19 花岡　怜於 はなおか　れお 22 岡山県

20 齋田　太郎 さいだ　たろう 22 京都府

21 田中　雅人 たなか　まさと 24 兵庫県

22 赤木　雅彦 あかぎ　まさひこ 29 愛媛県

23 岸　勇磨 きし　ゆうま 25 愛媛県

24 上野　友暉 うえの　ともき 24 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

25 櫻井　将継 さくらい　まさつぐ 34 東京都

26 中井　孝昌 なかい　たかまさ 31 奈良県

27 佐宗　雄己 さそう　ゆうき 34 神奈川県

28 飯田　健太郎 いいだ　けんたろう 34 東京都

29 河野　譲二 かわの　じょうじ 36 香川県

30 松村　基史 まつむら　もとふみ 32 東京都

31 長野　亮 ながの　りょう 30 大阪府

32 岡崎　卓也 おかざき　たくや 34 兵庫県

33 福島　聖太 ふくしま　せいた 31 大阪府

34 兼若　勇基 かねわか　ゆうき 31 大阪府

35 佐佐木　信綱 ささき　のぶつな 37 兵庫県

36 河本　雅嗣 かわもと　まさし 34 奈良県

37 二宮　拓也 にのみや　たくや 31 高知県

38 陶山　優二 すやま　ゆうじ 34 東京都

39 一戸　曹佑 いちのへ　そうすけ 30 東京都

40 岩倉　誠吾 いわくら　せいご 34 宮崎県

41 高田　知弥 たかだ　ともや 34 愛知県
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出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

42 中出　真人 なかで　まさと 42 埼玉県

43 橋田　好廉 はしだ　よしきよ 46 高知県

44 川奥　修二 かわおく　しゅうじ 45 愛媛県

45 善家　雅史 ぜんけ　まさふみ 45 愛媛県

46 五十嵐　肇 いがらし　はじめ 48 富山県

47 中川　健一 なかがわ　けんいち 40 大阪府

48 浜田　健太 はまだ　けんた 42 高知県

49 前田　拓摩 まえだ　たくま 41 東京都

50 植松　洋和 うえまつ　ひろかず 46 大阪府

51 齋藤　正秀 さいとう　まさひで 48 東京都

52 安岡　大志 やすおか　ひろし 43 大阪府

53 井澗　哲也 いたに　てつや 45 兵庫県

54 松竹　雅紀 まつたけ　まさき 45 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

55 森本　晃 もりもと　のぼる 54 東京都

56 兼安　祥二 かねやす　しょうじ 56 神奈川県

57 宮本　正司 みやもと　しょうじ 56 高知県

58 鈴木　智 すずき　さとし 53 静岡県

59 弘井　徹 ひろい　とおる 59 高知県

60 奥野　保 おくの　たもつ 50 滋賀県

61 梅岡　久晃 うめおか　ひさてる 59 兵庫県

62 八巻　ひろあき やまき　ひろあき 55 大阪府

63 駒井　洋一 こまい　よういち 62 岡山県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

1 藤本　華奈 ふじもと　はるな 21 東京都

2 原田　渚 はらだ　なぎさ 27 大阪府

3 菅井　理紗 すがい　りさ 26 東京都

4 大澤　夕渚 おおさわ　ゆうな 24 大阪府

5 玉城　里佳子 たまき　りかこ 26 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

6 竹林　早苗 たけばやし　さなえ 33 東京都

7 中村　阿佐美 なかむら　あさみ 32 奈良県

8 庄司　幸恵 しょうじ　さちえ 33 岡山県

9 元井　美貴 もとい　みき 39 東京都

10 林　恵里子 はやし　えりこ 36 東京都

11 藤原　綾子 ふじはら　あやこ 31 高知県

12 村瀬　真由 むらせ　まゆ 33 東京都

13 大年　雅美 おおとし　まさみ 31 大阪府

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

14 中川　栄 なかがわ　えい 42 和歌山県

15 八幡　善姿子 やはた　よしこ 43 愛知県

16 片田　美千子 かただ　みちこ 40 奈良県

17 大庭　美紀 おおば　みき 46 大阪府

18 三宅　紀子 みやけ　のりこ 47 岡山県

19 河野　千絵 かわの　ちえ 45 徳島県

20 三坂　知枝 みさか　ちえ 44 鳥取県

21 清藤　彩 きよとう　あや 46 高知県

22 梅渓　寿美子 うめたに　すみこ 41 東京都

23 中原　加代子 なかはら　かよこ 43 兵庫県

24 青木　香織 あおき　かおり 41 兵庫県

25 坂口　佐知代 さかぐち　さちよ 48 東京都

26 前川　憲子 まえがわ　のりこ 46 京都府

27 山本　いずみ やまもと　いずみ 40 高知県

出場者：氏名 ふりがな 年齢 エリア

28 門明　麻美 かどあき　あさみ 52 高知県

29 山浦　真由美 やまうら　まゆみ 50 長野県

30 矢野　由紀 やの　ゆき 57 愛媛県

31 大久保　智佐 おおくぼ　ちさ 57 高知県

32 竹原　典子 たけはら　のりこ 50 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】


