
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 渡邉 悠世 わたなべ ゆうせい 26 岐⾩県
2 川島 友⼀郎 かわしま ゆういちろう 29 岐⾩県
3 ⼩野 郁夢 おの いくむ 20 岐⾩県
4 枡⽥ 拓⽮ ますだ たくや 23 三重県
5 加藤 隆太 かとう りゅうた 26 岐⾩県
6 ⼤久 和輝 だいく かずき 28 東京都
7 福島 ⼤⽣ ふくしま だいき 24 岐⾩県
8 仲座 圭亮 なかざ けいすけ 21 岐⾩県
9 市橋 勇太郎 いちはし ゆうたろう 28 岐⾩県

10 坂本 ⼤寿 さかもと だいじゅ 24 岐⾩県
11 坂本 康太 さかもと こうた 26 岐⾩県
12 ⾼橋 卓也 たかはし たくや 24 静岡県
13 松尾 祐汰 まつお ゆうた 27 愛知県
14 松尾 赳治 まつお たけはる 22 愛知県
15 酒向 章⼤ さこう あきひろ 23 愛知県
16 ⼤坪 昂介 おおつぼ こうすけ 19 岐⾩県
17 磯崎 貴希 いそざき たかき 23 愛知県
18 徳倉 裕亮 とくら ゆうすけ 27 ⾹川県
19 野村  勇太 のむら ゆうた 25 愛知県
20 脇⽥ 康暉 わきた こうき 24 岐⾩県
21 ⻑江 英明 ながえ ひであき 28 愛知県
22 中嶋 紀貴 なかしま のりき 26 岐⾩県
23 ⽥中 智⼤ たなか ともひろ 21 岐⾩県
24 ⾦⽥ 堅之介 かねだ けんのすけ 24 愛知県
25 横川 淳平 よこがわ じゅんぺい 26 福井県
26 清⽔ 彰浩 しみず あきひろ 27 愛知県
27 任 ⼤樹 にん だいき 26 愛知県
28 勝野 賢⼈ かつの けんと 27 愛知県
29 鴻村 政司 こうむら まさし 27 愛知県
30 吉野 翔 よしの しょう 23 ⼤阪府
31 坂⼝ 裕也 さかぐち ゆうや 23 ⼤阪府
32 ⻄澤 良 にしざわ りょう 28 ⼤阪府
33 澤井 佑也 さわい ゆうや 22 東京都
34 浅野 翼 あさの つばさ 27 岐⾩県
35 兼松 拓也 かねまつ たくや 29 岐⾩県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
36 江崎 ⽂昭 えさき ふみあき 33 愛知県
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37 花井 宏康 はない ひろやす 37 愛知県
38 圓⼭ 幸平 まるやま こうへい 37 岐⾩県
39 松⽥ 祐司 まつだ ゆうじ 34 岐⾩県
40 久保⽥ 真介 くぼた しんすけ 34 愛知県
41 神⾕ ⾼宏 かみや たかひろ 36 愛知県
42 伊奈 良太 いな りょうた 30 岐⾩県
43 酒井 務 さかい つとむ 31 愛知県
44 ⼤澤 達広 おおざわ たつひろ 34 岐⾩県
45 ⽉原 幹⼈ つきはら みきと 31 兵庫県
46 今 康彦 こん やすひこ 37 愛知県
47 尾畑 ⼀樹 おばた かずき 30 岐⾩県
48 ⽴川 友 たちかわ ゆう 39 岐⾩県
49 中間 優 なかま すぐる 37 愛知県
50 浅野 真 あさの まこと 39 愛知県
51 ⽥井 邦治 たい くにはる 33 ⼤阪府
52 宮島 裕⼆ みやじま ゆうじ 33 愛知県
53 ⽶澤 利幸 よねざわ としゆき 32 愛知県
54 中橋 篤史 なかはし あつし 35 岐⾩県
55 舘林 雄介 たてばやし ゆうすけ 30 岐⾩県
56 三浦 祐揮 みうら ゆうき 32 愛知県
57 ⻑⾕川 観 はせがわ みかた 30 ⻑野県
58 中⼭ 拓也 なかやま たくや 32 滋賀県
59 迎⽥ 剛⼠ むかえだ つよし 36 岐⾩県
60 真鍋 好市 まなべ こういち 38 岐⾩県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
61 渡邊 賢⼆ わたなべ けんじ 41 岐⾩県
62 中根 圭治 なかね けいじ 44 岐⾩県
63 ⾼橋 功⾃ たかはし こうじ 49 岐⾩県
64 常川 貴扶 つねかわ たかお 45 東京都
65 服部 悦雄 はっとり えつを 45 愛知県
66 冨永 健太郎 とみなが けんたろう 40 愛知県
67 ⽊村 明睦 きむら あきのぶ 42 愛知県
68 ⿊⽥ 昌彦 くろだ まさひこ 48 岐⾩県
69 辻 善久 つじ よしひさ 41 岐⾩県
70 兼松   剛 かねまつ ごう 41 愛知県
71 清⽔ 優喜 しみず ゆうき 40 ⻑野県
72 ⼤磯 ⼀師 おおいそ かずし 41 愛知県
73 任 隆光 にん たかみつ 45 愛知県
74 平野  豊和 ひらの とよかず 40 愛知県
75 松⽥ 賢明 まつだ かつあき 46 愛知県
76 ⻑屋 秀憲 ながや ひでのり 44 岐⾩県
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77 吉⾨ 淳⼀ よしかど じゅんいち 43 愛知県
78 松岡 秀樹 まつおか ひでき 44 岐⾩県
79 辻村 圭美 つじむら けいび 45 静岡県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
80 棚瀬 賢⼀ たなせ けんいち 54 岐⾩県
81 後藤 章雄 ごとう あきお 56 愛知県
82 ⽯原 康伸 いしはら やすのぶ 51 愛知県
83 澤⽥ 亨 さわだ とおる 52 愛知県
84 ⽵内 測昭 たけうち ひろあき 51 愛知県
85 今井 佳樹 いまい よしき 52 静岡県
86 井上 健 いのうえ たけし 54 岐⾩県
87 丹⽻ 英之 にわ ひでゆき 50 愛知県
88 ⽚⼭ 和弘 かたやま かずひろ 54 愛知県
89 松岡 達成 まつおか たつなり 52 愛知県
90 萱沼 雅彦 かやぬま まさひこ 55 ⼭梨県

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 若宮 ⾥帆 わかみや りほ 25 岐⾩県
3 下井 萌 しもい もえ 22 ⻑野県
4 島 ⿇瑚 しま あこ 27 岐⾩県
5 中島 友⼦ なかしま ゆうこ 24 岐⾩県
6 ⾼城 やよい たかぎ やよい 26 愛知県
7 ⽇⽐野 由奈 ひびの ゆうな 21 愛知県
8 住吉 ⽉美 すみよし つきみ 25 岐⾩県
9 森 礼峰 もり あやね 24 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
10 野村 果央 のむら みお 35 岐⾩県
11 ⼭城 美⾹ やましろ みか 37 愛知県
12 ⼤杉 愛 おおすぎ あい 38 三重県
13 澤藤 成⼦ さわふじ せいこ 30 岐⾩県
14 ⽩⽔ 祐⾹ しろみず ゆか 36 愛知県
15 梶川 江梨⼦ かじかわ えりこ 33 愛知県
16 新井 絵⾥ あらい えり 39 千葉県
17 篠塚 さゆり しのづか さゆり 32 愛知県
18 原 ⼣貴枝 はら ゆきえ 33 神奈川県
19 細野 千晶 ほその ちあき 35 愛知県

【レディースクラス】
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出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
20 ⼭⼝ 綾美 やまぐち あやみ 41 愛知県
21 ⼭内 多枝⼦ やまうち たえこ 43 愛知県
22 江⼝ エレナ えぐち えれな 42 岐⾩県
23 崔 智媛 ちぇ ぢうぉん 45 愛知県
24 早⾒ 寿⼦ はやみ ひさこ 45 愛知県
25 稲葉 聡美 いなば さとみ 42 愛知県
26 渡邉 志⿇ わたなべ しま 48 愛知県
27 ⽯川 英代 いしかわ ひでよ 43 愛知県
28 杉崎 和⼦ すぎさき かずこ 43 兵庫県
29 佐藤 友⾹ さとう ゆか 48 岐⾩県
30 原⼝ 有希⼦ はらぐち ゆきこ 41 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
31 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 51 ⻑野県
32 林 直美 はやし なおみ 54 愛知県
33 内⼭  はるみ うちやま はるみ 60 岐⾩県
34 伊藤 ゆみ いとう ゆみ 51 愛知県
35 我喜屋 弘⼦ がきや ひろこ 56 沖縄県
36 加藤 あつこ かとう あつこ 56 愛知県
37 渡辺 恵美 わたなべ えみ 53 ⼭梨県
38 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 57 愛知県

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


