
ｴﾝﾄﾘｰ
番号

1種別 2チーム名 3県名 4連絡者

1 EM2 小学男子2部 瑞穂ボーイズ 京都府 小原直也

2 EM1 小学男子1部 瑞穂ホッケースポーツ少年団 京都府 小原直也

3 EW2 小学女子2部 瑞穂ホッケースポーツ少年団 京都府 小原直也

4 AM1 一般男子の部 長浜北ブライアント 滋賀県 北野隆幹

5 JM1 中学男子1部 石動中学校 富山県 鷲尾尚子

6 JW1 中学女子1部 石動中学校 富山県 鷲尾尚子

7 JW1 中学女子1部 彦根南 滋賀県 大西和樹

8 JM3 中学男子3年の部 なんちゅー００７ 滋賀県 大西和樹

9 JM1 中学男子1部 彦根南 滋賀県 大西和樹

10 EM2 小学男子2部 ＨＣひょうごハーツ 兵庫県 岡花宏明

11 EM1 小学男子1部 ＨＣひょうごハーツ 兵庫県 岡花宏明

12 EW2 小学女子2部 ＨＣひょうごハーツ 兵庫県 岡花宏明

13 JM1 中学男子1部 小矢部市立大谷中学校 富山県 前田弘美

14 JM1 中学男子1部 郡山西中学校 奈良県 喜夛正司

15 JW1 中学女子1部 郡山西中学校 奈良県 喜夛正司

16 JW1 中学女子1部 小矢部市立大谷中学校 富山県 新井　稜

17 AM1 一般男子の部 仁多米～ず 島根県 若槻省吾

18 EM2 小学男子2部 Echizen HOMES2
 
second 福井県 森﨑千春

19 EM1 小学男子1部 Echizen HOMES2 福井県 森﨑千春

20 EW1 小学女子1部 Echizen HOMES2 福井県 森﨑千春

21 EM1 小学男子1部 朝日ホッケースポーツ少年団 福井県 榮　功枝

22 EW1 小学女子1部 朝日ホッケースポーツ少年団 福井県 榮　功枝

23 EW2 小学女子2部 朝日ホッケースポーツ少年団 福井県 榮　功枝

24 MM40 マスターズ男子40+ 可児ウイングス 岐阜県 森　　隆

25 EM2 小学男子2部 奈良ホッケースポーツ少年団 奈良県 奥田真史

26 EW2 小学女子2部 奈良ホッケースポーツ少年団 奈良県 奥田真史

27 JW3 中学女子3年の部 あやささ萌え～♡ 香川県 植田桂司

28 JM1 中学男子1部 鳥取南ホッケークラブ 鳥取県 佐々木雅彦

29 MM64 マスターズ男子72+ 晴れの国黄昏72 岡山県 東原宏明

30 AM1 一般男子の部 チーム関学 兵庫県 辰巳栞太郎

31 AM1 一般男子の部 チームＫＧ 兵庫県 辰巳栞太郎

32 MM56 マスターズ男子56+ 天理マスターズ 和歌山県 松尾英雄

33 JW1 中学女子1部 富来中学校 石川県 倉脇邦子

34 MM56 マスターズ男子56+ 広島マスターズ56 広島県 上杉和敬

35 JM1 中学男子1部 八頭中学校 鳥取県 道端良之

36 JW1 中学女子1部 八頭中学校 鳥取県 道端良之

37 JM1 中学男子1部 瀬戸中学校 岡山県 矢部貴俊

38 JW2 中学女子2部 瀬綾横 岡山県 矢部貴俊



39 JW3 中学女子3年の部 岡山県選抜 岡山県 矢部貴俊

40 EM2 小学男子2部 山陽ホッケークラブ 岡山県 佐倉信吾

41 JW1 中学女子1部 瀬戸中学校 岡山県 矢部貴俊
42

JM3 中学男子3年の部
山川ボーイズ 滋賀県 山本圭一

43 JM1 中学男子1部 伊吹山中学校 滋賀県 山本圭一

44 JM1 中学男子1部 伊吹山ボーイ 滋賀県 山本圭一

45 JW1 中学女子1部 伊吹山中学校 滋賀県 山本圭一

46 EM2 小学男子2部 鳥取ＪｒＨＣ 鳥取県 加賀田知江

47 EM1 小学男子1部 鳥取Ｊｒホッケークラブ 鳥取県 加賀田知江

48 EW2 小学女子2部 鳥取ＪｒＨＣ 鳥取県 加賀田知江

49 EW1 小学女子1部 鳥取Ｊｒホッケークラブ 鳥取県 加賀田知江

50 EM2 小学男子2部 あやがわＨＣ 香川県 川原　篤

51 EM1 小学男子1部 綾川ホッケークラブ 香川県 川原　篤

52 EW2 小学女子2部 綾川ホッケークラブ 香川県 川原　篤

53 JM1 中学男子1部 綾川ホッケークラブ 香川県 川原　篤

54 JW1 中学女子1部 羽衣学園 大阪府 久松輝也

55 MM48 マスターズ男子48+ BWS 大阪府 川村礼紀

56 EM2 小学男子2部 Jr.SANTO 滋賀県 上林由美

57 JM3 中学男子3年の部 大塩の乱 福井県 月田陽子

58 EM1 小学男子1部 彦根ワイルドキッズ 滋賀県 大辻真紀

59 EW1 小学女子1部 彦根ワイルドキッズ 滋賀県 大辻真紀

60 EM2 小学男子2部 彦根ファイターズ 滋賀県 大辻真紀

61 JM3 中学男子3年の部 岐阜っこ All Stars 岐阜県 加藤あずさ

62 EM2 小学男子2部 山東ホッケースポーツ少年団 滋賀県 上林由美

63 JM3 中学男子3年の部 team mar 富山県 太田留美

64 JW3 中学女子3年の部 クレよんずっきーに 京都府 久保克敏

65 HM1 高校男子 滋賀県立彦根翔西館高等学校 滋賀県 川瀬成宏

66 HW1 高校女子 滋賀県立彦根翔西館高等学校 滋賀県 川瀬成宏

67 HM1 高校男子 天王寺高校　ホッケー部 大阪府 竹内結哉

68 AW1 一般女子の部 31 大阪府 渡邉宏樹

69 AM1 一般男子の部 ソルジェンテ 岐阜県 丹羽保輝

70 EM2 小学男子2部 crazy sticks 佐賀県 峯　靖高

71 MM64 マスターズ男子64+ 天理ゴールド 奈良県 川上豊次

72 EM2 小学男子2部 ウィル大口 愛知県 植木真吾

73 MM56 マスターズ男子56+ Gold Stickers56 大阪府 山内靖弘

74 AW1 一般女子の部 マーサーシーサー 沖縄県 島袋雅史

75 JW1 中学女子1部 瑞穂・蒲生野・篠山中学校 京都府 谷　健人

76 JM1 中学男子1部 瑞穂・蒲生野中学校 京都府 谷　健人

77 JW3 中学女子3年の部 あんゴリ 鳥取県 小村洋一

78 JW3 中学女子3年の部 豆柴の大群 福井県 橋本　隆
79

AM1 一般男子の部
KORIYAMA 11th 奈良県 松井尚樹

80 AM1 一般男子の部 Basking Robbins 大阪府 岡田公宗



81 JM1 中学男子1部 大谷中学校ホッケー部 京都府 西川裕次郎

82 HM1 高校男子 長浜北クラブ 滋賀県 高森広治

83 HM1 高校男子 長浜北高校 滋賀県 高森広治

84 JM3 中学男子3年の部 H.S.T.（恥知らずのたくちゃん） 島根県 青木　博

85 JW1 中学女子1部 仁多中学校 島根県 植田拓郎

86 JM1 中学男子1部 仁多中学校 島根県 植田拓郎

87 JW1 中学女子1部 立命館中学校 京都府 上村幸弘

88 AM1 一般男子の部 チーム横田っ子 島根県 石原宏樹

89 EM2 小学男子2部 可児UNICホッケ－スポ－ツ少年団 岐阜県 細江秀和

90 AW1 一般女子の部 THUNDERS 兵庫県 寺下咲貴

91 AW1 一般女子の部 関西学院大学 兵庫県 宮倉麻衣

92 MW35 マスターズ女子35+ ROOTS 大阪府 寺　裕子

93 MW35 マスターズ女子35+ 三重３９★５１ 三重県 早川あゆみ

94 MM64 マスターズ男子64+ MITAシルバースターズ 東京都 重田定太郎

95 MM64 マスターズ男子64+ MITAマスターズ 東京都 重田定太郎

96 JM3 中学男子3年の部 リスタート 鳥取県 小村  洋一

97 MM40 マスターズ男子40+ 京都WBM 京都府 山内秀文

98 JM3 中学男子3年の部 Team ＭＫ 京都府 山内秀文

99 MM40 マスターズ男子40+ I.L.M 滋賀県 松居文嘉

100 EW1 小学女子1部 春照ホッケースポーツ少年団 滋賀県 松居文嘉

101 EW2 小学女子2部 春照レインボー 滋賀県 松居文嘉

102 EM1 小学男子1部 春照ホッケースポーツ少年団 滋賀県 松居文嘉

103 EM2 小学男子2部 春照ガッツ 滋賀県 松居文嘉

104 EM2 小学男子2部 春照ヤンチャーズ 滋賀県 松居文嘉

105 MM56 マスターズ男子56+ MITAシニアーズ 東京都 中島康仁

106 MM40 マスターズ男子40+ 宇陀室生クラブ 奈良県 細川貞彦

107 HW1 高校女子 天王寺高校 女子 大阪府 大塚新菜

108 AW1 一般女子の部 Team SAKURA 大阪府 森田彩那

109 JW3 中学女子3年の部 GS 7 GoGo 島根県･熊本県 藤原　徹

110 MM56 マスターズ男子56+ 甲南マスターズ 56 兵庫県 斎　好男　

111 HM1 高校男子 羽衣学園高等学校 大阪府 大島遼平

112 JW3 中学女子3年の部 かかみのU-15 岐阜県 平光真美

113 MM48 マスターズ男子48+ 甲南マスターズ 48 兵庫県 中野　歩

114 MM48 マスターズ男子48+ MAS Daddys 静岡県 海老原俊一

115 MM40 マスターズ男子40+ SHC Daddys +A 静岡県 海老原俊一

116 MM64 マスターズ男子72+ 関西マスターズ 72 大阪府 山田亮煕

117 MM64 マスターズ男子72+ Gold Stickers 72 大阪府 山田亮煕

118 MM64 マスターズ男子64+ 夕陽丘倶楽部 大阪府 吉成博行

119 MM64 マスターズ男子64+ Gold Stickers 64 大阪府 吉田隆明

120 EM2 小学男子2部 島本ホッケークラブ 大阪府 八尾　宏



121 EW1 小学女子1部 Hiroshima Buena Vista HC 広島県 萩塚椌未

122 EM1 小学男子1部 Hiroshima Buena Vista HC 広島県 萩塚椌未

123 HM1 高校男子 天王寺高校74期 大阪府 吉川潤紀

124 AW1 一般女子の部 山田牧場 京都府 笠丸千夏

125 JM1 中学男子1部 立命館中学校 京都府 水川優太

126 JM1 中学男子1部 横田中レッド 島根県 児島史朗

127 JM1 中学男子1部 横田中ホワイト 島根県 児島史朗

128 JM1 中学男子1部 Hiroshima Buena Vista HC 広島県 萩塚椌未

129 JW1 中学女子1部 横田中学校 島根県 児島史朗

130 JW1 中学女子1部 横田クラブ 島根県 児島史朗

131 AM1 一般男子の部 ドホルタンズ 大阪府 石田幸太郎

132 EM2 小学男子2部 樋脇ホッケースポーツ少年団 鹿児島県 瀨戸山亮平

133 EM2 小学男子2部 糸生常磐 2020 福井県 安井得洋

134 EM1 小学男子1部 糸生常磐ホッケースポーツ少年団 福井県 安井得洋

135 MM40 マスターズ男子40+ 畝傍マスターズ 奈良県 花谷　真

136 EW1 小学女子1部 糸生常磐ホッケースポーツ少年団 福井県 國兼尚子

137 HM1 高校男子 青翔高校 奈良県 府金尚輝

138 JM2 中学男子2部 名古屋国際中学校 愛知県 黒宮祥男

139 JM1 中学男子1部 名古屋国際中学校 愛知県 黒宮祥男

140 JM1 中学男子1部 桜ヶ丘クラブ 鳥取県 原田雅敏

141 JM3 中学男子3年の部 青翔中学 奈良県 府金尚輝

142 JM2 中学男子2部 青翔ホワイト 奈良県 府金尚輝

143 AM1 一般男子の部 ANA 富山県 沼田涼平

144 MM64 マスターズ男子64+ 六本松オッシャンズ 福岡県 末松大樹

145 MM40 マスターズ男子40+ 六甲ウォータース 40 兵庫県 尾崎　啓

146 MM48 マスターズ男子48+ 六甲ウォータース 48 兵庫県 尾崎　啓

147 MM64 マスターズ男子72+ 楽友マスターズ 72 大阪府 山田亮煕

148 MM64 マスターズ男子64+ 広島 レッドリーブス 広島県 筒井保俊

149 MM48 マスターズ男子48+ Tokyo United Masters (TUM） 東京都 高田良太

150 AM1 一般男子の部 復活のY 島根県 大塚雄太

151 MW43 マスターズ女子43+ ち～♡zen 岐阜県 高島匡代

152 AM1 一般男子の部 大谷OB 京都府 西川裕次郎

153 AM1 一般男子の部 関大ホッケー部 大阪府 多田周平

154 JM2 中学男子2部 山口県立高森みどり中学校 山口県 徳光　寿

155 MM40 マスターズ男子40+ しまねマスターズ 島根県 原　伸二

156 AW1 一般女子の部 1996 high！同期！！ 島根県 松原由香子

157 JW3 中学女子3年の部 Team AKIRA 富山県 早助　昭

158 JM3 中学男子3年の部 ハヤシライス同好会 京都府 木﨑亜紀

159 MM40 マスターズ男子40+ 三重グラブ４０’ｓ 三重県 松下幸生

160 JM1 中学男子1部 郡山南中学校 奈良県 服部歩輝



161 JW1 中学女子1部 郡山南中学校 奈良県 服部歩輝

162 JM3 中学男子3年の部 YAMATO 奈良県 服部歩輝

163 MM56 マスターズ男子56+ 一橋クラブマスターズ56 東京都 小川仁志

164 MM48 マスターズ男子48+ 一橋マスターズ48 東京都 小川仁志

165 AW1 一般女子の部 長崎椿姫 長崎県 初手安也美

166 EW1 小学女子1部 奥出雲ホッケークラブ 島根県 高橋伸也

167 EW2 小学女子2部 奥出雲ＨＣ 島根県 高橋伸也

168 EM1 小学男子1部 奥出雲ＨＣ 島根県 高橋伸也

169 EM1 小学男子1部 奥出雲ホッケークラブ 島根県 高橋伸也

170 EM2 小学男子2部 奥出雲ＨＣ 島根県 高橋伸也

171 EM2 小学男子2部 奥出雲ホッケークラブ 島根県 高橋伸也

172 AM1 一般男子の部 おでんの仁平 兵庫県 小曽根晋

173 MM48 マスターズ男子48+ 長崎マスターズ48 長崎県 加島　洋

174 MM48 マスターズ男子48+ レッドデビルホース 岡山県 高見　宏

175 AM1 一般男子の部 メトロwest 兵庫県 西川敦也

176 JM1 中学男子1部 樋脇中学校 鹿児島県 永山拓志

177 AM1 一般男子の部 SWAT 福井県 石田悠馬

178 AM1 一般男子の部 薩摩川内市樋脇H.C 鹿児島県 野川陽一

179 JW1 中学女子1部 玖珂高森Buena 山口県、広島県 東　　敬

180 JM1 中学男子1部 玖珂中学校 山口県 東　　敬

181 MW35 マスターズ女子35+ ガッツ石動 富山県 前田　恵

182 JM3 中学男子3年の部 甲南中学校 兵庫県 鈴木　悠

183 JM1 中学男子1部 甲南中学校 兵庫県 鈴木　悠

184 HM1 高校男子 甲南高等学校 兵庫県 鈴木　悠

185 JW3 中学女子3年の部 Ritsumeikan 京都府 道本美代子

186 AM1 一般男子の部 遠藤JAPAN 愛知県 小林由佳

187 AM1 一般男子の部 TSUDA GROUP 愛知県 津田稜大

188 AM1 一般男子の部 萩中牧場 茨城県 萩中克章

189 AM1 一般男子の部 童夢 愛知県 堀江将吾

190 AM1 一般男子の部 ビリケンさん 大阪府 久米世大

191 AW1 一般女子の部 Primrose 愛知県 小林由佳

192 MW43 マスターズ女子43+ ＫＯＴＯＢＵＫＩ 山口県 藤井明子

193 AW1 一般女子の部  1991年会 大阪府 笠原佳乃

194 EW1 小学女子1部 ＫＵＧＡホッケークラブ 山口県 田中孝昌

195 EW2 小学女子2部 ＨＣ玖珂 山口県 田中孝昌

196 EM2 小学男子2部 丹波ホッケースポーツ少年団 京都府 山内秀文

197 EM2 小学男子2部 高石市ホッケースポーツ少年団 大阪府 内田聖司

198 EM2 小学男子2部 ＫＵＧＡホッケークラブ 山口県 田中孝昌

199 JM1 中学男子1部 チームＨＹＯＧＯ 兵庫県 齋藤弓絵

200 MM64 マスターズ男子72+ 横浜フットサルホッケーフェローズ 神奈川県 杉村應二郎



201 JW1 中学女子1部 ＵＮＥＢＩ中学校 奈良県 亀井陽介

202 JW1 中学女子1部 畝傍中学校 奈良県 亀井陽介

203 JW3 中学女子3年の部 畝傍中学校 奈良県 亀井陽介

204 JM1 中学男子1部 UNEBI中学校 奈良県 亀井陽介

205 JM1 中学男子1部 畝傍中学校 奈良県 亀井陽介

206 JM1 中学男子1部 伊万里クラブ 佐賀県 浦　佑司

207 JM1 中学男子1部 羽衣学園 大阪府 久松輝也

208 JM1 中学男子1部 朝日JHS 福井県 赤尾昌倫

209 JM1 中学男子1部 朝日中学校 福井県 赤尾昌倫

210 JM2 中学男子2部 朝日中学校 福井県 赤尾昌倫

211 JM3 中学男子3年の部 畝傍中学校 奈良県 亀井陽介

212 JW1 中学女子1部 朝日中学校 福井県 栁生香奈

213 JW1 中学女子1部 朝日JHS 福井県 栁生香奈

214 AW1 一般女子の部 てぃーちーむ 沖縄県 大城智之

215 AM1 一般男子の部 BLACK SEASAR 沖縄県 大城智之

216 AM1 一般男子の部 今帰仁クラブ 沖縄県 大城智之

217 MM40 マスターズ男子40+ 立命館マスターズ４０ 京都府 堺　哲平

218 MM48 マスターズ男子48+ 立命館マスターズ４８ 京都府 堺　哲平

219 MM56 マスターズ男子56+ 立命館マスターズ Legend 京都府 堺　哲平

220 AM1 一般男子の部 Boars 兵庫県 松田正治

221 AM1 一般男子の部 Kobe Blue Wave 兵庫県 松田正治

222 AM1 一般男子の部 Tokio Marine 東京都 金田　翼

223 AM1 一般男子の部 TMNF 東京都 金田　翼

224 JW1 中学女子1部 吉備中学校 和歌山県 寺西誠一朗

225 JM1 中学男子1部 吉備中学校 和歌山県 寺西誠一朗


