
1 ｋｍ
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

  601 金本　美有紀 女 48 広島県 Jellyfish
  602 仙田　隆宏 男 46 東京都 Jellyfish
  603 田口　伸佐 男 50 津山市 アイ・マーレ
  604 丸山　太一 男 13 岡山市北区 岡山水球
1001 秋田　晴菜 女 24 兵庫県 Convex
1002 稲垣　歩 女 36 兵庫県 Convex
1003 植野　小津恵 女 55 津山市 アイマーレ
1004 易　みゆき 女 58 大阪府 コナミ茨木
1005 大島　佐知子 女 58 東京都
1006 岡田　妙子 女 67 奈良県
1007 杭田　康子 女 67 岡山市南区
1008 古賀　美千代 女 61 兵庫県 家島 sc
1009 佐藤　亜依 女 13 井原市 井原 SC
1010 田辺　真紀 女 46 兵庫県
1011 寺嶋　明子 女 61 兵庫県 jss 大久保
1012 中島　帆乃香 女 14 大阪府 中島家
1013 中西　京子 女 52 倉敷市
1014 廣江　野々花 女 15 笠岡市 井原 SC
1015 藤浪　奈加子 女 55 兵庫県
1016 藤原　千枝子 女 68 岡山市南区
1017 古田　早容 女 54 岡山市中区
1018 前田　邦子 女 58 鳥取県 jelly fish
1019 松島　記子 女 47 岡山市北区 岡山マンボウ SC
1020 宮原　佳寿美 女 25 笠岡市 ENJOY
1021 森山　晴海 女 35 笠岡市 スポーツクラブ ENJOY 岡南
1022 柳沢　美規子 女 53 津山市
1023 山崎　恵子 女 62 岡山市東区 アクロポート
1024 吉川　小百合 女 32 奈良県
1101 瀧　圭佑 男 12 井原市 井原 SC
1102 村田　晴嶺 男 10 岡山市南区
1103 青山　直樹 男 32 真庭市
1104 東　進二 男 47 愛媛県
1105 飯田　隆彦 男 43 兵庫県
1106 池田　卓治 男 66 広島県 福山 YMCA
1107 太田　裕介 男 54 岡山市中区 浦和美園 ST
1108 大西　直人 男 51 香川県
1109 金田　聡 男 44 倉敷市
1110 神谷　昇 男 68 大阪府
1111 川合　智二 男 50 赤磐市
1112 河原　知成 男 44 大阪府 コナミスポーツクラブ茨木
1113 北川　真行 男 30 大阪府
1114 木庭　力 男 30 岡山市東区 アクロポート
1115 木村　元樹 男 41 大阪府 PC 豊里
1116 國定　俊佑 男 33 里庄町 ENJOY
1117 倉田　淳 男 33 奈良県
1118 黒松　好彦 男 62 奈良県
1119 国部　浩孝 男 56 倉敷市 アミーゴ倉敷トライアスロンクラブ
1120 坂本　鐘太郎 男 72 新見市 レイスポーツ新見
1121 鈴木　英夫 男 57 岡山市北区 岡山マンボウ
1122 陶山　祥誉 男 48 島根県
1123 竹内　健人 男 30 岡山市東区 アクロポート
1124 塚本　充 男 42 広島県
1125 戸塚　丈博 男 53 兵庫県 かめはめ波
1126 中島　泰信 男 52 大阪府 茨木水泳教室
1127 中島　琉斗 男 13 大阪府 中島家
1128 鍋山　崇人 男 46 大阪府
1129 鍋山　智和 男 48 大阪府

1 ｋｍ
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

1130 児子　正夫 男 65 岡山市北区 岡山マンボウ SC
1131 西　竜之介 男 17 井原市 井原 SC
1132 早川　大稀 男 15 井原市 井原 SC
1133 平野　博志 男 49 津山市 アイマーレ
1134 藤井　勇 男 73 岡山市中区 健幸プラザ西大寺
1135 藤浪　好寿 男 30 兵庫県
1136 程内　琢磨 男 39 愛媛県
1137 三浦　尊 男 46 大阪府 KONAMI 茨木
1138 宮崎　悠人 男 16 井原市 井原 SC
1139 室　康彦 男 65 大阪府 コナミ茨木
1140 毛利　哲也 男 44 津山市 アイマーレ
1141 森永　糧 男 13 浅口市 井原 SC
1142 森本　一也 男 50 兵庫県
1143 米田　克彦 男 42 岡山市北区
1144 渡辺　敏行 男 67 美咲町
1145 渡辺　直光 男 65 倉敷市 すぷりんぐす

2 ｋｍ
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

   701 室井　優子 女 43 大阪府 2bFISH
  702 内山　好申 男 48 大阪府
  703 西應　和伸 男 49 香川県 さくら塾
  704 林　昌之 男 42 岡山市東区
  705 村中　建信 男 33 愛媛県 quattro
2001 安達　未莉 女 20 大阪府 枚方スイミングスクール
2002 池上　陽子 女 41 岡山市北区
2003 砂金　三千代 女 43 香川県
2004 大西　幾美 女 28 香川県
2005 岡田　和子 女 45 倉敷市 サンガ－ルズ
2006 面髙　梨緒 女 12 大阪府 枚方スイミングスクール
2007 北川　一乃 女 34 大阪府 夢鯨団
2008 桑本　彰子 女 47 大阪府
2009 清水　順子 女 58 岡山市北区
2010 橘　知恵 女 45 兵庫県 jss 大久保
2011 田辺　純子 女 52 岡山市南区
2012 田村　佳世子 女 53 徳島県 ハッピー徳島
2013 寺尾　いずみ 女 58 愛媛県
2014 トンプソン　リサ 女 43 北海道
2015 中名生　朗子 女 25 東京都
2016 野田　優 女 19 香川県
2017 福田　千加子 女 54 東京都 TD 東久留米
2018 松岡　裕子 女 58 東京都 海人くらぶ
2019 三﨑　真由美 女 38 愛媛県 ZERO WAVE
2020 水谷　利花子 女 21 大阪府 枚方スイミングスクール
2021 南口　多見子 女 55 京都府 LSG
2022 宮本　悦子 女 68 徳島県 ハッピー
2023 守安　香織 女 30 大阪府
2101 桑木　琉世 男 10 岡山市北区 たまこくらぶ
2102 辻　翔太 男 11 大阪府 枚方スイミングスクール
2103 愛甲　一樹 男 28 大阪府
2104 青野　晴成 男 53 千葉県 ラプレム
2105 青森　直人 男 53 倉敷市
2106 赤瀬　敬悟 男 67 倉敷市
2107 赤松　睦 男 65 徳島県 ＳＶ北島
2108 浅田　紀寛 男 24 東京都
2109 足立　誠一 男 47 広島県
2110 天野　貴文 男 40 徳島県
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2111 有田　淳二 男 45 広島県
2112 安藤　昌樹 男 43 兵庫県 加圧スタジオ加古川トップラン
2113 飯田　卓哉 男 30 倉敷市
2114 石田　雅己 男 33 和歌山県
2115 遠藤　敬宏 男 27 岡山市北区
2116 岡　秀行 男 52 倉敷市
2117 緒方　裕一 男 31 徳島県
2118 奥山　彰 男 43 大阪府 北野 SC
2119 奥山　浩昌 男 54 岡山市東区
2120 笠井　則充 男 52 兵庫県
2121 鎌田　健吾 男 30 大阪府
2122 北野　慶治 男 43 兵庫県
2123 桐島　宏尚 男 50 広島県
2124 草野　崇一 男 58 香川県
2125 桑島　崚介 男 13 大阪府 枚方スイミングスクール
2126 香西　信 男 49 岡山市中区
2127 小島　博之 男 46 大阪府
2128 古鉄　直樹 男 53 兵庫県
2129 坂本　義博 男 44 兵庫県
2130 佐々木　輝 男 24 大阪府
2131 佐藤　淳治 男 53 倉敷市 サンガ－ルズ
2132 佐藤　真一 男 40 愛媛県
2133 島本　健 男 47 倉敷市
2134 白川　太陽 男 29 広島県
2135 白川　卓司 男 50 玉野市 玉野鉄人会
2136 新中　治彦 男 35 広島県
2137 鷲見　明 男 38 鳥取県
2138 長澤　拓駿 男 25 愛知県 uniondine
2139 中村　元 男 13 大阪府 枚方スイミングスクール
2140 馴松　佑稀 男 24 兵庫県
2141 西原　一郎 男 42 広島県 トライスマイル
2142 西森　知夫 男 50 香川県
2143 端野　真 男 47 広島県
2144 服部　孝徳 男 27 東京都
2145 服部　良一 男 51 岡山市北区 ivy リーグ
2146 林　大輝 男 13 大阪府 枚方スイミングスクール
2147 原嶋　亮至 男 43 東京都 ルネサンス経堂
2148 藤井　義弘 男 50 広島県 アクト共済会
2149 藤田　宣邦 男 44 愛媛県
2150 堀端　顕議 男 45 倉敷市
2151 松井　秀樹 男 44 愛媛県 ZERO WAVE
2152 松下　大起 男 13 大阪府 枚方スイミングスクール
2153 松本　浩 男 46 広島県 ＡＣＴ共済会
2154 水田　浩紀 男 38 津山市
2155 村上　佳洋 男 48 広島県
2156 室山　樹 男 26 倉敷市 すぷりんぐす
2157 毛利　一郎 男 52 大阪府 鍼灸スイミング
2158 百田　淳之介 男 45 広島県
2159 守田　哲 男 68 岡山市北区 岡山マンボウ SC
2160 山内　弘也 男 46 大阪府 AZZURRI
2161 山内　文弘 男 33 倉敷市
2162 山川　真一郎 男 55 徳島県 ハッピー徳島
2163 山田　毅 男 47 京都府
2164 吉永　勝重 男 64 徳島県 ハッピーダックス
2165 吉村　博則 男 51 大阪府
2166 若林　秀星 男 12 大阪府 枚方スイミングスクール
2167 若林　万寿雄 男 67 徳島県 ハッピーランニングダックス
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2168 若原　新吾 男 44 兵庫県
2169 渡辺　大地 男 13 大阪府 枚方スイミングスクール
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  601 金本　美有紀 女 48 広島県
  602 仙田　隆宏 男 46 東京都 Jellyfish
  603 田口　伸佐 男 50 津山市 アイマーレ
  604 丸山　太一 男 13 岡山市北区 岡山水球
  701 室井　優子 女 43 大阪府 2bFISH
  702 内山　好申 男 48 大阪府
  703 西應　和伸 男 49 香川県 さくら塾
  704 林 昌之 男 42 岡山市東区
  705 村中　建信 男 33 愛媛県 quattro
  801 片岡　早苗 女 47 東京都 チームケンズ西東京
  802 北山　峻 男 72 岡山市中区 岡山マンボウ SC
  803 富永　俊夫 男 74 広島県
  804 濱田　耕太郎 男 36 愛媛県 quattro
  805 山野　穣 男 33 兵庫県 うみものがたり
3001 有木　智子 女 59 津山市 ＪＳＳ津山
3002 飯田　淳子 女 55 兵庫県 エス・パティオ
3003 市野　志布子 女 14 岡山市中区 オーバル円山
3004 大島　京 女 26 東京都
3005 大西　希 女 55 東京都 Jokers
3006 長田　昌子 女 25 東京都
3007 加藤　幸江 女 41 兵庫県 Swimmy’s Tour
3008 加藤　典子 女 61 玉野市 エンジョイ岡南
3009 川畑　典子 女 50 大阪府 コナミ茨木
3010 木村　享子 女 59 奈良県
3011 木村　妙 女 60 徳島県 SAKURA
3012 栗　町子 女 56 広島県
3013 栗木　成美 女 55 兵庫県
3014 小南　京子 女 36 兵庫県 各駅停車 sc
3015 榮　美和 女 49 兵庫県 かめはめ波
3016 坂本　美帆 女 46 倉敷市
3017 佐久間　美樹 女 42 京都府
3018 佐藤　彰子 女 48 兵庫県 明石原人
3019 篠原　愛海 女 25 東京都
3020 田口　妙 女 56 津山市 JSS 津山
3021 中原　順子 女 64 奈良県
3022 畑　陽香 女 32 倉敷市 レイスポーツクラブ倉敷
3023 速水　綾子 女 46 兵庫県 ＪＳＳ大久保
3024 蛭子　裕子 女 39 奈良県
3025 藤木　由子 女 45 赤磐市 osk 藤原
3026 松井　淑子 女 46 大阪府
3027 松倉　敦子 女 41 兵庫県
3028 三谷　真弓 女 35 大阪府
3029 山田　忍 女 53 大阪府
3030 山根　美咲 女 28 神奈川県
3031 山根　由美 女 48 鳥取県 jellyfish
3032 山本　清美 女 50 愛媛県
3033 若林　麻子 女 59 兵庫県 S パティオ
3034 和田　奈美 女 41 東京都 ティップネス国分寺
3101 毛利　陽成 男 11 津山市 JSS 津山
3102 井川　勝也 男 48 東京都 美ら海倶楽部
3103 石原　聡仁 男 26 神奈川県
3104 磯崎　英彰 男 50 岡山市南区
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3105 牛嶋　浩一 男 44 兵庫県 かめはめ波
3106 海野　文希 男 26 愛知県
3107 浦山　勲 男 46 香川県
3108 大西　大悟 男 37 兵庫県 お達者倶楽部
3109 大森　紀六 男 77 岡山市中区 ＯＳＫ
3110 越智　一嘉 男 51 愛媛県
3111 梶川　健吾 男 34 広島県
3112 川口　貴裕 男 25 大阪府 コナミ古川橋
3113 川久保　強史 男 17 倉敷市
3114 北村　拓哉 男 21 兵庫県 新日鐵住金広畑
3115 木下　志郎 男 59 福岡県 BS 八女
3116 小谷　治 男 47 広島県
3117 阪口　良則 男 51 島根県 チームＸ
3118 坂本　哲志 男 47 倉敷市
3119 佐々江　隆之 男 62 玉野市 オーバル玉野
3120 志賀　雅樹 男 63 兵庫県
3121 下　隆俊 男 57 広島県 Team　UNDER
3122 庄　公壽 男 75 岡山市北区 OSK 岡山
3123 高部　賢一 男 32 和歌山県 mash
3124 武内　俊治 男 57 倉敷市
3125 竹田　巌 男 50 倉敷市 日本ゼオン
3126 武田　充信 男 52 岡山市北区 チーム Wave
3127 竹谷　安弘 男 39 兵庫県 オヨガンカイ
3128 田中　俊行 男 49 岡山市北区
3129 田中　泰志 男 52 倉敷市 児島 AC
3130 棚町　和弘 男 61 東京都 Honey Possum
3131 中禮　太一 男 36 玉野市
3132 戸井　幸義 男 42 大阪府
3133 徳平　隆之 男 61 奈良県
3134 中井　家作 男 66 和歌山県
3135 中江　聡伸 男 58 岡山市中区
3136 中武　英軌 男 24 東京都 東水会
3137 永山　幹夫 男 54 笠岡市 SBR フェニックス
3138 成瀬　哲也 男 46 岡山市北区 興和走躍
3139 仁科　裕之 男 31 岡山市南区
3140 西本　俊宏 男 59 兵庫県 チーム  有希ちゃん
3141 西山　三希夫 男 63 静岡県 海人クラブ
3142 芳賀　俊夫 男 49 神奈川県
3143 萩原　辰夫 男 41 岡山市南区
3144 畑　隆文 男 66 倉敷市 アイビーリーグ
3145 蛭子　憲一 男 44 奈良県
3146 福本　利朗 男 57 鳥取県 大山ハム
3147 宝亀　一之 男 50 笠岡市 エンジョイ笠岡
3148 細谷　真治 男 57 東京都 八王子水泳愛好会
3149 正岡　晃 男 32 広島県
3150 松浦　孝彦 男 35 兵庫県 かめはめ波
3151 宮垣　昌明 男 49 兵庫県 かめはめ波
3152 三宅　泰雄 男 40 広島県
3153 六車　巧治 男 38 東京都
3154 村上　新之介 男 14 兵庫県 HSS
3155 森本　隆明 男 65 兵庫県
3156 安川　清一郎 男 60 兵庫県
3157 矢田　五郎 男 27 兵庫県 新日鐵住金広畑水泳部
3158 山下　栄男 男 66 兵庫県
3159 山中　一功 男 61 兵庫県 エス・パティオ
3160 山本　徳男 男 74 勝央町 JSS 津山
3161 山本　博 男 44 早島町
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3162 吉村　浩司 男 53 岡山市中区 Phoenix
3163 分島　幸治 男 45 岡山市北区

5 ｋｍ【一般】
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

  801 片岡　早苗 女 47 東京都 チームケンズ西東京
  802 北山　峻 男 72 岡山市中区 岡山マンボウ SC
  803 富永　俊夫 男 74 広島県
  804 濱田　耕太郎 男 36 愛媛県
  805 山野　穣 男 33 兵庫県 うみものがたり
5001 伊藤　芽花 女 16 滋賀県
5002 杉原　美希 女 40 兵庫県
5003 中村　香季 女 44 千葉県
5004 吉田　智江 女 57 埼玉県 TI オーシャンズ
5501 石塚　真人 男 43 大阪府
5502 岩崎　剛士 男 50 千葉県
5503 内田　研 男 56 兵庫県 神戸ウイング
5504 大内　正純 男 49 山口県 下関トライアスロンＴ 3
5505 岡崎　満 男 45 京都府 ロッキーズ
5506 小田　将之 男 41 兵庫県 淡路ＭＳＣ
5507 小鷹　和徳 男 33 埼玉県
5508 加尾谷　潤 男 61 大阪府
5509 木村　保 男 50 埼玉県 戸田市水泳連盟
5511 河内　龍三 男 70 広島県
5512 坂倉　浩 男 60 神奈川県
5513 四宮　敬司 男 67 兵庫県
5514 柴田　亮二 男 38 福岡県
5515 ジュラヴリョフ　オレグ 男 45 東京都
5516 杉原　正一 男 61 倉敷市 チームままかり
5517 鈴木　基善 男 31 大阪府
5518 田中　康之 男 66 東京都 八王子水泳愛好会
5519 田邊　博 男 59 愛媛県
5520 鶴見　聰 男 60 東京都
5521 手塚　修 男 61 兵庫県 アクトス明石
5522 友永　恵大 男 40 高知県
5523 中村　耕一郎 男 52 香川県
5524 西尾　敦史 男 61 神奈川県
5525 畑　昌宏 男 33 倉敷市
5526 藤井　和典 男 56 東京都
5527 藤井　浩二 男 52 広島県
5528 藤野　佑規 男 32 大阪府
5529 古田　敏尚 男 35 岡山市南区
5530 堀端　健一 男 47 大阪府
5531 前田　秀雄 男 49 高知県
5532 松嵜　敦志 男 43 山口県
5533 毛利　天 男 14 津山市 JSS 津山
5534 持井　正吾 男 50 兵庫県
5535 森川　和士 男 55 広島県
5536 山崎　隆生 男 47 大阪府
5537 山本　省三 男 50 大阪府
5538 山本　亮 男 28 東京都
5539 ラオクス　ジェフ 男 50 北海道



5 ｋｍ【日本選手権トライアルの部】
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

招 201 小池　優媛 女 18 東京都 タップ龍ヶ崎
招 202 中村　葵 女 16 東京都 枚方 SS
招 203 森山　幸美 女 21 東京都 日本体育大学
招 204 野中　大暉 男 20 東京都 日本体育大学
招 205 南出　大伸 男 21 東京都 日本体育大学

以上招待選手（表彰対象外）
  1 東　紗矢香 女 34 大阪府 ぱいん’ｓ
  2 甲斐　渚奈葉 女 17 岡山市中区 レイスポーツクラブ岡山
  3 笠原　瑠南 女 17 大阪府 枚方スイミングスクール
  4 櫛田　夏織 女 24 大阪府 阪大泳友会
  5 桑幡　真弓 女 22 神奈川県
  6 古賀　千尋 女 26 兵庫県 家島 sc
  7 齋藤　夏花 女 16 岡山市北区 たまこくらぶ
  8 永尾　美友 女 15 大阪府 枚方スイミングスクール
  9 初田　沙希 女 14 大阪府 枚方スイミングスクール
10 松下　彩花 女 24 神奈川県 相模原市水泳協会
11 丸山　穂乃花 女 18 大阪府 枚方スイミングスクール
12 湯浅　詩音 女 16 徳島県 富岡東高等学校
13 東　徹弥 男 36 大阪府 ぱいん’ｓ
14 岩下　幸平 男 23 鹿児島県 鹿屋体育大学大学院
15 上田　純平 男 14 大阪府 枚方スイミングスクール
16 木村　奉多賀 男 35 岐阜県
17 髙松　剛 男 14 大阪府 枚方スイミングスクール
18 筒井　大介 男 16 高知県
19 寺田　貴洋 男 37 愛知県 uniondine
20 寺田　尚紘 男 34 岐阜県 Aim for the Top
21 豊田　壮 男 21 神奈川県
22 永井　宗太 男 36 大阪府 mash
23 中市　聖人 男 20 岡山市北区 岡山大学水泳部
24 長嶋　竜生 男 14 大阪府 枚方スイミングスクール
25 常陸　紫遠 男 17 岡山市北区 レイスポーツクラブ岡山
26 溝口　直生 男 33 鹿児島県
27 村上　健太郎 男 16 兵庫県 兵庫県立姫路工業高校
28 綿貫　海斗 男 19 神奈川県
29 熊代　大志 男 20 岡山市北区 OSK スポーツクラブ岡山

500 ｍ（ビギナー）
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

  551 安東　由美子 女 45 兵庫県
  552 飯尾　圭子 女 45 兵庫県
  553 大橋　光 女 15 岡山市東区 ENJOY
  554 永井　志保 女 54 岡山市北区
  555 橋本　規子 女 42 総社市 U.W.F.
  556 馬場　美津子 女 63 岡山市南区 岡山マンボウ SC
  557 美馬　しほり 女 33 香川県
  558 日坂　健司 男 52 笠岡市 U.W.F.
  559 松橋　知也 男 32 兵庫県

500 ｍ（小学生以下）
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

  501 池上　怜華 女 12 岡山市北区
  502 平井　友彩 女 9 矢掛町 井原 SC
  503 広川　七渚 女 11 井原市 井原 SC
  504 保志岩　彩也 女 12 岡山市北区
  505 丸山　桃子 女 9 岡山市北区 ＯＳＫ岡山
  506 毛利　心咲 女 9 津山市 JSS 津山
  507 佐藤　智紀 男 10 井原市 井原 SC
  508 畠中　湊人 男 7 和気町 和気ＳＣ
  509 南　悠樹 男 10 岡山市南区
  510 宮崎　瑛太 男 10 井原市 井原 SC
  511 村上　浩次郎 男 12 兵庫県 姫路スイミングスクール

（公財）日本水泳連盟 OWS 検定 5 級
№ 　氏　　　名　　 性別 年齢 都道府県 　所　属

  101 木下　光子 女 57 福岡県
2019 三﨑　真由美 女 38 愛媛県 ZERO WAVE
  102 木下　信一 男 70 岡山市中区 ＯＳＫ
  103 原田　道人 男 42 兵庫県
2151 松井　秀樹 男 44 愛媛県 ZERO WAVE

リレー（５００ｍ×３人） ■第 1 泳者氏名 性別 年齢 ■第 2 泳者氏名 性別 年齢 ■第 3 泳者氏名 性別 年齢

1 枚方 C 安達　未莉 女 20 水谷　利花子 女 21 初田　沙希 女 14
2 枚方 B 永尾　美友 女 14 丸山　穂乃花 女 18 面髙　梨緒 女 13
3 jellyfish  打上げは大連で！ 前田　邦子 女 58 山根　由美 女 48 定廣　絵美 女 35
4 素振りをする素振り 白川　太陽 男 29 有田　淳二 男 45 新中　治彦 男 35
5 加圧スタジオ加古川トップラン 馴松　佑稀 男 24 藤浪　好寿 男 30 安藤　昌樹 男 43
6 Open Water 40's 西應　和伸 男 49 仙田　隆宏 男 47 岡崎　満 男 45
7 ENJOY 大橋　光 女 15 國定　俊佑 男 33 宮原　佳寿美 女 25
8 枚方 A 桑島　崚介 男 13 上田　純平 男 14 髙松　剛 男 14
9 チーム鰯 東　紗矢香 女 34 榮　将也 男 18 東　徹弥 男 36
10 井原 Men'sClub ナンジャクキッズ 瀧　圭佑 男 11 宮崎　瑛太 男 10 佐藤　智紀 男 10
11 UNIONDINE 寺田　尚紘 男 34 寺田　貴洋 男 37 長澤　拓駿 男 25
12 中島家 中島　泰信 男 52 中島　帆乃香 女 14 中島　琉斗 男 13
13 枚方 D 中村　元 男 13 渡辺　大地 男 13 若林　秀星 男 13
14 枚方 E 林　大輝 男 13 辻　翔太 男 10 長嶋　竜生 男 14
15 井原 Men'sClub ペラペラーズ 宮崎　悠人 男 16 早川　大稀 男 15 西　竜之介 男 17
16 Team 村上くん 村上　新之介 男 14 村上　浩次郎 男 12 村上　健太郎 男 16
17 KNM 茨木ゆっくり～ず 山内　弘也 男 46 守安　香織 女 30 三谷　真弓 女 35
18 KNM 茨木まったり～ず 佐久間　美樹 女 42 川畑　典子 女 50 河原　知成 男 44


