
出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 真鍋 孝⽂ まなべ たかふみ 26 徳島県
2 ⻑塚 俊貴 ながつか としき 28 ⼤阪府
3 吉岡 晴輝 よしおか はるき 25 ⼤阪府
4 前多 翼 まえだ つばさ 26 兵庫県
5 森⽥ 聖也 もりた しょうや 22 ⼤阪府
6 伊藤 翔 いとう しょう 27 ⼤阪府
7 ⼭下 健太朗 やました けんたろう 23 兵庫県
8 何 耀源 か ようげん 24 ⼤阪府
9 原⽥ 尚侑 はらだ なおゆき 19 兵庫県

10 上野 宏樹 うえの ひろき 22 兵庫県
11 ⻄原 ⼀貴 にしはら かずき 20 ⼤阪府
12 濱⽥ 純⽻ はまだ すみは 21 ⼤阪府
13 ⼭本 浩平 やまもと こうへい 21 北海道
14 中林 健⼈ なかばやし けんと 20 ⼤阪府
15 ⼭⼝ 勝⼈ やまぐち かつひと 22 ⼤阪府
16 李 ⼤顕 り てひょん 27 京都府
17 椿 ⼤輝 つばき ひろき 21 兵庫県
18 ⽥中 佑次郎 たなか ゆうじろう 27 ⼤阪府
19 杉浦 右京 すぎうら うきょう 22 ⼤阪府
20 橋本 伸策 はしもと のぶつか 26 ⼤阪府
21 ⼤⻄ 航平 おおにし こうへい 25 ⼤阪府
22 柳⽣ 翔⼤ やぎゅう しょうた 27 ⼤阪府
23 溝端 亮⼆ みぞばた りょうじ 27 岐⾩県
24 橋本 豊 はしもと ゆたか 27 ⼤阪府
25 三原 雄樹 みはら ゆうき 20 兵庫県
26 三浦 ⼤地 みうら だいち 26 ⼤阪府
27 本條 和哉 ほんじょう かずや 22 ⼤阪府
28 番場 健太 ばんば けんた 27 ⼤阪府
29 栗林 優太 くりばやし ゆうた 21 兵庫県
30 今泉 綾⼈ いまいずみ あやと 22 岡⼭県
31 三浦 ⼤輝 みうら たいき 22 岡⼭県
32 中津 元樹 なかつ げんき 24 ⼤阪府
33 篠⽥ 国明 しのだ くにあき 22 東京都
34 北村 ⼀靖 きたむら いっせい 26 ⼤阪府
35 上⻄ 紀之 うえにし のりゆき 23 ⼤阪府
36 岸 航平 きし こうへい 21 ⼤阪府
37 ⾺場 ⼀誠 ばんば いっせい 26 ⼤阪府
38 岸本 拓⾺ きしもと たくま 22 ⼤阪府
39 尾崎 ⼤輝 おさき だいき 28 ⼤阪府
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40 和⽥ ⼀平 わだ いっぺい 29 奈良県
41 岡⽥ 和磨 おかだ かずま 23 兵庫県
42 福永 昇平 ふくなが しょうへい 25 兵庫県
43 朴 勇輝 ぱく よんふぃ 23 兵庫県
44 中村 真聖 なかむら まさきよ 21 滋賀県
45 釜本 諒也 かまもと りょうや 20 ⼤阪府
46 ⻑曽 寛央 ながそ ひろお 29 ⼤阪府
47 内⼭ 裕太 うちやま ゆうた 26 ⼤阪府
48 肝付 涼平 きもつき りょうへい 28 福岡県
49 ⽥中 治 たなか おさむ 25 ⼤阪府
50 ⽊⼭ 恵太 きやま けいた 25 ⼤阪府
51 定森 悠太 さだもり ゆうた 25 ⼤阪府
52 ⻄村  稜 にしむら りょう 26 ⼤阪府
53 福地 悠⼤ ふくち ゆうだい 19 兵庫県
54 上代 まさや じょうだい まさや 22 ⼤阪府
55 ⼤⼭ 浩輝 おおやま こうき 19 京都府
56 菅澤 平 すがざわ たいら 29 ⼤阪府
57 川合 夫久典 かわい ふくのり 21 奈良県
58 飯⾼ 将⼤ いいだか しょうだい 22 ⼤阪府
59 川⻄ 雅之 かわにし まさゆき 29 ⼤阪府
60 成⾒ 友弥 なるみ ゆうや 25 ⼤阪府
61 堀川 滉平 ほりかわ こうへい 28 兵庫県
62 ⼊江 隆楽 いりえ たから 20 ⼤阪府
63 藤野 陽輝 ふじの ひかる 28 愛知県
64 福井 昴巴 ふくい たかとも 25 ⼤阪府
65 ⼩坂 和樹 こさか かずき 25 ⼤阪府
66 鶴⽥ 真⼰ つるた まさき 20 ⼤阪府
67 森脇 光⼀ もりわき こういち 22 ⼤阪府
68 葉上 翔太 はがみ しょうた 25 ⼤阪府
69 柿崎 剛 かきざき つよし 29 ⼤阪府
70 吉崎 祐太 よしざき ゆうた 24 ⼤阪府
71 ⼭本 恵緒 やまもと えいと 22 ⼤阪府
72 志⽔ 祐太 しみず ゆうた 20 滋賀県
73 ⻑森 詢 ながもり じゅん 22 ⼤阪府
74 ⼭⼝ 優太 やまぐち ゆうた 27 ⼤阪府
75 ⿊⽯ 達也 くろいし たつや 25 ⼤阪府
76 ⼭下 鉄平 やました てっぺい 23 兵庫県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
77 仙藤 千博 せんどう ちひろ 34 滋賀県
78 坂越 ⼀之 さかこし かずゆき 38 兵庫県
79 吉村 信介 よしむら しんすけ 34 京都府

【ミドルクラス】



80 澤⼭ 聖 さわやま あきら 37 奈良県
81 武⽥ 太郎 たけだ たろう 33 和歌⼭県
82 ⽟岡 ⼀⾏ たまおか かずゆき 38 ⼤阪府
83 藤本 裕孝 ふじもと ゆうき 34 ⼤阪府
84 ⼋⽊ 智彬 やぎ ともあき 32 ⼤阪府
85 濱⼝ 友季也 はまぐち ゆきや 31 ⼤阪府
86 伊達 剛⼠ だて つよし 33 ⼤阪府
87 ⽥村 広⼤ たむら こうだい 32 ⼤阪府
88 柏⽊ ⼀浩 かしわぎ かずひろ 37 東京都
89 久保⽥ 真介 くぼた しんすけ 34 愛知県
90 神吉 亮輔 かみよし りょうすけ 35 ⼤阪府
91 中村 優貴 なかむら ゆうき 37 ⼤阪府
92 ⾨崎 悠也 かどさき ゆうや 34 ⻑崎県
93 薮上 朋希 やぶかみ ともき 30 ⼤阪府
94 ⽊村  孝之 きむら たかゆき 29 京都府
95 嘉祥寺 良和 かしょうじ よしかず 39 ⼤阪府
96 福⽥ 泰史 ふくだ やすふみ 36 奈良県
97 ⻘⽊ 慎太郎 あおき しんたろう 38 ⼤阪府
98 ⻄川路 將太 にしかわじ まさひろ 36 東京都
99 徳丸 祐也 とくまる ゆうや 33 ⼤阪府
100 ⼤⼭ 佳亮 おおやま よしあき 35 ⼤阪府
101 枝川 右 えだがわ ゆう 37 ⼤阪府
102 北村 元 きたむら はじめ 37 ⼤阪府
103 ⽊都 誠之 きど のりゆき 31 ⼤阪府
104 ⻄⼭ 和成 にしやま かずなり 38 ⼤阪府
105 中⽥ 恒平 なかた こうへい 33 ⼤阪府
106 鈴⽊ 徹 すずき とおる 30 兵庫県
107 ⽯川 ⼒ いしかわ りき 30 兵庫県
108 池嶋 隆史 いけじま たかし 30 京都府
109 平岡 達也 ひらおか たつや 31 ⼤阪府
110 松下 賢作 まつした けんさく 34 ⼤阪府
111 稲澤 主税 いなざわ ちから 39 京都府
112 井上 博貴 いのうえ ひろき 30 ⼤阪府
113 牧野 博記 まきの ひろき 30 ⼤阪府
114 ⼭⽥ 京健 やまだ きょうけん 31 ⼤阪府
115 ⾦岡 亮介 かなおか りょうすけ 29 ⼤阪府
116 ⾚瀬 賢記 あかせ よしのり 36 兵庫県
117 ⼭下 圭⼀ やました けいいち 34 ⼤阪府
118 ⼭⼝ 隼佑 やまぐち しゅんすけ 30 滋賀県
119 中村 ⼤樹 なかむら ひろき 35 ⼤阪府
120 ⼀丸 貴希 いちまる よしき 33 滋賀県
121 ⾦本 晶誉 かねもと あきたか 39 ⼤阪府
122 井尻 洋平 いじり ようへい 39 ⼤阪府



123 東 陽介 あずま ようすけ 30 福井県
124 栗原 直也 くりはら なおや 36 兵庫県
125 ⼩野 良 おの りょう 35 愛知県
126 岩本 弘樹 いわもと ひろき 36 ⼤阪府
127 與座 裕次 よざ ゆうじ 35 沖縄県

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
128 中野 貴史 なかの たかし 45 ⼤阪府
129 ⼭下 泰弘 やました やすひろ 47 島根県
130 渋⾕ 祐⼆ しぶや ゆうじ 44 神奈川県
131 求 寿也 もとめ としや 46 ⼤阪府
132 ⽯⽥ 親司 いしだ ちかし 46 兵庫県
133 名⼦ 現太郎 なご げんたろう 45 ⼤阪府
134 前⽥ ⻯ まえだ りゅう 41 岡⼭県
135 稲垣 ⼀成 いながき かずなり 49 ⼤阪府
136 助⽯ 充紀 すけいし あつのり 42 ⼤阪府
137 ⾦光 貴⽂ かねみつ たかふみ 41 ⼤阪府
138 英賀 雄⾼ あが ゆたか 43 兵庫県
139 渡邉 ⼤介 わたなべ だいすけ 44 ⼤阪府
140 上垣外 幸成 かみがいと ゆきなり 47 ⼤阪府
141 松宮 ⾂男 まつみや とみお 41 ⼤阪府
142 杉本 良太 すぎもと りょうた 42 ⼤阪府
143 丹⽣ 成彦 にゅう なるひこ 44 ⼤阪府
144 佐藤 英樹 さとう ひでき 47 京都府
145 伊勢 典弘 いせ のりひろ 41 奈良県
146 植⽥ 勝也 うえだ かつや 44 ⼤阪府
147 根間 崇司 こんま たかし 43 ⼤阪府
148 下和⽥ 実 しもわだ みのる 47 ⼤阪府
149 園中 修 そのなか おさむ 45 ⼤阪府
150 鋤柄 嘉⼀ すきがら よしかず 49 ⼤阪府
151 松江 政博 まつえ まさひろ 47 ⼤阪府
152 松⽥ 隆也 まつだ たかや 49 ⼤阪府
153 森本 ⻯也 もりもと たつや 42 ⼤阪府
154 ⾦⾕ 光晃 かなたに みつあき 45 ⼤阪府
155 ⽊下 雅貴 きのした まさき 42 京都府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
156 ⻄村 啓司 にしむら けいじ 53 滋賀県
157 上林 賢次 かみばやし けんじ 51 ⼤阪府
158 吉村 武 よしむら たけし 55 ⼤阪府
159 ⼭本 眞 やまもと まこと 53 奈良県

【ゴールドクラス】

【マスターズクラス】



160 滝澤 博⽂ たきざわ ひろふみ 51 埼⽟県
161 川端 弘太郎 かわばた こうたろう 53 ⼤阪府
162 寺川 雅佳 てらかわ まさよし 58 兵庫県
163 宮崎 健治 みやざき けんじ 52 ⼤阪府
164 佐藤 岳司 さとう たけし 53 ⼤阪府
165 柳⽥ 優 やなぎだ まさる 57 ⼤阪府
166 村⽥ トオル むらた とおる 55 兵庫県
167 岡⽥ 良彦 おかだ よしひこ 54 ⼤阪府
168 岡崎 厚志 おかざき あつし 55 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
1 阪本 瑞季 さかもと みずき 27 ⼤阪府
2 松本  恵実 まつもと めぐみ 26 京都府
3 ⾼橋 志帆 たかはし しほ 29 ⼤阪府
4 中⾕ 美⾥ なかたに みさと 29 ⼤阪府
5 塚⼝ 千智 つかぐち ちさと 22 ⼤阪府
6 ⾼⽊ あずさ たかぎ あずさ 28 ⼤阪府
7 ⼋重樫 夏希 やえがし なつき 28 ⼤阪府
8 宇野 亜⾥沙 うの ありさ 27 滋賀県
9 和⽥ 恵⾥⼦ わだ えりこ 29 兵庫県

10 ⼩⼭ 南帆 こやま なほ 25 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
11 井上 未央 いのうえ みお 37 ⼤阪府
12 江川 ⿇理 えがわ まり 30 ⼤阪府
13 栗⼭ 恵美   くりやま えみ 34 ⼤阪府
14 若林 美和⼦ わかばやし みわこ 33 ⼤阪府
15 ⾓原 奈美 つのはら なみ 34 ⼤阪府
16 古⽥ 瞳 ふるた ひとみ 39 ⼤阪府
17 ⼤⾕ 陽⼦ おおたに ようこ 37 ⼤阪府
18 益⽥ 枝⾥⼦ ますだ えりこ 31 ⼤阪府
19 濱野 由美 はまの ゆみ 34 兵庫県
20 釜野 智夏 かまの ちなつ 32 奈良県
21 藤井 陽⼦ ふじい ようこ 31 京都府
22 今 かおる いま かおる 31 ⼤阪府
23 櫻本 祥⼦ さくらもと しょうこ 33 京都府
24 張 千惠 ちょう ゆきえ 31 ⼤阪府
25 ⼭中 絵⾥奈 やまなか えりな 32 東京都
26 ⻩ 凝 ほわん にん 34 京都府
27 打橋 彩奈 うちはし あやな 30 ⼤阪府

【レディースクラス】

【ガールズクラス】



出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
28 ⻄村 恵⾥⼦ にしむら えりこ 40 ⼤阪府
29 ⻘野 恵 あおの めぐみ 43 兵庫県
30 久保⽥ 優⼦ くぼた ゆうこ 41 神奈川県
31 岩下 恵美 いわした えみ 41 ⼤阪府
32 中原 加代⼦ なかはら かよこ 42 兵庫県
33 尾上 ⼸ おのうえ ゆみ 42 ⼤阪府
34 杉崎 和⼦ すぎさき かずこ 43 兵庫県
35 外⼭ えりか とやま えりか 40 ⼤阪府
36 ⼤槻 わか奈 おおつき わかな 43 京都府
37 ⻑野 典⼦ ながの のりこ 45 奈良県
38 稗⽥ 奈央⼦ ひえだ なおこ 43 ⼤阪府
39 柏 ⾹恵 かしわ かえ 43 奈良県
40 ⽯神 亮⼦ いしがみ りょうこ 40 ⼤阪府
41 中⼭ さおり なかやま さおり 47 ⼤阪府
42 上⻄ 賀奈⼦ うえにし かなこ 46 ⼤阪府
43 ⼭内 春⾹ やまうち はるか 43 ⼤阪府
44 清⽔ 朋⼦ しみず ともこ 40 ⼤阪府

出場者︓⽒名 ふりがな 年齢 エリア
45 播磨 みや はりま みや 52 兵庫県
46 ⼤住 みどり おおすみ みどり 54 ⼤阪府
47 橋本 眞由美 はしもと まゆみ 56 ⼤阪府
48 林 恭海⼦ はやし くみこ 51 兵庫県
49 早川 和佐⼦ はやかわ わさこ 60 ⼤阪府
50 奥⽥ 美紀 おくだ みき 54 ⼤阪府
51 佐野 倫代 さの みちよ 50 愛知県
52 服部 彩⾹ はっとり さやか 56 ⼤阪府
53 實 ⿇紀 じつ まき 49 ⼤阪府
54 ⼭中 和美 やまなか かずみ 56 ⼤阪府
55 勝⼭ 京⼦ かつやま きょうこ 50 ⼤阪府
56 杉原 みのり すぎはら みのり 53 ⼤阪府

【クイーンクラス】

【ウーマンズクラス】


