
1種別 2チーム名 3県名 4連絡者

AM1 一般男子の部 仁多米～ず 島根県 若槻　省吾

AM1 一般男子の部 SWAT 福井県 藤田　尚也

AM1 一般男子の部 ぶりおんず 東京都 中込　杏

AM1 一般男子の部 畝傍クラブ 奈良県 濱口　達也

AM1 一般男子の部 京大GEARS 京都府 西岡　貴優

AM1 一般男子の部 SORGENT.UOVO 岐阜県 丹羽　保輝

AM1 一般男子の部 ディンプル部 大阪府 東　直弥

AM1 一般男子の部 南中OBG会 奈良県 堀川　浩司

AM1 一般男子の部 勝ちたいんや 京都府 原澤　奎伍

AM1 一般男子の部 負けへんでぇ〜 京都府 原澤　奎伍

AM1 一般男子の部 ＭＣＢs 三重県 松下　幸生

AM1 一般男子の部 関西学院大学 兵庫県 松田　優月

AM1 一般男子の部 近畿大学 大阪府 久保　徹

AM1 一般男子の部 市大郡山OB 大阪府 安原　崇人

AW1 一般女子の部 HC HYOGO HEARTS 兵庫県 岡花　宏明

AW1 一般女子の部 島根クラブ 島根県 米田　貴弘

AW1 一般女子の部 ひまわりJAPAN 三重県 津田　志穂

AW1 一般女子の部 山田牧場 京都府 笠丸　千夏

AW1 一般女子の部 Thunders 兵庫県 待鳥沙耶香

AW1 一般女子の部 関西学院大学女子 兵庫県 待鳥沙耶香

AW1 一般女子の部 三重オールスターズ 三重県 早川あゆみ

AW1 一般女子の部 『ひじり』と『いずみ』 滋賀県 宮崎　奈美

EM1 小学男子1部 山東ホッケースポーツ少年団 滋賀県 北川　幸子

EM1 小学男子1部 HC HYOGO HEARTS 兵庫県 岡花　宏明

EM1 小学男子1部 ＫＵＧＡホッケークラブ 山口県 田中　孝昌

EM1 小学男子1部 朝日ホッケースポーツ少年団 福井県 笠原　寛之

EM1 小学男子1部 彦根ワイルドキッズ　若葉スポーツ少年団 滋賀県 岡田　淳子

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

EM1 小学男子1部 春照ホッケースポーツ少年団 滋賀県 伊富貴　耕司

EM1 小学男子1部 各務原ホッケーレッド 岐阜県 青木　由夫

EM2 小学男子2部 ウィル大口HC 愛知県 植木　真吾

EM2 小学男子2部 山東ゴールデンイーグルス 滋賀県 北川　幸子

EM2 小学男子2部 HC HYOGO HEARTS 兵庫県 岡花　宏明

EM2 小学男子2部 可児UNICホッケースポーツ少年団 岐阜県 平岡　千波

EM2 小学男子2部 長泉ホッケースポーツ少年団 ゴリサンズ 静岡県 加藤　和則

EM2 小学男子2部 ナバリスタホッケークラブ 三重県 津田　明徳

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

EM2 小学男子2部 瑞穂ホッケースポーツ少年団 京都府 小原　直也

EM2 小学男子2部 島本ホッケークラブ 大阪府 八尾　宏

EM2 小学男子2部 春照ガッツ 滋賀県 伊富貴　耕司

EM2 小学男子2部 春照ヤンチャーズ 滋賀県 伊富貴　耕司

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

EM2 小学男子2部 高石ボーイズ 大阪府 内田　聖司

EM2 小学男子2部 糸生・常磐・ＥＨホッケースポーツ少年団 福井県 杉森　匡

EM2 小学男子2部 Hiroshima BuenaVista HC 広島県 萩塚　椌未

EW1 小学女子1部 ＫＵＧＡホッケークラブ 山口県 田中　孝昌

EW1 小学女子1部 朝日ホッケースポーツ少年団 福井県 馬谷　誠

EW1 小学女子1部 彦根ワイルドキッズ　若葉スポーツ少年団 滋賀県 岡田　淳子

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

EW1 小学女子1部 鳥取JrHC 鳥取県 加賀田知江

EW1 小学女子1部 春照ホッケースポーツ少年団 滋賀県 伊富貴 耕司

EW1 小学女子1部 各務原ホッケーオレンジ 岐阜県 青木　由夫

EW1 小学女子1部 糸生・常磐・ＥＨホッケースポーツ少年団 福井県 杉森　匡



EW2 小学女子2部 HC HYOGO HEARTS 兵庫県 岡花　宏明

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

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

EW2 小学女子2部 鳥取Jrガールズ 鳥取県 加賀田知江

EW2 小学女子2部 春照レインボー 滋賀県 伊富貴　耕司

EW2 小学女子2部 各務原ホッケーホワイト 岐阜県 青木　由夫

EW2 小学女子2部 高石ガールズ 大阪府 内田　聖司

HM1 高校男子 NAGOYA国際 愛知県 黒宮　祥男

HM1 高校男子 羽衣学園高等学校 大阪府 大島　遼平

HM1 高校男子 府立天王寺高校男子 大阪府 森川 風太

HM1 高校男子 甲南高等学校 兵庫県 鈴木　悠

HM1 高校男子 三重県立名張青峰高等学校 三重県 節句田　悟

HW1 高校女子 府立天王寺高校女子 大阪府 森川 風太

HW1 高校女子 starry's 三重県 節句田　悟

JM1 中学男子1部 丹南中学校 兵庫県 鈴木　良子

JM1 中学男子1部 小矢部市立石動中学校 富山県 鷲尾　尚子

JM1 中学男子1部 八頭中学校 鳥取県 由澤　啓

JM1 中学男子1部 蒲生野中学校 京都府 坂上　基

JM1 中学男子1部 瑞穂中学校 京都府 谷　　 健人

JM1 中学男子1部 横田中ホワイト 島根県 濱田　快

JM1 中学男子1部 横田中レッド 島根県 濱田　快

JM1 中学男子1部 彦根南中学校 滋賀県 森川　大

JM1 中学男子1部 立命館中学校 京都府 水川　優太

JM1 中学男子1部 仁多中学校 島根県 花田　修司

JM1 中学男子1部 伊万里クラブ 佐賀県 浦　佑司

JM1 中学男子1部 伊吹山中学校 滋賀県 山本　圭一

JM2 中学男子2部 郡山西中学校 奈良県 喜夛　正司

JM2 中学男子2部 Aichi国際 愛知県 田中　秀典

JM2 中学男子2部 立命館ホリーズ 京都府 水川　優太

JM2 中学男子2部 郡山南中学校 奈良県 谷口　彩香

JM2 中学男子2部 甲南中学校１・２年 兵庫県 鈴木　悠

JM3 中学男子3年の部 Nagoya国際 愛知県 田中　秀典

JM3 中学男子3年の部 京丹波PLAYBOYS 京都府 徳岡　祐子

JM3 中学男子3年の部 飯山大谷プラチナホークス 京都府 西川裕次郎

JM3 中学男子3年の部 路地裏の弁財天白龍王大権現たち 京都府 西川裕次郎

JM3 中学男子3年の部 彦根卍會 滋賀県 森川　大

JM3 中学男子3年の部 髪切屋 MAXI MBOYS 山口県 山本　和樹

JM3 中学男子3年の部 伊万里クラブ 佐賀県 浦　佑司

JM3 中学男子3年の部 甲南中学校3年 兵庫県 鈴木　悠

JM3 中学男子3年の部 伊吹のゆかいな仲間達 滋賀県 山本　圭一

JM3 中学男子3年の部 Hiroshima BuenaVista HC 広島県 萩塚　椌未

JW1 中学女子1部 瑞穂・篠山丹南中学校 兵庫県 鈴木　良子

JW1 中学女子1部 小矢部市立石動中学校 富山県 鷲尾　尚子

JW1 中学女子1部 八頭中学校 鳥取県 由澤　啓

JW1 中学女子1部 横田中学校 島根県 児島　史朗

JW1 中学女子1部 彦根南中学校 滋賀県 森川　大

JW1 中学女子1部 郡山南中・奈良スポ少 奈良県 谷口　彩香

JW1 中学女子1部 仁多中学校 島根県 植田 拓郎

JW1 中学女子1部 立命館中学校 京都府 平林　拓也

JW1 中学女子1部 羽衣学園中学校 大阪府 久松　輝也

JW1 中学女子1部 伊吹山中学校 滋賀県 山本　圭一

JW2 中学女子2部 郡山西中学校 奈良県 喜夛　正司

JW3 中学女子3年の部 滋賀選抜 滋賀県 森川　大

JW3 中学女子3年の部 KOHN (コーン) 大阪府 久松　輝也



MM40 マスターズ男子40+ 可児ウイングス＋40 岐阜県 森　　 隆

MM40 マスターズ男子40+ 畝傍マスターズ 奈良県 花谷　真

MM40 マスターズ男子40+ ENJOY HOCKEY 東京都 山田　貴彦

MM40 マスターズ男子40+ 三重40ｓ 三重県 松下　幸生

MM40 マスターズ男子40+ 立命館マスターズ40 京都府 堺　　哲平

MM48 マスターズ男子48+ MITA+48 東京都 山崎　智雄

MM48 マスターズ男子48+ 六甲ウォータース1993 with friends 大阪府 尾崎　啓

MM48 マスターズ男子48+ TOKYO UNITED 東京都 山崎　真一

MM48 マスターズ男子48+ ＭＡＳ 三重県 松下　幸生

MM48 マスターズ男子48+ 立命館マスターズ48 京都府 堺　　哲平

MM48 マスターズ男子48+ 一橋マスターズ48 東京都 小川　仁志

MM56 マスターズ男子56+ MITAクラブマスターズ56+ 東京都 中島　康仁

MM56 マスターズ男子56+ 広島マスターズ56＋F 広島県 上杉　和敬

MM56 マスターズ男子56+ 天理マスターズ 和歌山県 松尾　英雄

MM56 マスターズ男子56+ BWS 大阪府 川村　礼紀

MM56 マスターズ男子56+ 甲南マスターズ５６ 兵庫県 斎　　好男　

MM56 マスターズ男子56+ 立命館マスターズLEGEND Jr. 京都府 堺　　哲平

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

MM56 マスターズ男子56+ EL ACEBO 東京都 高田　良太

MM64 マスターズ男子64+ 天理ゴールド 奈良県 川上　豊次

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

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

MM64 マスターズ男子64+ 夕陽丘倶楽部 大阪府 吉成　博行

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

MM64 マスターズ男子64+ 立命館マスターズLEGEND 京都府 堺　　哲平

MM72 マスターズ男子72+ MITAクラブマスターズ72+ 東京都 重田定太郎

MM72 マスターズ男子72+ Gold Stickers 72＋ 大阪府 山田　亮煕

MM72 マスターズ男子72+ 関西マスターズ　72＋ 大阪府 山田　亮煕

MW35 マスターズ女子35+ バリバリ名張 三重県 早川あゆみ

MW43 マスターズ女子43+ ＫＯＴＯＢＵＫＩ 山口県 藤井明子


