
一般男子（1）

柳田　賢太郎 鹿児島 ジョイントクラブ 石井　佑一 岡山 ENEOS
神川　浩大 鹿児島 南国殖産 大橋　和生 岡山 備前市連盟

木村　知也 学連 大阪成蹊大学 山口　優介 学連 関西外国語大学
平松　武記 学連 大阪成蹊大学 高野　光翔 学連 関西外国語大学

本村　征也 高体連 関西中央高等学校 平野　貴次 長崎 レペゼン長崎
長谷川　大河 高体連 関西中央高等学校 島津　勇佑 長崎 レペゼン長崎

久乗　大幸 学連 中京大学 横尾　凌太 学連 熊本学園大学
守屋　優人 学連 中京大学 緒方　智章 学連 熊本学園大学

戸畑　勝喜 山口 宇部興産 森田　俊充 佐賀 小城協会
川合　佑人 山口 宇部興産 阿津坂　拓也 佐賀 小城協会

酒井　道矢 長崎 十八親和銀行 波多野　哲也 愛知 三菱電機
田口　裕貴 長崎 十八親和銀行 洞谷　武志 愛知 三菱電機

沖本　瑛洸 広島 JFE西日本福山 荒武　光 京都 ワタキューセイモア

植木　謙蔵 広島 JFE西日本福山 足立　卓磨 京都 ワタキューセイモア

中西　夏輝 学連 同志社大学 小倉　将聖 学連 長崎大学
藤久　雄士 学連 同志社大学 多賀　洸之進 学連 長崎大学

野田　太陽 学連 関西外国語大学 片岡　暁紀 高体連 上宮高等学校
八十川　侃士 学連 関西外国語大学 広岡　大河 高体連 上宮高等学校

小林　祐太 福岡 祇園クラブ 竹村　達也 学連 大阪成蹊大学
前村　秀章 福岡 祇園クラブ 西村　暉 学連 大阪成蹊大学

岩佐　和博 岐阜 太平洋工業 青野　公平 広島 広島大学
宮田　裕章 岐阜 太平洋工業 山田　雄太 広島 フェニックス

平本　聖真 京都 ワタキューセイモア 青木　恒太 福岡 糟屋クラブ
高村　悌紳 京都 ワタキューセイモア 田中　了 福岡 福岡市役所

岡部　力大 福岡 綾小路クラブ 内本　隆文 広島 NTT西日本
埋金　幸平 福岡 綾小路クラブ 内田　理久 広島 NTT西日本

秋田　竜馬 愛知 豊田自動織機 千本　惠紹 大阪 ルーセント大阪
伊東　宏 愛知 豊田自動織機 池田　有輝 兵庫 伊丹クラブ

藤井　一貴 大阪 ルーセント大阪 真玉　大輔 学連 福岡大学
大和崎　圭介 大阪 大阪ガス 山口　航輝 学連 福岡大学

岩﨑　絢哉 高体連 尽誠学園高等学校 安村　優汰 山口 宇部興産
黒坂　卓矢 高体連 尽誠学園高等学校 中川　健太 山口 宇部興産

松久　銀河 大分 大商鬼魄会 樽川　大佑 愛知 中部電力愛知
後藤　大晃 大分 日本製鉄大分 東　大輝 愛知 佐屋クラブ

西川　智 広島 マツダ 上野　滉平 宮崎 ＢＡＮＺ
中原　寛海 広島 マツダ 中村　匡起 宮崎 ＢＡＮＺ

常岡　航史 学連 長崎大学 大舘　竜城 学連 四国大学
鶴田　侑也 学連 長崎大学 春藤　海成 学連 四国大学

原　俊一郎 長崎 レペゼン長崎 南原　柊琉 高体連 徳島科学技術高等学校

武居　竜ノ介 長崎 レペゼン長崎 竹岡　大輝 高体連 徳島科学技術高等学校

清水　雅也 宮崎 都商OBクラブ 山下　芸 福岡 男塾
小久保　輝瑠 宮崎 エビス商事 原田　諒大 福岡 UNⅰTE

原田　我来 学連 松山大学 松本　尚倫 山口 東ソー南陽
日野坪　雄大 学連 松山大学 山根　広大 山口 東ソー南陽

坂口　亮太 愛知 東邦ガス 谷村　慶吾 学連 大阪商業大学
大友　駿 愛知 東邦ガス 小川　祐也 学連 大阪商業大学

塩田　顕 京都 京都第二赤十字病院

三輪　淳平 京都 同志社大学
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上岡　俊介 学連 同志社大学 竹添　幹倫 長崎 十八親和銀行
林　誠太朗 学連 同志社大学 木原　颯斗 長崎 十八親和銀行

下野原　翼 広島 JFE西日本福山 中島　匠 学連 大阪商業大学
松路　大聖 広島 JFE西日本福山 村上　奎太 学連 大阪商業大学

安藤　魁斗 宮崎 ＬＵＭＯＳ 桒山　俊浩 愛知 中部電力愛知
小牟田　和道 宮崎 エビス商事 岩本　眞咲 愛知 中部電力愛知

北野　敦貴 京都 ワタキューセイモア 猪原　雅道 広島 マツダ
松本　炎 京都 ワタキューセイモア 高岡　昴矢 広島 福山クラブ

大倉　健吾 学連 愛知学院大学 中村　日紀 学連 福岡大学
嶋崎　創太 学連 愛知学院大学 長島　奨 学連 福岡大学

福原　洸輝 愛知 豊田自動織機 萩原　聖哉 三重 Panasonic
小谷　宜聖 愛知 豊田自動織機 川淵　泰直 三重 Panasonic

樫本　泰直 和歌山 粉河ＫＴＣ 岩本　将志 山口 東ソー南陽
加藤　久尭 和歌山 和歌山県庁 松本　英士 山口 東ソー南陽

信元　秀斗 岡山 ダンディズム 佐藤　竜斗 学連 中京大学
横田　幸太郎 岡山 鬼の城クラブ 伊藤　端哉 学連 中京大学

田村　翔 学連 星城大学 石井　賢太郎 大分 日本製鉄大分
木曽　恭大 学連 星城大学 萱島　創太 大分 日本製鉄大分

宮田　信彰 学連 松山大学 桂川　優太 大阪 ＮＴＴ関西
木庭　玄太郎 学連 松山大学 羽原　宜礼 大阪 ＮＴＴ関西

谷　隼汰 長崎 レペゼン長崎 上村　耕新 学連 佐賀大学
井元　勇作 長崎 レペゼン長崎 園田　弘杜 学連 長崎大学

草野　湧凱 学連 中京大学 的場　隆 京都 ワタキューセイモア
舘　賢伸 学連 中京大学 垣迫　誉 京都 ワタキューセイモア

川崎　貴博 山口 宇部興産 勇川　陽聖 兵庫 川崎重工明石
真柄　壮太郎 山口 宇部興産 前田　晃良 兵庫 川崎重工明石

水谷　幸一 学連 大阪商業大学 岩月　俊樹 愛知 豊田自動織機
寺本　一裕 学連 大阪商業大学 梶田　瑛樹 愛知 豊田自動織機

中村　祐貴 熊本 熊本学園クラブ 小西　拳悟 福岡 綾小路クラブ
山上　紘平 大阪 吹田クラブ 杉本　慈 福岡 綾小路クラブ

村上　翔平 愛媛 キナミスポーツ 宇都宮　洋太 山口 宇部興産
奥嶋　純平 愛媛 今治市役所 落合　大悟 山口 宇部興産

石橋　志倫 福岡 サンデークラブ 長濱　宗一郎 学連 大阪成蹊大学
中村　圭吾 福岡 男塾 津田　柊太朗 学連 大阪成蹊大学

中川　直輝 大阪 大阪ガス 立木　雅也 岐阜 太平洋工業
小田　龍翔 大阪 ルーセント大阪 安井　梧透 岐阜 太平洋工業

福田　柊哉 学連 大阪成蹊大学 中村　海斗 福岡 西日本工業大学
畑本　理士 学連 大阪成蹊大学 緒方　勇門 福岡 祇園クラブ

中嶋　楓 学連 履正社スポーツ専門学校 竹下　聖祥 学連 関西外国語大学
永島　大空夢 学連 履正社スポーツ専門学校 正木　拓海 学連 関西外国語大学

前道　侑典 長崎 十八親和銀行 北岡　聖人 学連 四国大学
児玉　浩太 長崎 十八親和銀行 奥藤　未生 学連 四国大学

佐藤　竜 広島 東洋観光 北原　太耀 高体連 上宮高等学校
井田　和宏 広島 東洋観光 前川　晴哉 高体連 上宮高等学校

甲斐　陸渡 学連 長崎大学 丸中　大明 広島 NTT西日本
細見　直輝 学連 長崎大学 林　佑太郎 広島 NTT西日本

広光　謙太 愛知 松葉クラブ
安藤　圭祐 愛知 東邦ガス
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村上　雄人 広島 NTT西日本 今城　大貴 長崎 十八親和銀行
長江　光一 広島 NTT西日本 中尾　寛之 長崎 十八親和銀行

井垣　和音 高体連 尽誠学園高等学校 明石　陽人 学連 四国大学
源川　大遥 高体連 尽誠学園高等学校 武内　力也 学連 四国大学

斉藤　圭佑 学連 中京大学 藤原　義宏 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

宮原　真生 学連 中京大学 松田　祐二 兵庫 川崎重工明石

木村　圭吾 学連 大阪商業大学 森田　徹 熊本 ＴＯＤ
平野　瑠衣 学連 大阪商業大学 有座　弘義 大分 中津よいしょ

松本　秀之 福岡 UNⅰTE 鏡味　竜馬 学連 同志社大学
松尾　誠 福岡 綾小路クラブ 上中　凜世 学連 同志社大学

栗山　建志 鹿児島 ジョイントクラブ 鈴木　優作 愛知 東邦ガス
白井　雅之 鹿児島 ジョイントクラブ 小原　雅也 愛知 東邦ガス

大野　晃弥 学連 大阪成蹊大学 森　洸太 学連 福岡大学
亀丸　拓実 学連 大阪成蹊大学 吉川　直人 学連 福岡大学

塩田　悠登 山口 東ソー南陽 徳丸　尚吾 福岡 祇園クラブ
山下　祥吾 山口 東ソー南陽 重松　和磨 福岡 祇園クラブ

前田　佳輝 京都 京都市役所 河村　知典 山口 宇部興産
松田　真治 京都 京都市役所 安村　翔汰 山口 宇部興産

奥西　巧 学連 関西外国語大学 長島　廉 広島 マツダ
和田　健 学連 関西外国語大学 西原　祥馬 広島 マツダ

白井　拓巳 愛知 中部電力愛知 西岡　遼太郎 学連 長崎大学
駒　智樹 愛知 中部電力愛知 山口　達暉 学連 長崎大学

荒尾　大輔 山口 宇部興産 村田　匠 佐賀 佐賀県スポーツ協会

小川　友貴 山口 宇部興産 星野　慎平 京都 京都第二赤十字病院

藤井　良哉 学連 履正社スポーツ専門学校 吉岡　真司 山口 東ソー南陽
梶谷　海翔 学連 履正社スポーツ専門学校 玉水　康貴 山口 東ソー南陽

松本　周翔 福岡 男塾 嶋田　敬之 大阪 ルーセント大阪
田嶋　晧介 福岡 男塾 鈴木　海斗 大阪 ルーセント大阪

中川　雄貴 広島 広島大学 尾崎　太河 長崎 レペゼン長崎
浅野　祐太 広島 フェニックス 宮路　郁弥 長崎 レペゼン長崎

林　昭道 宮崎 エビス商事 村田　直樹 京都 ワタキューセイモア
長峯　慶 宮崎 エビス商事 後藤　諒太 京都 ワタキューセイモア

山田　航平 愛知 東邦ガス 鈴木　亮太朗 高体連 徳島県立つるぎ高等学校

安井　碧葉 愛知 東邦ガス 髙井　耀斗 高体連 徳島県立つるぎ高等学校

佐田　賢太 長崎 レペゼン長崎 小林　凌大 学連 星城大学
古賀　勇哉 長崎 レペゼン長崎 加知　由成 学連 星城大学

宮地　悠斗 学連 吉備国際大学 小畑　竣吾 学連 関西外国語大学
秦　弘晃 学連 吉備国際大学 赤尾　來哉 学連 関西外国語大学

山口　大志 広島 マツダ 上田　大地 学連 松山大学
浦川　優生 広島 マツダ 熊手　陽平 学連 松山大学

松本　順太 愛知 松葉クラブ 中村　凛太郎 愛知 豊田自動織機
福谷　享平 愛知 松葉クラブ 永井　秀宗 愛知 豊田自動織機

藤野　郁也 学連 長崎大学 木村　一登 島根 松工ＯＢクラブ
武田　圭壱 学連 長崎大学 田中　悠大 広島 JFE西日本福山

釘本　省吾 京都 ワタキューセイモア 松本　流 学連 大阪成蹊大学
藤田　大祐 京都 ワタキューセイモア 川内　飛鳥 学連 大阪成蹊大学

吉田　雄紀 岐阜 太平洋工業
杉尾　卓馬 岐阜 慶和クラブ
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小栗　元貴 愛知 東邦ガス 橋本　旭陽 三重 三重高クラブ
今井　快幸 愛知 東邦ガス 広岡　宙 広島 NTT西日本

小笠原　尚平 学連 四国大学 小林　歩輝 高体連 関西中央高等学校
丸山　憧 学連 四国大学 井場　想大 高体連 関西中央高等学校

弘末　相楽 兵庫 川崎重工明石 平川　健太 長崎 レペゼン長崎
田中　駿人 兵庫 川崎重工明石 古賀　亮志 長崎 レペゼン長崎

廣田　達也 徳島 大神子病院 錦戸　敦志 福岡 男塾
兼森　富久斗 徳島 大神子病院 中村　匠 福岡 サンデークラブ

森川　空 学連 星城大学 児玉　大海 学連 松山大学
北川　勇 学連 星城大学 渡部　竜平 学連 松山大学

森田　裕貴 学連 関西外国語大学 北野　亮介 京都 ワタキューセイモア
髙橋　樹矢 学連 関西外国語大学 星野　雄慈 京都 ワタキューセイモア

堀　貴裕 熊本 山鹿協会 井上　真徳 学連 愛知学院大学
山﨑　裕貴 熊本 熊本学園クラブ 村瀬　伊織 学連 愛知学院大学

門田　陸人 学連 大阪商業大学 川上　峻人 学連 熊本学園大学
横井　祐紀 学連 大阪商業大学 前田　陸貴 学連 熊本学園大学

畔柳　侑汰 愛知 松葉クラブ 根木　凌汰 愛知 豊田自動織機
久野　滉典 愛知 松葉クラブ 松古　大樹 愛知 豊田自動織機

中園　太朗 福岡 糟屋クラブ 出田　俊平 山口 東ソー南陽
武井　光 福岡 糟屋クラブ 得重　拓己 山口 東ソー南陽

前田　暉斗 学連 長崎大学 押川　陽翔 学連 福岡大学
鴇　大輔 学連 長崎大学 豊川　瑞 学連 福岡大学

本倉　健太郎 広島 NTT西日本 増田　健人 和歌山 和歌山県庁
林　大喜 広島 NTT西日本 塩嵜　弘騎 和歌山 和歌山県庁

上谷　俊輔 学連 天理大学 鬼頭　貴之 山口 山口教員クラブ
立石　浩喜 学連 天理大学 藤井　一輝 山口 宇部興産

高橋　直幹 愛媛 愛媛にぎたつクラブ 山田　彬仁 兵庫 伊丹クラブ
村上　拓也 愛媛 今治市役所 西田　祐弥 大阪 大阪ガス

大橋　直弥 京都 ワタキューセイモア 加藤　英雄 岐阜 太平洋工業
川内　弘貴 長崎 長崎南山クラブ 大山　聖捺 岐阜 太平洋工業

向井　優太 愛知 中部電力愛知 金子　慶汰 広島 マツダ
竹中　竜二 愛知 中部電力愛知 村木　敬大 広島 マツダ

柏　翔真 鹿児島 鹿児島大学 宮嵜　幾野 福岡 綾小路クラブ
崎山　亮太 鹿児島 川内市役所 前野　智輝 福岡 綾小路クラブ

河村　侑哉 山口 宇部興産 箱田　剛志 愛知 三菱電機
越智　大輔 山口 宇部興産 夏見　佳憲 愛知 三菱電機

徳永　晃平 大阪 東大阪市協会 芝井　幸太朗 大阪 ルーセント大阪
森　靖貴 大阪 ルーセント大阪 川口　真穂 大阪 ルーセント大阪

岸原　輝空 学連 中京大学 三輪　大貴 学連 中京大学
諸喜田　圭之輔 学連 中京大学 岡安　龍貴 学連 中京大学

松本　崇志 長崎 レペゼン長崎 土谷　祐太 大分 日本製鉄大分
澤村　京佑 長崎 レペゼン長崎 松久　大地 大分 大商鬼魄会

田中　星悟 香川 燧洋クラブ 楠田　悠紀 学連 長崎大学
大西　啓介 香川 燧洋クラブ 道向　勇成 学連 長崎大学

神品　裕一郎 学連 大阪成蹊大学 黒羽　祥平 徳島 徳島抽栄会
板屋　大翔 学連 大阪成蹊大学 向井　俊貴 京都 ワタキュークラブ

鹿島　鉄平 宮崎 都商OBクラブ
井口　雄介 宮崎 スマッシュイグチ
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一般女子（1）

高橋　乃綾 広島 どんぐり北広島 松田　彩野 愛知 アドマテックス
半谷　美咲 広島 どんぐり北広島 坂本　茉梨乃 愛知 アドマテックス

湊　江吏子 学連 四国大学 小茄子側　夏月 学連 履正社スポーツ専門学校

渡邉　奈々恵 学連 四国大学 千代田　優伽 学連 履正社スポーツ専門学校

松橋　由依 高体連 和歌山信愛高等学校 門川　美衣菜 佐賀 鳥栖クラブ
樫尾　陽和里 高体連 和歌山信愛高等学校 山下　野乃花 佐賀 鳥栖商業高校

林　里帆 宮崎 エビス商事 松村　美空 広島 どんぐり北広島
徳留　史織 宮崎 エビス商事 亀田　真朋 広島 どんぐり北広島

丸元　葵 学連 神戸松蔭女子学院大学 佐野　友香 学連 中京大学
安田　和泉 学連 神戸松蔭女子学院大学 堀　香琳 学連 中京大学

森田　奈緒 愛媛 松山クラブ 大久保　由希 学連 四国大学
富山　未夢 愛媛 松山東雲女子大学 浮貝　真由 学連 四国大学

多田　芽生 学連 大阪樟蔭女子大学 金城　佳奈 京都 チームサニーブリーズ

山村　萌夏 学連 大阪樟蔭女子大学 松本　里紗 京都 チームサニーブリーズ

笠垣　采那 和歌山 きのくに信用金庫 長谷川　憂華 学連 神戸松蔭女子学院大学

石本　久美子 和歌山 きのくに信用金庫 永田　玲奈 学連 神戸松蔭女子学院大学

杉本　彩香 福岡 綾小路クラブ 永橋　夏鈴 愛知 トヨタ自動車
田中　梨絵 福岡 男塾 森川　心夢 愛知 トヨタ自動車

鍜治田　倫幸 高体連 奈良育英高等学校 工藤　妃衣名 高体連 徳島県立脇町高等学校

貴志　夢奈 高体連 奈良育英高等学校 逸見　真子 高体連 徳島県立脇町高等学校

近藤　衿奈 学連 関西大学 薮内　祥子 岐阜 太平洋工業
川口　真歩 学連 関西大学 福田　茉畝 岐阜 太平洋工業

中西　彩夏 京都 ワタキューセイモア 宮原　あかり 兵庫 東芝姫路
岡田　真凛 京都 ワタキューセイモア 根岸　楓英奈 兵庫 東芝姫路

森川　菜々子 学連 広島大学 岡本　佳穗 学連 熊本学園大学
鍬野　咲月 学連 広島大学 松崎　里菜 学連 熊本学園大学

山元　裕乃 学連 至学館大学 若田　実友子 熊本 山鹿協会
近藤　あゆみ 学連 至学館大学 小谷　菜津美 岡山 ダンディズム

松本　由依 愛知 アドマテックス 山田　優菜 三重 松阪興産
竹田　茜 愛知 アドマテックス 土井　さくら 三重 松阪興産

志牟田　智美 兵庫 東芝姫路 池畑　香々菜 学連 神戸松蔭女子学院大学

久保　菜月 兵庫 東芝姫路 石橋　和佳 学連 神戸松蔭女子学院大学

林　菜津美 愛知 トヨタ自動車 辻　ひまり 学連 四国大学
新井　萌未 愛知 愛知淑徳大学 木下　真歩 学連 四国大学

箱崎　愁里 学連 四国大学 藤川　優花 山口 スピリッツ山口
坂田　華乃子 学連 四国大学 濱村　紗和 山口 スピリッツ山口

戸村　佳鈴 長崎 チョープロＢＲＡＶＥＳ 谷口　虹波 学連 関西大学
山田　奈央 長崎 チョープロＢＲＡＶＥＳ 川﨑　海奈 学連 関西大学

湯浅　桃子 学連 立命館大学 酒井　香菜子 長崎 長崎国際大学
白井　優希乃 学連 立命館大学 江口　舞 長崎 チョープロＢＲＡＶＥＳ

浅井　亜美 学連 至学館大学 奥嶋　美佐 愛知 トヨタ自動車
長谷川　舞奈 学連 至学館大学 柘植　宥美 愛知 トヨタ自動車

末吉　りえ 鹿児島 城山観光 竹松　和加葉 広島 東洋観光
黒木　夏穂 鹿児島 城山観光 新開　舞桜 広島 東洋観光

本吉　花鈴 京都 ワタキューセイモア 矢野　亜日華 学連 神戸松蔭女子学院大学

小松崎　梨代 京都 ワタキューセイモア 山口　梨々香 学連 神戸松蔭女子学院大学

大黒　美華 広島 キャレオスＳＴＣ 中嶋　珠菜実 和歌山 きのくに信用金庫
則清　陽香 広島 マインド 江口　咲礼紗 和歌山 和歌山信愛高等学校

安田　和奏 学連 愛知淑徳大学 大森　乃愛 学連 福岡大学
片桐　結衣 学連 愛知淑徳大学 真島　千奈 学連 福岡大学

青山　文優 学連 神戸松蔭女子学院大学 中本　明花 高体連 尽誠学園高等学校
安田　まどか 学連 神戸松蔭女子学院大学 片山　麻衣 高体連 尽誠学園高等学校

岩﨑　凛花 大分 ＪＸ金属製錬佐賀関 加藤　美優 学連 至学館大学
岩﨑　琉海波 愛媛 松山東雲女子大学 上野山　華奈 学連 至学館大学

竹内　湖乃実 学連 関西大学 梶尾　明日香 京都 ワタキューセイモア
浦口　華音 学連 関西大学 松本　英里佳 京都 ワタキューセイモア

山宮　紗奈 岐阜 太平洋工業
安藤　遥 岐阜 太平洋工業
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一般女子（2）

中川　瑞貴 京都 ワタキューセイモア 七尾　美咲 京都 ワタキューセイモア
石井　友梨 京都 ワタキューセイモア 古田　麻友 京都 ワタキューセイモア

嶋　隆桜 学連 大阪樟蔭女子大学 上田　柚香 学連 四国大学
濱谷　三咲 学連 大阪樟蔭女子大学 富樫　春菜 学連 四国大学

原田　佳奈 山口 スピリッツ山口 外山　和菜 兵庫 兵庫フレンドリークラブ

永山　愛沙実 山口 スピリッツ山口 八十川　遥 兵庫 兵庫フレンドリークラブ

福田　麗優 学連 関西学院大学 石井　虹帆 和歌山 きのくに信用金庫
木原　那菜 学連 関西学院大学 増田　文 和歌山 きのくに信用金庫

岡本　優希乃 広島 東洋観光 坂井　玲美 三重 三重高クラブ
辻　李佳 広島 東洋観光 森松　百花 宮崎 スマッシュイグチクラブ

大奈路　美優 学連 神戸松蔭女子学院大学 西川　結 高体連 関西中央高等学校
藤井　七海 学連 神戸松蔭女子学院大学 赤土　珠莉 高体連 関西中央高等学校

佐古　香織 学連 四国大学 田川　美怜 愛知 トヨタ自動車
藤城　みちる 学連 四国大学 羽生田　優梨 愛知 トヨタ自動車

藤城　きらり 学連 中京大学 中野　舞 兵庫 東芝姫路
福島　久恵 学連 中京大学 岡野　若奈 兵庫 東芝姫路

福田　瑠愛 愛知 名古屋ＹＯＮＥＸ 伊藤　唯 愛知 アドマテックス
黒木　杏美 愛知 トヨタ自動車 久木　優佳 愛知 アドマテックス

石原　栞 長崎 チョープロＢＲＡＶＥＳ 高濱　美厘 学連 熊本学園大学
松下　蓉子 長崎 チョープロＢＲＡＶＥＳ 牧　綾音 学連 熊本学園大学

山本　心 和歌山 きのくに信用金庫 荻田　萌笑 学連 立命館大学
井用　茜 和歌山 きのくに信用金庫 川元　ひなの 学連 立命館大学

栁田　遥香 兵庫 東芝姫路 寺西　瑞希 学連 大阪樟蔭女子大学
阪本　唯 京都 チームサニーブリーズ 谷浦　祐佳 学連 大阪樟蔭女子大学

谷水　鈴香 学連 関西大学 西村　芽生 学連 神戸松蔭女子学院大学

浅見　今日子 学連 関西大学 髙松　沙也花 学連 神戸松蔭女子学院大学

齊藤　ひなの 鹿児島 城山観光 岩倉　彩佳 広島 どんぐり北広島
元村　華楠 鹿児島 城山観光 川口　みゆき 広島 どんぐり北広島

那須　暁帆 愛知 アドマテックス 山﨑　有美 学連 神戸松蔭女子学院大学

奥田　結依 愛知 アドマテックス 宮原　菜央 学連 神戸松蔭女子学院大学

松﨑　侑子 大分 日本製鉄大分 高橋　偲 高体連 和歌山信愛高等学校
渡邉　凜華 大分 日本製鉄大分 生井沢　日向子 高体連 和歌山信愛高等学校

良知　菜のは 学連 星城大学 大林　理緒 学連 中京大学
中村　希美 学連 星城大学 松本　多未 学連 中京大学

山下　日子 高体連 尽誠学園高等学校 岡本　蒼生 京都 チームサニーブリーズ

藤田　莉奈 高体連 尽誠学園高等学校 中川　利李 京都 チームサニーブリーズ

中村　璃緒 学連 神戸松蔭女子学院大学 西本　あみ 山口 スピリッツ山口
榎田　桃子 学連 神戸松蔭女子学院大学 小路　架帆 山口 スピリッツ山口

大野　翠 学連 四国大学 下地　真美 学連 四国大学
絵内　菜穂 学連 四国大学 矢野　礼実 学連 四国大学

工藤　亜純 京都 ワタキューセイモア 万野　由莉嘉 愛媛 松山東雲女子大学
海老根　香澄 京都 ワタキューセイモア 矢壁　奈々 佐賀 太良クラブ

矢式　海音 学連 立命館大学 竹田　真樹 学連 関西大学
隈元　文香 学連 立命館大学 中別府　瑞希 学連 関西大学

石倉　幸奈 学連 神戸松蔭女子学院大学 加　奈乃佳 鹿児島 城山観光
山下　鈴加 学連 神戸松蔭女子学院大学 河野　涼夏 鹿児島 城山観光

川瀬　優香 学連 中部学院大学 山本　沙奈 兵庫 龍野クラブ
水野　日菜子 学連 中部学院大学 黒田　優衣 兵庫 龍野クラブ

髙橋　柚圭 学連 福岡大学 永江　鈴香 広島 東洋観光
古田　絢愛 学連 福岡大学 古藤　向日葵 広島 東洋観光

宮尾　真菜 学連 熊本学園大学 美馬　天珠 高体連 徳島県立脇町高等学校

山田　望来 学連 熊本学園大学 上田　陽和 高体連 徳島県立脇町高等学校

浦田　陽美 学連 大阪樟蔭女子大学 西川　紗佳 学連 神戸松蔭女子学院大学

有田　清楓 学連 大阪樟蔭女子大学 吉川　友菜 学連 神戸松蔭女子学院大学

田辺　恵理 広島 どんぐり北広島 塚川　優女 岐阜 太平洋工業
上田　祐歌 広島 どんぐり北広島 地中　葵 岐阜 太平洋工業
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35歳男子

花田　直弥 京都 京都市役所 鶴田　将夫 愛媛 松山市役所
山田　拓未 徳島 大神子病院 立田　康明 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

衛藤　克憲 愛知 凰華クラブ 野元　慎一 鹿児島 なんさつファミリー
亀谷　祐樹 愛知 凰華クラブ 片平　究 鹿児島 鹿屋市役所

永石　守 長崎 南島原市連盟 丸野　令貴 奈良 郡山クラブ
山本　雄一郎 長崎 島原市連盟 市野　正義 和歌山 黒潮クラブ

曽我部　卓司 兵庫 兵庫フレンドリークラブ 生野　隆貴 福岡 サンデークラブ
大坪　武史 兵庫 みなと銀行 荒木　健育 長崎 長島ITC

玉田　総一 福岡 福岡市役所 鶴見　和生 愛知 東邦ガス
與田　賢作 福岡 男塾 早瀬　友和 愛知 松葉クラブ

松岡　直也 長崎 北松クラブ 大野　真孝 兵庫 加古川クラブ
勝本　健太 長崎 北松クラブ 山本　哲司 兵庫 関西電力兵庫

岡本　邦孝 和歌山 教友クラブ 山﨑　篤 長崎 南島原市連盟
岡本　悦宏 大阪 NTT西日本関西 隈部　雄也 長崎 南島原市連盟

井出　勇輝 愛知 WTC 東　司 京都 京都市役所
宮川　大輔 愛知 朝日Ｓ．Ｔ．Ｃ 三好　俊生 香川 なかよしクラブ

荒巻　淳 福岡 男塾 福田　晃大 大阪 東大阪市協会
岡松　友樹 福岡 男塾 高井　翔宇 大阪 履正社スポーツ専門学校

土井内　陽介 大阪 ルーセント大阪 竹下　智和 福岡 TOTO
今村　義美 香川 なかよしクラブ 山下　晋司 大分 RESTAクラブ

仲田　勇城 大分 ワインクラブ 平島　憲一 鹿児島 新星クラブ
黒田　惣太郎 大分 日本製鉄大分 山之内　亮平 鹿児島 ＴＭＵ

本山　雄介 大阪 平野クラブ 横山　晴生 愛知 中部電力愛知
田中　翔太 京都 城陽クラブ 加藤　真澄 愛知 中部電力愛知

小峰　一輝 長崎 三菱重工長崎造船所 緒方　貴浩 福岡 KSTアカデミー
上笹貫　司 長崎 三菱重工長崎造船所 武藤　弘樹 福岡 綾小路クラブ

鵜尾　映輔 徳島 大神子病院 竹光　勇 山口 山口教員クラブ
横石　智 徳島 大神子病院 吉國　公人 山口 山口教員クラブ

大島　慎一郎 長崎 南島原市連盟 小竹　勝 長崎 長島ITC
田中　勇気 長崎 長田ジュニア 荒木　伸彦 長崎 チーム次男坊

森内　卓也 福岡 青葉クラブ 金子　敬 京都 城陽クラブ
尾崎　誠 福岡 男塾 吉竹　良泰 京都 城陽クラブ

林　快昌 山口 宇部興産
久野　智規 山口 宇部興産
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45歳男子

濱口　昇 愛知 名古屋アカエムクラブ 杉山　忍 岡山 スフィーダテニスクラブ

末吉　巌 愛知 デンソー 奥山　浩史 岡山 ENEOS

隈部　謙介 福岡 サンデークラブ 坂　直樹 愛知 守山クラブ
小森　正訓 福岡 サンデークラブ 坂　敦司 愛知 守山クラブ

宇野　鉄平 広島 キャレオスSTC 樋口　武志 福岡 福間ソフトテニス
荻原　英司 広島 キャレオスSTC 占部　将司 福岡 福間ソフトテニス

内野　一嗣 長崎 大村市協会 北野　敏明 大阪 堺連盟
帯山　武敏 長崎 大村市協会 吉田　康照 大阪 高槻クラブ

井上　佳宏 大阪 ＮＴＴ関西 片峯　俊和 福岡 TOTO
原田　隆志 大阪 ＮＴＴ関西 豊田　雅孝 愛知 桜田クラブ

吉田　幸司 熊本 わいわいＧ熊本 日名子　研一 長崎 三菱重工長崎造船所
前田　芳将 熊本 わいわいＧ熊本 奥田　和彦 長崎 諫早市連盟

山田　博義 愛知 豊田自動織機 山崎　和浩 山口 萩市クラブ
山田　栄作 愛知 豊田自動織機 満岡　敏治 山口 長門大津クラブ

岡崎　修 福岡 サンデークラブ 豆崎　一樹 兵庫 三木クラブ
立原　健二郎 福岡 糟屋クラブ 丸山　啓太 福岡 サンデークラブ

黒木　章宏 宮崎 都商OBクラブ 中堀　成生 広島 NTT西日本中国
平原　幸典 宮崎 双楠クラブ 森本　英揮 広島 NTT西日本中国

岩永　淳 広島 NTT西日本 下田　晃弘 長崎 南島原市連盟
奥村　陸矢 福岡 綾小路クラブ 落水　友重 長崎 雲仙市連盟

長嶋　正和 長崎 十八親和銀行 丸山　龍二 福岡 サンデークラブ
井立田　竜也 長崎 三菱重工長崎造船所 沖　嘉紀 福岡 サンデークラブ

後藤　英一 愛知 守山クラブ 山田　和夫 大分 佐賀関どんぐり会
杉村　斉 愛知 守山クラブ 籠野　浩史 愛知 葵クラブ

前原　正樹 鹿児島 Ｄ－フライズクラブ 蒲原　直大 福岡 NEXUS
岡野　立 鹿児島 ジョイントクラブ 島津　勇一郎 長崎 十八親和銀行

村谷　直喜 大分 日本製鉄大分 鵜居　青江 岐阜 岐阜しらさぎクラブ
木津　大幸 大分 チームあまりもん 寺阪　昌也 岐阜 岐阜しらさぎクラブ

中岡　崇 福岡 福間ソフトテニス 山内　勲一 長崎 九州電力
松下　誠人 福岡 福間ソフトテニス 松田　泰輔 長崎 北松クラブ

山下　賢吾 長崎 諫早市連盟 大釜　芳英 大阪 藤井寺市連盟
橋本　聡 長崎 諫早市連盟 岡崎　孝俊 島根 おおなん福祉会

岩城　靖彦 大阪 東大阪市協会
馬先　忠幸 大阪 東大阪市協会
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[35歳女子 予選リーグ]
女子35歳 1 2 3 勝率 得失差 順位

愛知 佐 屋 ソ フ ト テ ニ ス ク ラ ブ

愛知 知 立 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟

山口 徳 山 ソ フ ト テ ニ ス ク ラ ブ

山口 宇 部 な で し こ

福岡 久 留 米 ク ラ ブ

福岡 久 留 米 ク ラ ブ

女子35歳 4 5 6 勝率 得失差 順位

大阪 堺 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟

大阪 高 石 Ｃ Ｃ

鹿児島 新 星 レ デ ィ ー ス

鹿児島 川 内 オ ー ル ス タ ー

香川 な か よ し ク ラ ブ

香川 な か よ し ク ラ ブ

[35歳女子 決勝トーナメント]

[45歳女子 予選リーグ]

1 2 3 勝率 得失差 順位

愛知 岡 崎 バ ー ド

愛知 岡 崎 ロ ン グ ロ ン グ ク ラ ブ

長崎 ア ジ サ イ ク ラ ブ

長崎 諫 早 市 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟

大阪 堺 ミ ル フ ィ ー ズ

大阪 堺 ミ ル フ ィ ー ズ

4 5 6 勝率 得失差 順位

和歌山 Ｌ ． Ｃ ． Ｃ ．

大阪 箕 面 サ ン グ リ ー ン

兵庫 神 戸 山 手 ク ラ ブ

京都 ス ト レ ー ト

福岡 北 九 州 ク ラ ブ

福岡 綾 小 路 ク ラ ブ

7 8 9 勝率 得失差 順位

三重 五 十 鈴 ク ラ ブ

大阪 Ｋ Ｅ Ｎ Ｋ Ｏ

長崎 音 無 ク ラ ブ

長崎 長 崎 フ レ ッ シ ュ ク ラ ブ

香川 暁 星 ク ラ ブ

香川 な か よ し ク ラ ブ

[45歳女子 決勝リーグ]

A1 B1 C1 勝率 得失差 順位

***
峯 久 あ や

5
吉 松 朋 美

***
橋 本 聡 美

吉 岡 由 美

松 本 美 保
***

3
福 田 江 里 子

***
矢 野 さ や か

山 田 享 代

2
福 原 裕 江

***

1
橋 本 綾 子

***

Ａ　ブロック

Ｂ　ブロック

Ａ　ブロック

1
佐 野 美 穂

4
中 溝 静 香

6
福 田 淳 子

中 根 治 美

2
松 山 晶

***
本 多 菜 穂 子

***

大 島 美 津 代

Ｂ　ブロック

3
佐 藤 エ リ 子

***

小 谷 麻 紀

5
冨 田 麻 里 子

***
服 部 純 代

4
上 村 知 栄 子

***

櫻 木 直 子

Ｃ　ブロック

6
坂 本 和 子

***

成 田 扶 美 代

8
山 口 美 詠 子

***
山 﨑 亜 紀

7
寺 田 祥 子

***

嶋 田 早 登 三

決勝リーグ

9
秋 山 順 子

***

B1 ***

A1 ***

C1 ***
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