
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 川端 亮佑 かわばた りょうすけ 27 滋賀県
2 ⽊村 祐哉 きむら ゆうや 24 滋賀県
3 桑原 蓮有 くわばら れんゆう 20 東京都
4 森⽥ 翼 もりた つばさ 25 ⼤阪府
5 加納 雅章 かのう まさあき 20 岐⾩県
6 伊藤 和樹 いとう かずき 24 ⼤阪府
7 円⾕ 伊吹 つむらや いぶき 19 京都府
8 川崎 有⼈ かわさき あると 20 滋賀県
9 椿 ⼤輝 つばき ひろき 22 兵庫県

10 古⼭ 楓悟 こやま ふうご 24 滋賀県
11 安部 圭史 あんべ けいじ 28 滋賀県
12 ⼩引 将⽮ こびき まさや 28 京都府
13 森⼭ 秀平 もりやま しゅうへい 24 滋賀県
14 中川 晃雄 なかがわ あきお 27 ⼤阪府
15 椛島 尚也 かばしま なおや 23 滋賀県
16 増⽥ 将也 ますだ しょうや 24 兵庫県
17 新開 上司 しんかい しょう 28 ⼤阪府
18 ⼆宮 昂希 にのみや こうき 24 滋賀県
19 三輪 貴之 みわ たかゆき 23 岐⾩県
20 ⽊下 克樹 きのした かつき 26 兵庫県
21 曽原 健治郎 そはら けんじろう 22 兵庫県
22 安藤 駿 あんどう しゅん 20 京都府
23 李 滝⼆ り りょんい 29 東京都
24 安喜 詠亮 あき えいすけ 24 愛知県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
25 ⻄⽥ 翔太 にしだ しょうた 36 京都府
26 辻 良知 つじ りょうち 32 滋賀県
27 渡辺 浩司 わたなべ こうじ 38 愛知県
28 ⽥中 修平 たなか しゅうへい 30 東京都
29 松本 ⼤希 まつもと たいき 30 ⼤阪府
30 泉 忠伸 いずみ ただのぶ 37 兵庫県
31 ⼩⻄ 達也 こにし たつや 35 滋賀県
32 ⽊尾 陽平 きお ようへい 33 ⼤阪府
33 ⽶⽥ 直⽣ よねだ なおき 31 三重県
34 千葉 隆志 ちば たかし 30 滋賀県
35 ⾕⼝ 孔⼆ たにぐち こうじ 32 京都府
36 南 亮⼆ みなみ りょうじ 39 滋賀県
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37 森 祐輔 もり ゆうすけ 30 和歌⼭県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
38 ⿊⽊ 幸正 くろき ゆきまさ 49 ⼤阪府
39 堀池 直⼈ ほりいけ なおと 46 滋賀県
40 伴 明規夫 ばん みきお 46 滋賀県
41 ⽯橋 ⾏継 いしばし ゆきつぐ 44 滋賀県
42 佐橋 静也 さはし しずや 47 滋賀県
43 樋⼝ 靖洋 ひぐち やすひろ 48 三重県
44 北⼝ 敏也 きたぐち としや 41 和歌⼭県
45 ⽥中 利典 たなか としのり 41 滋賀県
46 炬⼝  雅⼈ たけぐち まさと 42 愛知県
47 池⽥ 剛 いけだ つよし 47 兵庫県
48 ⽥淵 博幸 たぶち ひろゆき 41 和歌⼭県
49 ⽥原 丈稔 たはら たけとし 43 ⼤阪府
50 横⾕ 宗則 よこたに むねのり 48 京都府
51 北出 勇⼀ きたで ゆういち 42 ⼤阪府
52 野元 邦義 のもと くによし 46 愛知県
53 稗⽥ 正佳 ひえだ まさよし 42 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
54 奥野 保 おくの たもつ 50 滋賀県
55 三宅 範彦 みやけ のりひこ 52 滋賀県
56 村⽥ 幸穂 むらた ゆきお 56 滋賀県
57 瀬川 将⼈ せがわ まさと 50 富⼭県
58 古川 流太 ふるかわ りゅうた 51 滋賀県
59 吉⽥ 武⼠ よしだ たけし 50 滋賀県
60 川津 光昭 かわつ みつあき 52 京都府
61 布施 義⾼ ふせ よしたか 54 三重県
62 ⼭下 功 やました いさお 52 滋賀県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 松下 可奈 まつした かな 26 滋賀県
2 杉⽥ 恵美 すぎた めぐみ 27 三重県
3 前⽥ 紗季 まえだ さき 29 愛知県
4 ⽥中 友理 たなか ゆり 27 京都府
5 槙 紀乃 まき ことの 28 京都府

【ガールズクラス】

【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
6 杉⼭ 美由紀 すぎやま みゆき 33 愛知県
7 峰 あゆみ みね あゆみ 35 兵庫県
8 濱⽥ 唯 はまだ ゆい 36 兵庫県
9 釜野 智夏 かまの ちなつ 33 奈良県

10 北川  佳代⼦ きたがわ かよこ 31 ⼤阪府
11 ⽊村 亜美 きむら あみ 38 兵庫県
12 末⽅ 佳奈 すえかた かな 36 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
13 ⼋幡 善姿⼦ やはた よしこ 42 愛知県
14 ⼭⽥ 真理⼦ やまだ まりこ 45 岐⾩県
15 伊藤 めぐみ いとう めぐみ 42 愛知県
16 前⻄ 宣恵 まえにし のぶえ 44 奈良県
17 尾上 ⼸ おのうえ ゆみ 43 ⼤阪府
18 ⼤⼭ 悦⼦ おおやま えつこ 42 兵庫県
19 前川 憲⼦ まえがわ のりこ 46 京都府
20 ⽯神 亮⼦ いしがみ りょうこ 41 ⼤阪府
21 ⼩⽥ 晶⼦ おだ あきこ 45 兵庫県
22 峠 由果 とうげ ゆか 43 三重県
23 久保 恵以⼦ くぼ えいこ 41 和歌⼭県
24 稲家 都 いなや みやこ 45 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
25 吉野 美奈⼦ よしの みなこ 51 和歌⼭県
26 熊⾕ 彰⼦ くまがい あきこ 51 ⼤阪府
27 渡辺 真⼦ わたなべ まさこ 50 京都府
28 奥⽥ 美紀 おくだ みき 55 ⼤阪府
29 宮嶋 洋⼦ みやじま ようこ 52 ⻑野県
30 加藤 あつこ かとう あつこ 57 愛知県
31 遠藤 万美 えんどう まみ 51 兵庫県
32 安⽥ ゆかり やすだ ゆかり 58 愛知県
33 川端 松美 かわばた まつみ 50 ⼤阪府

【クイーンクラス】

【レディースクラス】

【ウーマンズクラス】


