
氏名 フリガナ 氏名 フリガナ
1 前年度優勝 干場 修 ホシバ オサム 97 岐阜 杉山 秀一 スギヤマ シュウイチ

2 前年度Ｂ級優勝 藤本 泰伸 フジモト ヤスノブ 98 岐阜(GPBC) 徳永 修児 トクナガ シュウジ

3 都道府県MVP 早川 徹 ハヤカワ トオル 99 岐阜 松村 太士 マツムラ タイシ

4 北海道(ＨＰＢＡ) 中山 周久 ナカヤマ ノリヒサ 100 三重 森本 英幸 モリモト ヒデユキ

5 北海道(ＨＰＢＡ) 西山 太久哉 ニシヤマ タクヤ 101 三重 三村 善之 ミムラ ヨシユキ

6 北海道(ＨＰＢＡ) 武藤 秀範 ムトウ ヒデノリ 102 三重 山口 英吾 ヤマグチ エイゴ

7 青森(ＡＰＢＡ) 吉田 無限 ヨシダ ムゲン 103 三重 岡本 建司 オカモト ケンジ

8 山形(ＹＢＡ) 佐藤 拓郎 サトウ タクロウ 104 三重(MRC) 橋本 洋一 ハシモト ヨウイチ

9 山形(ＹＢＡ) 佐々木 智哉 ササキ トモヤ 105 三重(MRC) 竹岡 憲司 タケオカ ケンジ

10 宮城(MPBA) 齋藤 寛之 サイトウ ヒロユキ 106 三重(MRC) 黒宮 健二 クロミヤ ケンジ

11 宮城 森 康人 モリ ヤスヒト 107 富山(TRC) 中村 一哉 ナカムラ カズヤ

12 宮城(MPBA) 佐藤 雄一 サトウ ユウイチ 108 富山(TRC) 荒井 俊光 アライ トシミツ

13 宮城(MPBA) 富樫 翼 トガシ ツバサ 109 石川(IPBC) 杉本 優太 スギモト ユウタ

14 福島(FPBA) 山岡 透 ヤマオカ トオル 110 石川(IPBC) 竹藤 昭三 タケフジ ショウゾウ

15 福島(FPBA) 佐藤 フロンズ サトウ フロンズ 111 石川(IPBC) 立野 翔大 タテノ ショウタ

16 福島(FPBA) 齋藤 隆弘 サイトウ タカヒロ 112 石川(IPBC) 壽時 敬 ジュジ サトシ

17 福島(FPBA) 小野寺 敏晴 オノデラ トシハル 113 石川(IPBC) 大辻 公一郎 オオツジ コウイチロウ

18 福島(FPBA) 小田嶋 悟 オダジマ サトル 114 福井(FPBC) 稲木 穣 イナキ ミノル

19 新潟(NPA) 岸本 真志 キシモト シンジ 115 福井(FPBC) 京谷 勇希 キョウヤ ユウキ

20 新潟 馬場 悟 ババ サトル 116 福井(FPBC) 木水 洸平 キミズ コウヘイ

21 栃木(TPBA) 黒崎 宏幸 クロサキ ヒロユキ 117 滋賀(SBC) 林 秀忠 ハヤシ ヒデタダ

22 栃木(TPBA) 儘田 智仁 ママダ トモヒト 118 滋賀(SBC) 大橋 義治 オオハシ ヨシハル

23 群馬 森 崇 モリ タカシ 119 滋賀(SBC) 大橋 正寛 オオハシ マサヒロ

24 埼玉 遊馬 豊 アスマ ユタカ 120 滋賀 藤田 元気 フジタ ゲンキ

25 埼玉(SPA) 齋藤 克幸 サイトウ カツユキ 121 滋賀 橋本 真次 ハシモト シンジ

26 埼玉(SPA) 巽 智広 タツミ トモヒロ 122 滋賀 安河内 拓也 ヤスコウチ タクヤ

27 埼玉 小西 徹 コニシ トオル 123 滋賀(SBC) 長田 智紀 ナガタ トモノリ

28 埼玉 奈良 崇 ナラ タカシ 124 京都 小山 久博 コヤマ ヒサヒロ

29 埼玉(SPA) 寺田 健次 テラダ ケンジ 125 京都(KRC) 吉田 智直 ヨシダ トモナオ

30 埼玉(SPA) 本間 俊行 ホンマ トシユキ 126 京都(KRC) 金光 隆男 カネミツ タカオ

31 埼玉(SPA) 吉町 光生 ヨシマチ ミツオ 127 京都 西 拓也 ニシ タクヤ

32 埼玉 金井 和伸 カナイ カズノブ 128 京都(KRC) 佐藤 雄吾 サトウ ユウゴ

33 埼玉(SPA) 山田 久義 ヤマダ ヒサヨシ 129 京都(KRC) 田附 裕次 タヅケ ユウジ

34 千葉(CPBA) 醍醐 雅人 ダイゴ マサト 130 京都(KRC) 松好 太一 マツヨシ タイチ

35 千葉(CPBA) 樋口 弘一 ヒグチ ヒロカズ 131 京都 宮島 亮介 ミヤジマ リョウスケ

36 千葉(CPBA) 松澤 祥吾 マツザワ ショウゴ 132 京都 吉岡 直樹 ヨシオカ ナオキ

37 千葉(CPBA) 宮川 一憲 ミヤカワ カズノリ 133 京都 森下 裕之 モリシタ ヒロユキ

38 千葉(CPBA) 小河原 弘彰 オガワラ ヒロアキ 134 京都 西野 誠 ニシノ マコト

39 千葉(CPBA) 柴田 侑希人 シバタ ユキト 135 大阪(ORC) 村上 泰辰 ムラカミ ヤスヨシ

40 千葉(CPBA) 小林 俊之 コバヤシ トシユキ 136 大阪(ORC) 小原 嘉丈 オハラ ヨシタケ

41 千葉(CPBA) 山内 大介 ヤマウチ ダイスケ 137 大阪(ORC) 吉岡 保俊 ヨシオカ ヤストシ

42 東京 石田 晃 イシダ アキラ 138 大阪 弓場 将平 ユミバ ショウヘイ

43 東京(TPA) 佐竹 鉄也 サタケ テツヤ 139 大阪 瀬戸山 徹 セトヤマ トオル

44 東京 重松 亮太 シゲマツ リョウタ 140 大阪 酒井 隼人 サカイ ハヤト

45 東京 清水 潮 シミズ ウシオ 141 大阪 広田 大輔 ヒロタ ダイスケ

46 東京(TPA) 宿野部 祐史 シュクノベ ユウジ 142 大阪 田中 裕也 タナカ ノリキ

47 東京(TPA) 高比良 祐輔 タカヒラ ユウスケ 143 大阪 澤山 太郎 サワヤマ タロウ

48 東京 田口 晃 タグチ アキラ 144 大阪 重 正敏 シゲ カツミ

49 東京 竹内 承勲 タケウチ ショウクン 145 大阪 笠井 凌斗 カサイ リョウト

50 東京 中島 祐一郎 ナカジマ ユウイチロウ 146 大阪 阪本 奉文 サカモト トモユキ

51 東京 前田 丈仁 マエダ タケヒト 147 大阪 瀬戸山 巌 セトヤマ イワオ

52 東京 永田 雄生 ナガタ ユウキ 148 大阪 上農 雄一郎 カミノ ユウイチロウ
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53 神奈川(KPBA) 三浦 靖之 ミウラ ヤスユキ 149 奈良(NRC) 吉向 翔平 キッコウ ショウヘイ

54 神奈川(KPBA) 遠藤 友紹 エンドウ トモツグ 150 奈良 増成 亮太 マスナリ リョウタ

55 神奈川(KPBA) 山下 純基 ヤマシタ ジュンキ 151 奈良(NRC) 金澤 茂昌 カナザワ シゲマサ

56 神奈川 杉山 功起 スギヤマ コウキ 152 奈良 戸根 昌伸 トネ マサノブ

57 神奈川(KPBA) 園山 亮 ソノヤマ リョウ 153 奈良(NRC) 白戸 玲人 シラト レイニン

58 神奈川(KPBA) 宇良 誠二 ウラ セイジ 154 和歌山(WRC) 山中 康介 ヤマナカ コウスケ

59 神奈川(KPBA) 後藤 信也 ゴトウ シンヤ 155 和歌山(WRC) 大迫 忠典 オオサコ タダノリ

60 神奈川(KPBA) 宗宮 雄二 ソウミヤ ユウジ 156 和歌山 岸上 賢一 キシガミ ケンイチ

61 神奈川 道岡 伸晃 ミチオカ ノブアキ 157 和歌山 南方 忠 ミナカタ タダシ

62 神奈川(KPBA) 安部 隼史 アベ ハヤト 158 兵庫(HRC) 堂園 雅也 ドウゾノ マサヤ

63 神奈川 弘野 裕樹 ヒロノ ユウキ 159 兵庫(HRC) 山崎 知生 ヤマサキ トモオ

64 神奈川(KPBA) 岡部 正 オカベ タダシ 160 兵庫(HRC) 宮本 一 ミヤモト ハジメ

65 山梨(YPBC) 望月 崇紀 モチヅキ タカトシ 161 兵庫(HRC) 金井 健太郎 カナイ ケンタロウ

66 山梨(YPBC) 深澤 孝 フカサワ タカシ 162 兵庫(HRC) 鐡山 泰三 テツヤマ タイゾウ

67 長野(NPBA) 風間 大介 カザマ ダイスケ 163 兵庫 小西 宗憲 コニシ ムネノリ

68 長野 宮下 成士 ミヤシタ セイシ 164 兵庫 佐野 武 サノ タケシ

69 静岡(SPBC) 藤田 竜 フジタ リュウ 165 兵庫 堀坂 浩之 ホリサカ ヒロユキ

70 静岡(SPBC) 羽切 進一郎 ハギリ シンイチロウ 166 岡山(OPBA) 尼子 雅一 アマコ マサカズ

71 静岡(SPBC) 小泉 毅朗 コイズミ タケロウ 167 岡山(OPBA) 杉井 誠 スギイ マコト

72 静岡(SPBC) 川口 敏希 カワグチ トシキ 168 岡山(OPBA) 池上 義樹 イケガミ ヨシキ

73 静岡(SPBC) 渡邊 覚 ワタナベ サトル 169 岡山 前川 健 マエカワ ケン

74 静岡(SPBC) 秋本 真吾 アキモト シンゴ 170 広島(HPBC) 瀬尾 和義 セオ カズヨシ

75 静岡(SPBC) 中井澤 亮 ナカイザワ リョウ 171 広島 沖田 英徳 オキタ ヒデノリ

76 静岡(SPBC) 木村 喜元 キムラ ヨシモト 172 広島 加納 昭彦 カノウ アキヒコ

77 静岡(SPBC) 政二 真琴 マサジ マコト 173 広島(HPBC) 佐藤 定成 サトウ サダナリ

78 静岡(SPBC) 櫻井 淳平 サクライ ジュンペイ 174 広島(HPBC) 中野 雅之 ナカノ マサユキ

79 愛知(ARC) 島田 隆嗣 シマダ リュウジ 175 山口(YPBA) 高見 幸太郎 タカミ コウタロウ

80 愛知(ARC) 福山 義信 マツモト ヨシノブ 176 山口(YPBA) 山中 美岳 ヤマナカ ヨシタケ

81 愛知(ARC) 小川 晃 オガワ コウ 177 山口(YPBA) 水田 浩司 ミズタ コウジ

82 愛知 吉田 幸博 ヨシダ ユキヒロ 178 山口 長谷川 翔 ハセガワ ショウ

83 愛知(ARC) 久本 和彌 ヒサモト カズヤ 179 徳島(TPBC) 森 丈司 モリ タケシ

84 愛知 木村 義広 キムラ ヨシヒロ 180 愛媛(EBA) 小寺 将一 コテラ マサカズ

85 愛知 池江 理彦 イケエ マサヒコ 181 愛媛(EBA) 池淵 基文 イケブチ モトフミ

86 愛知 齋藤 功博 サイトウ アツヒロ 182 愛媛(EBA) 三ツ木 隆行 ミツギ タカユキ

87 愛知(ARC) 櫻井 崇之 サクライ タカユキ 183 高知(KPBC) 花城 宗作 ハナシロ ソウサク

88 愛知 渡邊 英光 ワタナベ ヒデミツ 184 福岡(FRC) 赤司 哲雄 アカシ テツオ

89 愛知(ARC) 加藤 拓 カトウ タク 185 福岡(FRC) 山下 浩平 ヤマシタ コウヘイ

90 愛知 近藤 智靖 コンドウ トモヤス 186 福岡 山下 晃弘 ヤマシタ アキヒロ

91 愛知 黒木 和好 クロキ カズヨシ 187 福岡(FRC) 井手 智樹 イデ トモキ

92 愛知(ARC) 中村 光男 ナカムラ ミツオ 188 長崎(NPC) 安藤 正樹 アンドウ マサキ

93 愛知(ARC) 松本 真明 マツモト マサアキ 189 長崎(NPC) 塚本 勇一郎 ツカモト ユウイチロウ

94 岐阜 長瀬 裕 ナガセ ユタカ 190 佐賀(SRA) 中村 信一 ナカムラ シンイチ

95 岐阜(GPBC) 加藤 篤史 カトウ アツシ 191 熊本(KPA) 今里 友亮 イマザト ユウスケ

96 岐阜(GPBC) 保浦 慎吾 ホボ シンゴ 192 沖縄 照屋 大地 テルヤ ダイチ



氏名 フリガナ 氏名 フリガナ
1 北海道 月山 圭一 ツキヤマ ケイイチ 65 三重 堀 晃二 ホリ コウジ

2 北海道 鈴木 俊幸 スズキ トシユキ 66 三重(MRC) 織田 賢人 オダ ケント

3 北海道 岩山 康平 イワヤマ コウヘイ 67 三重 永井 慎吾 ナガイ シンゴ

4 山形(ＹＢＡ) 金 芳幸 コン ヨシユキ 68 石川 植松 俊介 ウエマツ シュンスケ

5 宮城 佐々木 賢 ササキ サトシ 69 滋賀(SBC) 御手洗 茂 ミタライ シゲル

6 宮城 相澤 留美 アイザワ ルミ 70 滋賀(SBC) 岸本 淳 キシモト アツシ

7 福島(FPBA) 佐川 和之 サガワ カズユキ 71 滋賀(SBC) 久郷 英太郎 クゴウ エイタロウ

8 福島 片寄 尚男 カタヨセ タダオ 72 滋賀 吉田 守 ヨシダ マモル

9 新潟(NPA) 近藤 和岳 コンドウ カズタカ 73 京都 糸井 康洋 イトイ ヤスヒロ

10 新潟(NPA) 高橋 史明 タカハシ フミアキ 74 京都 山原 宏光 ヤマハラ ヒロミツ

11 新潟 金子 弘嗣 カネコ ヒロツグ 75 京都 林 秀昌 ハヤシ ヒデマサ

12 栃木(TPBA) 椎木 万昌 シイノキ カズマサ 76 京都 道券 孝之 ドウケン タカユキ

13 埼玉 佐生 雅彦 サショウ マサヒコ 77 京都 土肥 康人 ドヒ ヤスヒト

14 埼玉 岩野 勇気 イワノ ユウキ 78 京都 西村 雄介 ニシムラ ユウスケ

15 埼玉(SPA) 森久保 淳子 モリクボ ジュンコ 79 京都 江原 智彦 エハラ トモヒコ

16 埼玉 山田 博司 ヤマダ ヒロシ 80 京都 藤井 眞司 フジイ マサシ

17 埼玉 榎本 智 エノモト サトシ 81 京都 三上 貴志 ミカミ タカシ

18 千葉(CPBA) 立石 龍之介 タテイシ リュウノスケ 82 京都 岡田 昌弘 オカダ マサヒロ

19 千葉 雨宮 謙次 アメミヤ ケンジ 83 京都 羽田 典生 ハダ ノリオ

20 千葉 佐藤 要 サトウ カナメ 84 京都 石川 蓮弥 イシカワ レンヤ

21 千葉 林 正 ハヤシ タダシ 85 京都 平野 佑樹 ヒラノ ユウキ

22 千葉 吉田 靖彦 ヨシダ ヤスヒコ 86 大阪 鈴木 一生 スズキ カズオ

23 東京 生越 大智 オゴシ ダイチ 87 大阪 冨繁 学 トミシゲ マナブ

24 東京 上村 俊太郎 カミムラ シュンタロウ 88 大阪 成田 敬宜 ナリタ ヨシノリ

25 東京 佐藤 智信 サトウ トモノブ 89 大阪 加悦 裕明 カエツ ヒロアキ

26 東京 出口 一馬 デグチ カズマ 90 大阪 澤 裕嗣 サワ ヒロツグ

27 東京 沼倉 弘幸 ヌマクラ ヒロユキ 91 大阪 田中 優斗 タナカ ユウト

28 東京 平尾 卓也 ヒラオ タクヤ 92 大阪 小西 洋平 コシニ ヨウヘイ

29 東京 藤井 孝彦 フジイ タカヒコ 93 大阪 和巻 拓也 ワマキ タクヤ

30 東京 横山 浩行 ヨコヤマ ヒロユキ 94 大阪 松本 良太 マツモト リョウタ

31 東京 川村 洋介 カワムラ ヨウスケ 95 大阪 神田 佳明 カンダ ヨシアキ

32 東京(TPA) 平野 雄司 ヒラノ ユウジ 96 大阪 増田 健次 マスダ ケンジ

33 神奈川(KPBA) 佐藤 慎治 サトウ シンジ 97 大阪 中野 裕介 ナカノ ユウスケ

34 神奈川(KPBA) 新城 健 シンジョウ ケン 98 奈良 権 世甲 ケン セイコウ

35 神奈川 門脇 愛 カドワキ アイ 99 奈良 向井 千鶴子 ムカイ チズコ

36 神奈川 稲葉 庸平 イナバ ヨウヘイ 100 奈良 岡田 貴史 オカダ アツシ

37 神奈川 西村 良夫 ニシムラ ヨシオ 101 和歌山 池永 高志 イケナガ タカシ

38 長野(NPBA) 橋田 博史 ハシダ ヒロシ 102 和歌山 平木 達也 ヒラキ タツヤ

39 静岡 渡邉 広大 ワタナベ コウダイ 103 兵庫 赤松 秀樹 アカマツ ヒデキ

40 静岡 櫻井 浩好 サクライ ヒロヨシ 104 兵庫 山谷 健一 ヤマタニ ケンイチ

41 静岡 山岸 英史 ヤマギシ ヒデフミ 105 兵庫 竹内 礼人 タケウチ アヤト

42 静岡(SPBC) 森 清隆 モリ キヨタカ 106 兵庫 川原 寛文 カワハラ ヒロフミ

43 静岡 佐藤 寛己 サトウ ヒロキ 107 兵庫(HRC) 前田 雅博 マエダ マサヒロ

44 愛知 後藤田 勝文 ゴトウダ カツフミ 108 兵庫 原 大祐 ハラ ダイスケ

45 愛知 丸山 ジェイソン マルヤマ ジェイソン 109 兵庫 井上 貴善 イノウエ タカヨシ

46 愛知 福岡 福太郎 フクオカ フクタロウ 110 兵庫 静間 浩吉 シズマ コウキチ

47 愛知 渡辺 クニオ ワタナベ クニオ 111 兵庫 小野 和文 オノ カズフミ

48 愛知 舩橋 正博 フナハシ マサヒロ 112 兵庫 渡邊 宣寿 ワタナベ ノブトシ

49 愛知 木村 匡成 キムラ マサナリ 113 岡山(OPBA) 阿部 正樹 アベ マサキ

50 愛知 角谷 正徳 スミヤ マサノリ 114 岡山 深田 耕介 フカダ コウスケ

51 愛知 山田 孝 ヤマダ タカシ 115 岡山(OPBA) 大山 潤哉 オオヤマ ジュンヤ

52 愛知 與語 昌紀 ヨゴ マサキ 116 広島(HPBC) 渡辺 陽児 ワタナベ ヨウジ

53 愛知 ウダ アリストテレ ウダ アリストテレ 117 広島(HPBC) 相川 俊治 アイカワ トシハル

54 愛知 大田 真 オオタ シン 118 山口 池田 慎太郎 イケダ シンタロウ

55 愛知 鈴木 祥弘 スズキ アキヒロ 119 山口(YPBA) 河口 宏 カワグチ ヒロシ

56 愛知 田中 利幸 タナカ トシユキ 120 徳島(TPBC) 小坂 浩文 コサカ ヒロフミ

57 愛知 高橋 健次 タカハシ ケンジ 121 福岡 山下 智也 ヤマシタ サトヤ

58 愛知 佐々木 清繁 ササキ キヨシゲ 122 福岡 小畑 誠 コバタ マコト

59 岐阜 伊藤 祐也 イトウ ユウヤ 123 福岡 福積 弘久 フクヅミ ヒロヒサ

60 岐阜 青木 一二 アオキ カズジ 124 長崎 松田 佳人 マツダ ヨシト

61 岐阜 亀山 仁昭 カメヤマ ヨシアキ 125 長崎 彌吉 修明 ヤヨシ ナオアキ

62 岐阜 田近 俊哉 タヂカ トシヤ 126 大分 佐藤 哲也 サトウ テツヤ

63 三重 島田 明典 シマダ アキノリ 127 大分 阿部 隆伸 アベ タカノブ

64 三重 渡邉 浩幸 ワタナベ ヒロユキ 128 鹿児島 井上 良 イノウエ リョウ
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氏名 フリガナ 氏名 フリガナ
1 シード 西野 早苗 ニシノ サナエ 33 岐阜 真柄 幸美 マガラ ユキミ

2 北海道(ＨＰＢＡ) 川村 美穂 カワムラ ミホ 34 石川 宮本 真紀子 ミヤモト マキコ

3 北海道(ＨＰＢＡ) 出口 光子 デグチ ミツコ 35 滋賀(SBC) 大橋 洋子 オオハシ ヨウコ

4 宮城(MPBA) 安達 紋香 アダチ アヤカ 36 京都(KRC) 渡邉 愛子 ワタナベ アイコ

5 宮城 及川 奈津美 オイカワ ナツミ 37 京都 中村 美由紀 ナカムラ ミユキ

6 山形(ＹＢＡ) 横山 美由紀 ヨコヤマ ミワ 38 京都 加藤 加奈子 カトウ カナコ

7 山形(ＹＢＡ) 黒木 美和 クロキ ミワ 39 京都(KRC) 森田 由佳里 モリタ ユカリ

8 福島(FPBA) 五十嵐 美妙子 イガラシ ミサコ 40 大阪 井上 美紀 イノウエ ミキ

9 埼玉(SPA) 今野 さゆり コンノ サユリ 41 大阪 布川 明子 フカワ アキコ

10 埼玉 沼田 千里 ヌマタ チサト 42 大阪(ORC) 上栄 忍 カミエ シノブ

11 千葉(CPBA) 大塩 さゆり オオシオ サユリ 43 大阪 田岡 奈々枝 タオカ ナナエ

12 千葉(CPBA) 嶋村 友子 シマムラ トモコ 44 大阪 下岸 久美 シモギシ クミ

13 東京(TPA) 倉田 美穂 クラタ ミホ 45 奈良(NRC) 白戸 恭子 シラト キョウコ

14 東京 諏訪 由紀 スワ ユキ 46 奈良 藤井 理恵 フジイ リエ

15 東京(TPA) 鷲沢 美佐 ワシザワ ミサ 47 奈良(NRC) 宮野 早織 ミヤノ サオリ

16 東京 坂本 香名子 サカモト カナコ 48 和歌山 酒井 美希 サカイ ミキ

17 東京 池田 友衣 イケダ トモイ 49 和歌山 原本 真似子 ハラモト マイコ

18 神奈川(KPBA) 真田 恭子 サナダ ユキコ 50 兵庫(HRC) 河原 留美 カワハラ ルミ

19 神奈川 坂田 夕紀 サカタ ユキ 51 兵庫 広瀬 志乃 ヒロセ シノ

20 神奈川(KPBA) 後藤 彩 ゴトウ アヤ 52 兵庫(HRC) 中平 美輪 ナカヒラ ミワ

21 山梨 横澤 道子 ヨコザワ ミチコ 53 兵庫 川原 朋子 カワハラ トモコ

22 静岡(SPBC) 高橋 有希 タカハシ ユキ 54 岡山 東馬 優花 トウマ ユカ

23 静岡 山田 多伽子 ヤマダ タカコ 55 岡山 浜野 一葉 ハマノ ヒトハ

24 静岡 今村 眞理子 イマムラ マリコ 56 広島 鈴木 直子 スズキ ナオコ

25 愛知 大井 つばさ オオイ ツバサ 57 山口(YPBA) 臼井 香小里 ウスイ カオリ

26 愛知(ARC) 原口 さゆり ハラグチ サユリ 58 山口 水田 亜紀 ミズタ アキ

27 愛知 鳥田 めぐみ トリタ メグミ 59 徳島 昏石 かおり クレイシ カオリ

28 愛知 山田 葉月 ヤマダ ハヅキ 60 愛媛(EBA) 永岡 さつき ナガオカ サツキ

29 愛知(ARC) 島田 安沙子 シマダ アサコ 61 愛媛(EBA) 太田 典子 オオタ ノリコ

30 愛知 渡邊 邦恵 ワタナベ クニエ 62 福岡 瀧川 縁 タキガワ ユカリ

31 愛知 永田 恵 ナガタ メグミ 63 長崎 山口 遥 ヤマグチ ハルカ

32 岐阜(GPBC) 丹羽 弘美 ニワ ヒロミ 64 熊本(KPA) 白井 智恵 シライ チエ
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