
出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 湯浅 陸 ゆあさ りく 24 東京都
2 佐伯 ⼀歩 さえき かずほ 22 ⼤阪府
3 今⽥ 祐樹 いまだ ゆうき 28 京都府
4 正⽊ 奨悟 まさき しょうご 20 埼⽟県
5 池⽥ 颯 いけだ はやて 22 兵庫県
6 杉本 祐輔 すぎもと ゆうすけ 25 福井県
7 飯野 伸太郎 いいの しんたろう 25 愛知県
8 上村 夏⽣ かみむら なつお 21 東京都
9 佐⾙ 寿春 さがい としはる 22 千葉県
10 藤井 ⼀⾺ ふじい かずま 29 ⼤阪府
11 佐々⽊ 寛 ささき ひろし 25 愛知県
12 橋本 ⿇央 はしもと まお 27 東京都
13 坂⽥ 光輝 さかた こうき 25 京都府
14 北⾒ 礼 きたみ れい 20 神奈川県
15 岩城 悠磨 いわき ゆうま 22 ⼤阪府
16 ⽶⽥ 直⽣ よねだ なおき 29 三重県
17 ⼟⽥ ゆうや つちだ ゆうや 26 東京都
18 宮本 俊紀 みやもと としき 27 ⽯川県
19 佐藤 数紘 さとう かずひろ 26 東京都
20 ⽥中 才⾨ たなか さいもん 22 東京都
21 太⽥ 恭平 おおた きょうへい 29 兵庫県
22 鵜⽊ 義晶 うのき よしあき 24 兵庫県
23 佐藤 諒司 さとう りょうじ 23 東京都
24 稲垣 秀吉 いながき ひでよし 21 愛知県
25 永原 拳⽃ ながはら けんと 25 北海道
26 ⼭元 友也 やまもと ともや 27 群⾺県
27 ⼩林 亮 こばやし りょう 26 京都府
28 鎮⽬ 雄⼀郎 しずめ ゆういちろう 22 千葉県
29 吉井 彬紘 よしい あきひろ 26 兵庫県
30 三澤 悠太 みさわ ゆうた 24 ⼤阪府
31 中井 孝昌 なかい たかまさ 29 ⼤阪府
32 三浦 ⾵太 みうら ふうた 22 北海道
33 横⼭ 達也 よこやま たつや 29 ⼤阪府
34 越後屋 雄輔 えちごや ゆうすけ 21 東京都
35 伊沢 周 いさわ あまね 25 秋⽥県
36 ⼤⻄ 拓哉 おおにし たくや 23 ⼤阪府
37 能條 崇昭 のうじょう たかあき 27 京都府
38 菅原 慎 すがわら しん 26 埼⽟県
39 柴⽥ 勇気 しばた ゆうき 26 ⼤阪府
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40 辻村 洸太 つじむら こうた 28 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 岡本 寛之 おかもと ひろゆき 33 千葉県
2 前⽥ 拓摩 まえだ たくま 39 東京都
3 岡⽥ 卓也 おかだ たくや 33 兵庫県
4 寺澤 ⼀樹 てらさわ かずき 36 岡⼭県
5 岡⽥ 健 おかだ けん 34 ⼤阪府
6 直井 亮 なおい りょう 31 ⼤阪府
7 ⼆⾒ 健太 ふたみ けんた 34 神奈川県
8 ⼩室 敦 こむろ あつし 36 東京都
9 ⽥渕 達也 たぶち たつや 30 ⼤阪府
10 村中 俊之 むらなか としゆき 39 茨城県
11 ⻄崎 宅哉 にしざき たくや 36 ⼤阪府
12 ⾼⽥ 靖⼀ たかだ せいいち 32 東京都
13 櫻井 将継 さくらい まさつぐ 32 東京都
14 曽⾙ 君友 そがい なおとも 31 愛知県
15 家間 善久 けま よしひさ 35 ⼤阪府
16 島内 祐⼀郎 しまうち ゆういちろう 33 徳島県
17 岩下 譲⼆ いわした じょうじ 30 兵庫県
18 佐藤 裕⼆ さとう ゆうじ 35 ⼤阪府
19 吉⽥ 翼 よしだ つばさ 36 栃⽊県
20 ⼭⼝ 敏雄 やまぐち としお 37 ⼤阪府
21 ⽥中 康博 たなか やすひろ 31 ⼤阪府
22 上野 恭育 うえの きょうすけ 31 ⼤阪府
23 李 韵彬 リー インヒン 33 東京都
24 川瀬 幸治 かわばた こうじ 37 ⼤阪府
25 南部 直志 なんぶ ただし 30 ⼤阪府
26 佐野 直哉 さの なおや 30 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 飯沼 正恒 いいぬま まさつね 45 神奈川県
2 丸⼭ 豊 まるやま ゆたか 48 京都府
3 丸⼭ 泰征 まるやま やすゆき 43 滋賀県
4 阪本 康彦 さかもと やすひこ 45 ⼤阪府
5 酒井 剛司 さかい つよし 44 愛知県
6 助⽯ 充紀 すけいし あつのり 41 ⼤阪府
7 三浦 康博 みうら やすひろ 45 ⼤阪府
8 坂倉 正哉 さかくら まさや 41 三重県
9 南 栄作 みなみ えいさく 49 兵庫県
10 丹治 雅則 たんじ まさのり 43 東京都

【ミドルクラス】

【マスターズクラス】



11 太⽥ 健⼆ おおた けんじ 45 ⼤阪府
12 永原 シゲル ながはら しげる 42 ⼤阪府
13 ⻑⾕川 雄⼤ はせがわ たけお 48 埼⽟県
14 ⻫藤 忠孝 さいとう ただたか 47 愛知県
15 松本 達⼠ まつもと たつし 44 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 吾郷 眞也 あごう しんや 55 ⼤阪府
2 ⾼倉 富美夫 たかくら ふみお 50 滋賀県
3 ⻑⾕川 順⼀ はせがわ じゅんいち 57 兵庫県
4 正直 浩哉 まさなお ひろや 54 兵庫県
5 ⽥島 康成 たじま やすなり 60 ⼤阪府
6 ⻫藤 政秀 さいとう まさひで 60 ⼤阪府
7 伊東 徳⼀ いとう とくいち 66 愛知県
8 村⽥ トオル むらた とおる 54 兵庫県
9 今井 正弘 いまい まさひろ 56 ⼤阪府
10 奥⽥ 修⼆ おくだ しゅうじ 55 京都府
11 ⼭⼝ 勝久 やまぐち かつひさ 56 神奈川県
12 ⽴花 滿 たちばな みつる 56 ⼤阪府
13 川津 光昭 かわつ みつあき 50 京都府
14 岡崎 厚志 おかざき あつし 54 ⼤阪府
15 森岡 恵⼀ もりおか けいいち 50 ⼤阪府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 武藤 紗由⾹ むとう さゆか 28 京都府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 森島 伸美 もりしま のぶみ 31 東京都
2 ⼩⼭ 真澄 こやま ますみ 30 東京都
3 ⼭本 友⾹ やまもと ゆか 33 ⼤阪府
4 美濃部 彩 みのべ あや 37 京都府

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 三澤 恭⼦ みさわ きょうこ 40 埼⽟県
2 川内 律⼦ かわうち りつこ 40 ⼤阪府
3 ⻘⽊ 美保 あおき みほ 45 ⼤阪府
4 ⻘野 愛夢実 あおの あゆみ 48 愛媛県
5 坂⽥ 京⼦ さかた きょうこ 45 京都府
6 森 由希⼦ もり ゆきこ 47 千葉県

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】

【ガールズクラス】

【ゴールドクラス】



7 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 44 奈良県
8 ⾼野 繭美 たかの まゆみ 44 茨城県
9 今井 幸⼦ いまい さちこ 45 ⼤阪府
10 神原 梅代 かんばら うめよ 47 愛知県
11 荒井 舞 あらい まい 42 埼⽟県

出場者：⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 中村 友⼦ なかむら ともこ 51 ⼤阪府
2 作間 綾⼦  さくま あやこ 50 兵庫県

【クイーンクラス】


