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参加するカテゴリー 姓 名 セイ メイ 都道府県
U-8（小学1・2年） 江見 昇真 エミ ショウマ 岡山県
U-8（小学1・2年） 河本 恒太朗 カワモト コウタロウ 京都府
U-8（小学1・2年） 斎木 猛斗 サイキ タケト 三重県
U-8（小学1・2年） 菅 しずく スガ シズク 香川県
U-8（小学1・2年） 竹村 彩 タケムラ サナ 大阪府
U-8（小学1・2年） 豊田 はるか トヨダ ハルカ 大阪府
U-8（小学1・2年） 梨野 きこ ナシノ キコ 石川県
U-8（小学1・2年） 林 有沙 ハヤシ アリサ 石川県
U-8（小学1・2年） 平木 圭太 ヒラキ ケイタ 京都府
U-8（小学1・2年） 松本 里央菜 マツモト リオナ 大阪府
U-10（小学3・4年） 浅田 陽彩 アサダ ヒイロ 兵庫県
U-10（小学3・4年） 江口 舞香 エグチ マイカ 東京都
U-10（小学3・4年） 賀 韻然 ガ インゼン 神奈川県
U-10（小学3・4年） 柏 龍弥 カシワ リュウヤ 三重県
U-10（小学3・4年） 呉 安萌 クレ アンモン 神奈川県
U-10（小学3・4年） 藏屋 光輝 クラヤ コウキ 大阪府
U-10（小学3・4年） 小山 楚嵐 コヤマ ソラン 三重県
U-10（小学3・4年） 周 花倫 チャオ カリン 神奈川県
U-10（小学3・4年） 津村 恭作 ツムラ ツカサ 和歌山県
U-10（小学3・4年） 西 美優 ニシ ミヒロ 兵庫県
U-10（小学3・4年） 西田 和桜 ニシダ ナオ 京都府
U-10（小学3・4年） 西田 美優 ニシダ ミユ 京都府
U-10（小学3・4年） 橋本 美暖 ハシモト ミハル 京都府
U-10（小学3・4年） 林 優太 ハヤシ ユウタ 兵庫県
U-10（小学3・4年） 水上 彩音 ミズカミ アヤネ 兵庫県
U-10（小学3・4年） 水谷 生 ミズタニ セイ 兵庫県
U-10（小学3・4年） 森野 絆 モリノ キズナ 三重県
U-10（小学3・4年） 森本 明 モリモト メイ 大阪府
U-10（小学3・4年） 吉野 惺太 ヨシノ セイタ 大阪府
U-12（小学5・6年） 秋山 眞子 アキヤマ マコ 兵庫県
U-12（小学5・6年） 岡島 泉 オカジマ イズミ 大阪府
U-12（小学5・6年） 加茂 眞桜 カモ マオ 愛知県
U-12（小学5・6年） 菊川 花恋 キクカワ カレン 大阪府
U-12（小学5・6年） 藏敷 慎人 クラシキ マナト 兵庫県
U-12（小学5・6年） 鮫島 颯 サメジマ ハヤテ 大阪府
U-12（小学5・6年） 杉本 侑翼 スギモト ユウスケ 三重県
U-12（小学5・6年） 銭谷 奏人 ゼニタニ カナト 兵庫県
U-12（小学5・6年） 高橋 欧甫 タカハシ オウスケ 大阪府
U-12（小学5・6年） 田中 健太 タナカ ケンタ 大阪府
U-12（小学5・6年） 中尾 日菜多 ナカオ ヒナタ 奈良県
U-12（小学5・6年） 中山 勇希 ナカヤマ ユウキ 兵庫県
U-12（小学5・6年） 内木 智 ナイキ アキラ 大阪府
U-12（小学5・6年） 梨野 琥晴 ナシノ コハル 石川県
U-12（小学5・6年） 西 優月 ニシ ユヅキ 兵庫県
U-12（小学5・6年） 橋山 純乃介 ハシヤマ ジュンノスケ 滋賀県
U-12（小学5・6年） 藤本 当真 フジモト トウマ 兵庫県
U-12（小学5・6年） 三浦 虎徹 ミウラ コテツ 和歌山県
U-12（小学5・6年） 三浦 虎撞 ミウラ コドウ 和歌山県
U-12（小学5・6年） 三上　 だいち ミカミ ダイチ 滋賀県
U-12（小学5・6年） 山形 陸矢 ヤマガタ リクヤ 兵庫県
U-12（小学5・6年） 山田 帆華 ヤマダ ホノカ 兵庫県
U-12（小学5・6年） 山中 翔太 ヤマナカ ショウタ 徳島県
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U-15女子（中学1・2・3年） 荒居 美咲 アライ ミサキ 和歌山県
U-15女子（中学1・2・3年） 岡原 百花 オカハラ モモカ 香川県
U-15女子（中学1・2・3年） 奥田 凪咲 オクダ ナギサ 兵庫県
U-15女子（中学1・2・3年） 柏 綾音 カシワ アヤネ 三重県
U-15女子（中学1・2・3年） 澤田 結由 サワダ ユウユ 福井県
U-15女子（中学1・2・3年） 末澤 結衣 スエザワ ユイ 香川県
U-15女子（中学1・2・3年） 津村 紗寿 ツムラ スズ 和歌山県
U-15男子（中学1・2・3年） 石津 元崇 イシヅ モトタカ 大阪府
U-15男子（中学1・2・3年） 今井 遙音 イマイ ハルト 愛知県
U-15男子（中学1・2・3年） 椿原 莉都 ツバキハラ リツ 和歌山県
U-15男子（中学1・2・3年） 中西 駿太朗 ナカニシ シュンタロウ 大阪府
U-15男子（中学1・2・3年） 西浦 滉礎 ニシウラ コウキ 和歌山県
U-15男子（中学1・2・3年） 松浦 矢 マツウラ タダシ 奈良県
U-15男子（中学1・2・3年） 森 奏汰 モリ カナタ 大阪府
ミドル女子（5級以上3級まで） 乾 亜弥 イヌイ アヤ 京都府
ミドル女子（5級以上3級まで） 阪上 和香 サカウエ ワカ 兵庫県
ミドル女子（5級以上3級まで） 津野 和奏 ツノ ワカナ 大阪府
ミドル女子（5級以上3級まで） 中村 厚美 ナカムラ アツミ 和歌山県
ミドル女子（5級以上3級まで） 林 奈津美 ハヤシ ナツミ 奈良県
ミドル女子（5級以上3級まで） 藤田 明美 フジタ アケミ 兵庫県
ミドル女子（5級以上3級まで） 松谷 朋美 マツタニ トモミ 奈良県
ミドル男子（5級以上3級まで） 秋山 豊 アキヤマ ユタカ 兵庫県
ミドル男子（5級以上3級まで） 足立 裕樹 アダチ ユウキ 兵庫県
ミドル男子（5級以上3級まで） 國府 和輝 コクフ カズキ 京都府
ミドル男子（5級以上3級まで） 柴田 耕平 シバタ コウヘイ 神奈川県
ミドル男子（5級以上3級まで） 武居 篤樹 タケイ アツキ 愛知県
ミドル男子（5級以上3級まで） 谷口 泰樹 タニグチ タイキ 京都府
ミドル男子（5級以上3級まで） 中村 浩規 ナカムラ ヒロキ 和歌山県
ミドル男子（5級以上3級まで） 西瀬 武司 ニシセ タケシ 和歌山県
ミドル男子（5級以上3級まで） 三木 邦力 ミキ クニヨシ 京都府
ミドル男子（5級以上3級まで） 向原 悠太 ムコウバラ ユウタ 千葉県
ミドル男子（5級以上3級まで） 山本 勝毅 ヤマモト マサキ 和歌山県
マスター男子（3級以上1級まで） 大石 拓嗣 オオイシ タクジ 京都府
マスター男子（3級以上1級まで） 金岩 純也 カナイワ ジュンヤ 兵庫県
マスター男子（3級以上1級まで） 丹下 一騎 タンゲ カズキ 大阪府
マスター男子（3級以上1級まで） 土谷 祐輝 ツチヤ ユウキ 滋賀県
オープン女子（3級以上） 井内 瑠南 イウチ ルナ 大阪府
オープン女子（3級以上） 中川 瑠 ナカガワ リュウ 大阪府
オープン女子（3級以上） 宮下 涼 ミヤシタ スズ 山梨県
オープン男子（1級以上） 岩本 晃平 イワモト コウヘイ 大阪府
オープン男子（1級以上） 北江 優弥 キタエ ユウヤ 大阪府
オープン男子（1級以上） 小林 シモーネ コバヤシ シモーネ 兵庫県
オープン男子（1級以上） 田中 秀東 タナカ ヒデト 兵庫県
オープン男子（1級以上） 丹 遥平 タン ヨウヘイ 京都府
オープン男子（1級以上） 辻本 匠 ツジモト タクミ 大阪府
オープン男子（1級以上） 西浦 暖礎 ニシウラ ハルキ 和歌山県
オープン男子（1級以上） 藤脇 祐二 フジワキ ユウジ 大阪府


