
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⻄尾 杏太 にしお きょうた 23 ⼤阪府
2 東川 圭介 うのかわ けいすけ 29 奈良県
3 上村 優介 かみむら ゆうすけ 27 京都府
4
5 浅井 翔也 あさい しょうや 22 ⼤阪府
6 ⾦野 慎吾 かねの しんご 21 奈良県
7 蒲原 弘志 かんばら ひろし 23 奈良県
8 佐々⽊ 悠⽣ ささき ゆうい 20 北海道
9 前⽥ 悠⽃ まえだ ゆうと 25 奈良県
10 吉川 ⼤地 よしかわ だいち 22 奈良県
11 中井 孝昌 なかい たかまさ 29 ⼤阪府
12 ⾕本 ⼀輝 たにもと かずき 22 ⼤阪府
13 坂野 諒太 さかの りょうた 22 奈良県
14 松下 悠 まつした ゆう 27 奈良県
15 ⻄⼭ ⼤和 にしやま やまと 21 奈良県
16 檜⽊ 翔⼤ ひのき しょうだい 22 奈良県
17 渡邊 ⿓⼈ わたなべ りゅうと 22 滋賀県
18 中川 晃雄 なかがわ あきお 24 奈良県
19 岩花 拓也 いわはな たくや 22 滋賀県
20 古⽥ 紘規 ふるた こうき 28 ⼤阪府
21 和⽥ 英雄 わだ ひでお 23 ⼤阪府
22 岡本 崇稔 おかもと たかとし 24 兵庫県
23 芝⽥ 和輝 しばた かずき 21 奈良県
24 ⻑⼿ ⼤和 ながて やまと 21 奈良県
25 ⾜⽴ 貴⼤ あだち たかひろ 28 滋賀県
26 ⼭本 貴央 やまもと たかお 28 奈良県
27 芝⽥ 和正 しばた かずまさ 24 奈良県
28 ⼭⼝ 翔⽮ やまぐち しょうや 25 ⼤阪府
29 岩井 保徳 いわい やすのり 28 京都府
30 吉⽥ 和史 よしだ かずし 27 奈良県
31 福⽥ 将明 ふくだ まさあき 20 ⼤阪府
32 藪内 計太 やぶうち かずひろ 28 東京都
33 飯⽥ 理哉 いいだ みちや 25 奈良県
34 松本 真也 まつもと しんや 28 ⼤阪府
35 秋葉 ⼀輝 あきば かずき 24 千葉県
36 加藤 光希 かとう みつき 22 ⼤阪府
37 森村 申乾 もりむら しんけん 28 奈良県
38 安部 啓彰 あべ ひろあき 25 奈良県
39 野⼝ 拓磨 のぐち たくま 25 奈良県
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40 森岡 祐⾺ もりおか ゆうま 22 ⼤阪府
41 ⽵本 優也 たけもと ゆうや 24 ⼤阪府
42 宮園 隼⼈ みやぞの はやと 23 奈良県
43 弘部 頌 ひろべ しょう 25 滋賀県
44 定森 暢助 さだもり ようすけ 22 愛知県
45 ⼭⽥ 祥⼤ やまだ しょうた 29 奈良県
46 棚橋 功貴 たなはし こうき 21 三重県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 宮本 輝夫 みやもと てるお 30 ⼤阪府
2 枝川 右 えだがわ ゆう 36 ⼤阪府
3 辻本 浩典 つじもと ひろのり 34 奈良県
4 善村 順作 よしむら じゅんさく 39 ⼤阪府
5 ⼭之上 雄也 やまのうえ ゆうや 32 ⼤阪府
6 川上 ⼤輔 かわかみ だいすけ 29 奈良県
7 北野 善夫 きたの よしお 35 ⼤阪府
8 嘉祥寺 良和 かしょうじ よしかず 37 ⼤阪府
9 ⽥中 英孝 たなか ひでたか 38 ⼤阪府
10 ⽥中 正道 たなか まさみち 33 福岡県
11 余野 祐⼈ よの ゆうと 31 ⼤阪府
12 永井 貴裕 ながい たかひろ 31 ⼤阪府
13 ⽯⽥ 誠 いしだ まこと 35 ⼤阪府
14 ⻄⼭ 健⼀ にしやま けんいち 37 ⼤阪府
15 前川 ⼤介 まえかわ だいすけ 36 京都府
16 宮川 裕介 みやかわ ゆうすけ 32 奈良県
17 ⻘⽊ 将義 あおき まさよし 31 奈良県
18 杉原 良 すぎはら りょう 31 ⼤阪府
19 ⻄⽥ 太陽 にしだ たかや 33 ⼤阪府
20 ⽯川 裕⽂ いしかわ ひろふみ 30 ⼤阪府
21 川中 佑介 かわなか ゆうすけ 30 三重県
22 中島 雅浩 なかじま まさひろ 38 奈良県
23 ⽟井 正彦 たまい まさひこ 37 奈良県
24 ⼭⽥ 健太郎 やまだ けんたろう 31 ⼤阪府
25 ビリュコブ オレクサンダー ビリュコブ オレクサンダー 35 新潟県
26 ⽥中 拓志 たなか たくし 39 兵庫県
27 ⼩峯 勇気 こみね ゆうき 32 ⼤阪府
28 ⻄川 路將太 にしかわじ まさひろ 35 東京都
29 檜垣 祐⼀郎 ひがき ゆういちろう 31 ⼤阪府
30
31 中村 亮太 なかむら りょうた 30 奈良県
32 宮⽥ 裕⽂ みやた ひろふみ 36 ⼤阪府
33 杉村 旭彦 すぎむら あきひこ 35 ⼤阪府

【ミドルクラス】

エントリー間違いのため、変更



34 ⻄原 優 にしはら ゆたか 33 ⼤阪府
35 ⽮之⾼ 憲⼀ やのたか けんいち 30 ⼤阪府
36 安⽥ 勇気 やすだ ゆうき 32 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 46 島根県
2 岡本 ⼀平 おかもと いっぺい 40 奈良県
3 平越 秀治 ひらこし しゅうじ 48 ⼤阪府
4 林 浩明 はやし ひろあき 42 ⼤阪府
5 丹⽣ 成彦 にゅう なるひこ 43 ⼤阪府
6 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 47 ⼤阪府
7 尾野 健太郎 おの けんたろう 40 奈良県
8 吉⽥ 英樹 よしだ ひでき 45 滋賀県
9 中村 和⼈ なかむら かずと 42 愛知県
10 中井 雅之 なかい まさゆき 43 奈良県
11 三原 将善 みはら あきよし 43 ⼤阪府
12 ⼤塚 裕貴 おおつか ひろき 46 滋賀県
13 松浦 正勝 みうら まさかつ 47 愛知県
14 福⽥ 了也 ふくだ あきや 44 奈良県
15 ⽩川 ⼤介 しらかわ だいすけ 48 和歌⼭県
16 川端 秀明 かわばた ひであき 47 ⼤阪府
17 北内 ⼀成 きたうち かずなり 44 ⼤阪府
18 園中 修 そのなか おさむ 44 ⼤阪府
19 中⾕ 公⼀ なかたに きみかず 46 奈良県
20 前原 昌治 まえはら しょうじ 45 奈良県
21 梅⾕ 英樹 うめたに ひでき 45 ⼤阪府
22 橋本 ⻯ はしもと りゅう 43 京都府
23 ⼩坂 清貴 こさか きよたか 45 兵庫県
24 ⾵本 覚 かぜもと さとる 44 奈良県
25 岩⽥ 潤⼀郎 いわて じゅんいちろう 42 愛知県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 福永 亘 ふくなが わたる 55 神奈川県
2 ⻘⽊ 孝⼈ あおき たかひと 53 京都府
3 正直 浩哉 まさなお ひろや 54 兵庫県
4 井上 雅彦 いのうえ まさひこ 57 奈良県
5 梅岡 久晃 うめおか ひさてる 57 兵庫県
6 ⼭本 眞 やまもと まこと 52 奈良県
7 嶋⽥ 徳泰 しまだ のりやす 60 奈良県
8 岡崎 厚志 おかざき あつし 54 ⼤阪府
9 村⽥ トオル むらた とおる 54 兵庫県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



10 ⼤東 学 だいとう まなぶ 53 ⼤阪府
11 三浦 哲郎 みうら てつろう 58 ⼤阪府
12 飯塚 清 いいづか きよし 50 ⼤阪府
13 ⽯川 和男 いしかわ かずお 53 ⼤阪府
14 ⼭本 善紀 やまもと よしのり 54 ⼤阪府
15 岡⽥ 淳⼀ おかだ じゅんいち 51 兵庫県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 溝渕 ⾹織 みぞぶち かおり 25 兵庫県
2 中村 友⼦ なかむら ともこ 28 奈良県
3 久保 幸恵 くぼ ゆきえ 25 ⼤阪府
4 松村 朱⾳ まつむら あかね 25 ⼤阪府
5 浅井 真央 あさい まお 23 奈良県
6 上⽥ 安⾥沙 うえだ ありさ 26 奈良県
7 岡嶋 睦 おかじま むつみ 29 京都府
8 中永 瑠詞⾐ なかなが るしい 20 奈良県
9 永井 寿季 ながい じゅき 24 奈良県
10 北島 愛⾥ きたじま えり 25 静岡県
11 武⽥ 華奈 たけだ かな 24 兵庫県
12 坂本 愛 さかもと あい 25 兵庫県
13 中澤 綾 なかざわ あや 29 ⼤阪府
14 宮下 奈々 みやした なな 29 京都府
15 板倉 早希 いたくら さき 25 ⼤阪府
16 濱⽥ 亜侑美 はまだ あゆみ 25 愛知県
17 三⽊ ななや みき ななや 27 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 奥村 ⾹帆⾥ おくむら かおり 32 兵庫県
2 飯嶋 佐和 いいじま さわ 37 奈良県
3 申 琴美 しん ことみ 33 ⼤阪府
4 神原 えり かんばら えり 33 奈良県
5 安原 望 やすはら のぞみ 34 和歌⼭県
6 松村 ⾹代⼦ まつむら かよこ 35 滋賀県
7 佐々⽊ 亜紀⼦ ささき あきこ 35 ⼤阪府
8 村上 絢⾹ むらかみ あやか 34 静岡県
9 ⽊村 千恵 きむら ちえ 34 ⼤阪府
10 宮内 洋⼦ みやうち ようこ 38 兵庫県
11 槇原 静花 まきはら しずか 33 奈良県
12 松下 菜美 まつした なみ 33 奈良県
13 牧 宏美 まき ひろみ 35 東京都
14 美濃部 彩 みのべ あや 37 京都府

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



15 森川 藍⼦ もりかわ あいこ 33 奈良県
16 礒尾 美知⼦ いそお みちこ 38 ⼤阪府
17 ⼤久保 智恵 おおくぼ ちえ 37 ⼤阪府
18 ⼈⾒ 真由美 ひとみ まゆみ 36 和歌⼭県
19 岩森 めぐみ いわもり めぐみ 31 静岡県
20 ⼩嶋 淑⼦ こじま としこ 33 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 宮⽥ 真希 みやた まき 42 京都府
2 中村 真澄 なかむら ますみ 43 奈良県
3 横⼭ 保江 よこやま やすえ 47 千葉県
4 千⽥ 美樹 せんだ みき 47 兵庫県
5 ⽥畑 敬⼦ たばた のりこ 48 ⼤阪府
6 松⽥ 美穂 まつだ みほ 46 奈良県
7 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 44 奈良県
8 上畠 淳⼦ うえはた あつこ 45 滋賀県
9 中原 加代⼦ なかはら かよこ 41 兵庫県
10 杉崎 和⼦ すぎさき かずこ 42 兵庫県
11 神保 あゆ じんぼ あゆ 44 奈良県
12 前岡 利江⼦ まえおか りえこ 49 奈良県
13 北村 真紀⼦ きたむら まきこ 41 愛知県
14 三⽥ 京⼦ みた きょうこ 40 ⼤阪府
15 ⽥中 洋⼦ たなか ようこ 43 ⼤阪府
16 三次 亜紀⼦ みつぎ あきこ 41 京都府
17 相澤 美希 あいざわ みき 43 奈良県
18 辻 みよ⼦ つじ みよこ 49 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 ⼭内 弘⼦ やまうち ひろこ 51 京都府
2 河好⼦ ハーホージャ 59 兵庫県
3 辻畑 映⺒ つじはた てるみ 50 ⼤阪府
4 宇野 京⼦ うの きょうこ 55 岡⼭県
5 ⽇暮 さよみ ひぐれ さよみ 50 ⼤阪府
6 ⼤島 京⼦ おおしま きょうこ 53 京都府
7 横⼭ 晴美 よこやま はるみ 50 兵庫県
8 ⼩池 恵美 こいけ めぐみ 52 静岡県
9 ⿊⽥ 三喜 くろだ みき 53 ⼤阪府

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


