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ｴﾝﾄﾘｰ番号 1種別 2チーム名 3県名 4連絡者

9 AM1 一般男子の部 岐阜総合OB 岐阜県 高木　大輝

10 AM1 一般男子の部 sorgente.uovo 岐阜県 丹羽　保輝

29 AM1 一般男子の部 YGUのOBとチャンカワイと竹 京都府 原澤　奎伍

39 AM1 一般男子の部 MTFIVE 東京都 絹谷　隆介

40 AM1 一般男子の部 高知いごっそうクラブ 高知県 中山　真輔

59 AM1 一般男子の部 ちーむよこたっこ 島根県 石原　宏樹

60 AM1 一般男子の部 ヤセイノカン奥出雲 島根県 糸原　佳汰

72 AM1 一般男子の部 仁多米ーズ 島根県 内田　直輝

73 AM1 一般男子の部 畝傍クラブ 奈良県 濱口　達也

74 AM1 一般男子の部 第二赤林ビルホッケーチーム 愛知県 千原　健史

84 AM1 一般男子の部 TMNFホッケー部 東京都 依田　星也

89 AM1 一般男子の部 TOMOCHANGS 神奈川県 岡田　寛

108 AM1 一般男子の部 あさひ～ず 福井県 清水　貴弘

109 AM1 一般男子の部 南中OBG会 奈良県 堀川　浩司

152 AM1 一般男子の部 ＴＫＧ 岡山県 森　紘之

153 AM1 一般男子の部 アレッサ横浜ホッケークラブ 東京都 浅田　雄介

154 AM1 一般男子の部 メトロWest 東京都 西川　敦也

155 AM1 一般男子の部 近山大学(ちかやまだいがく) 大阪府 天野　康平

175 AM1 一般男子の部 Maeda Japan 大阪府 兵藤　岳也

176 AM1 一般男子の部 摂南大学ホッケー部 大阪府 久保　貞滋

177 AM1 一般男子の部 東の慶應　西の甲南 兵庫県 平野　輝

69 AW1 一般女子の部 「ひじり」と「いずみ」 滋賀県 北島　聖菜

70 AW1 一般女子の部 わりんご俱楽部 島根県 米田 貴弘

71 AW1 一般女子の部 愛知杖球倶楽部 愛知県 大澤　久美子

88 AW1 一般女子の部 HC HYOGO HEARTS 兵庫県 岡花　宏明

106 AW1 一般女子の部 チーム　ガンガン 三重県 津田　 志穂

107 AW1 一般女子の部 夏の日の1993 愛知県 山下　留依

150 AW1 一般女子の部 Thunders 兵庫県 田中　梨琴

151 AW1 一般女子の部 関西学院大学 兵庫県 田中　梨琴

2 EM1 小学男子1部 彦根ワイルドキッズ 滋賀県 山川　直美

6 EM1 小学男子1部 朝日ホッケースポーツ少年団 福井県 横田　将太郎

13 EM1 小学男子1部 えちぜんホッケースポーツ少年団 福井県 佐田　幸一郎

23 EM1 小学男子1部 春照ホッケースポーツ少年団 滋賀県 藤居　忠士

25 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

62 EM1 小学男子1部 伊万里ホッケークラブ 佐賀県 川原　悠雅

92 EM1 小学男子1部 RED OX OYABE HOCKEY CLUB 富山県 鍋島　幸子

94 EM1 小学男子1部 HC HYOGO HEARTS　グリーン 兵庫県 岡花　宏明

111 EM1 小学男子1部 山東ホッケースポーツ少年団 滋賀県 高木　敏宏

138 EM1 小学男子1部 ＫＵＧＡホッケークラブ 山口県 田中　孝昌

159 EM1 小学男子1部 瀬熊連合 岡山県 相浦　康雄

161 EM1 小学男子1部 高石市ホッケースポーツ少年団 大阪府 内田　聖司

168 EM1 小学男子1部 HiroshimaBuenaVistaHC 広島県 萩塚　椌未

64 EM1 小学男子1部 各務原ホッケーレッド 岐阜県 阿部　雄介
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1 EM2 小学男子2部 ウィル大口HC 愛知県 植木　真吾

4 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

14 EM2 小学男子2部 えちぜんホッケースポーツ少年団 福井県 佐田　幸一郎

22 EM2 小学男子2部 春照ガッツ 滋賀県 藤居　忠士

36 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

37 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

41 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

96 EM2 小学男子2部 HC HYOGO HEARTS ブルー 兵庫県 岡花　宏明

112 EM2 小学男子2部 GOLD BLUE Okuizumo 島根県 白根　俊彦

113 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

139 EM2 小学男子2部 ＫＵＧＡホッケークラブ 山口県 田中　孝昌

162 EM2 小学男子2部 高石ボーイズ 大阪府 内田　聖司

178 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

65 EM2 小学男子2部 各務原ホッケーホワイト 岐阜県 阿部　雄介

93 EM2 小学男子2部 島本ホッケークラブ 大阪府 八尾　宏

3 EW1 小学女子1部 彦根ワイルドキッズ 滋賀県 山川　直美

8 EW1 小学女子1部 朝日ホッケースポーツ少年団 福井県 小林　清人

11 EW1 小学女子1部 えちぜんホッケースポーツ少年団 福井県 佐田　幸一郎

24 EW1 小学女子1部 春照ホッケースポーツ少年団 滋賀県 藤居　忠士

26 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

61 EW1 小学女子1部 伊万里ホッケークラブ 佐賀県 川原　悠雅

91 EW1 小学女子1部 RED OX OYABE HOCKEY CLUB 富山県 鍋島　幸子

63 EW1 小学女子1部 各務原ホッケーオレンジ 岐阜県 阿部　雄介

5 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

12 EW2 小学女子2部 えちぜんホッケースポーツ少年団 福井県 佐田　幸一郎

95 EW2 小学女子2部 HC HYOGO HEARTS 兵庫県 岡花　宏明

110 EW2 小学女子2部 山東ホッケースポーツ少年団 滋賀県 高木　敏宏

137 EW2 小学女子2部 ＫＵＧＡホッケークラブ 山口県 田中　孝昌

158 EW2 小学女子2部 チーム瀬熊 岡山県 相浦　康雄

160 EW2 小学女子2部 高石市ホッケースポーツ少年団 大阪府 内田　聖司

45 HM1 高校男子 青翔高校 奈良県 市橋　亮

75 HM1 高校男子 TEAM AICHI 愛知県 黒宮　祥男

76 HM1 高校男子 TEAM NAGOYA 愛知県 黒宮　祥男

90 HM1 高校男子 羽衣学園高等学校 大阪府 大島　遼平

157 HM1 高校男子 名張青峰高校 三重県 節句田　悟

171 HM1 高校男子 甲南高等学校 兵庫県 鈴木　悠

77 HM1 高校男子 可児工業高等学校 岐阜県 重森　誠

156 HW1 高校女子 starry's 三重県 節句田　悟

15 JM1 中学男子1部 綾川ホッケークラブ 香川県 川原　篤

17 JM1 中学男子1部 ARQS 岐阜県 岡田　卓也

27 JM1 中学男子1部 彦根南中学校 滋賀県 森川　大

34 JM1 中学男子1部 瀬戸中学校 岡山県 矢部　貴俊

44 JM1 中学男子1部 可児UNICﾌｨｰﾙﾄﾞﾎｯｹｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 岐阜県 森　仁美

54 JM1 中学男子1部 Otani Hockey 京都府 西川　裕次郎

55 JM1 中学男子1部 伊吹山中学校 滋賀県 山本　圭一
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67 JM1 中学男子1部 横田中学校 島根県 濱田　快

79 JM1 中学男子1部 Team Aichi 愛知県 黒宮　祥男

80 JM1 中学男子1部 朝日中学校 福井県 馬谷　圭介

98 JM1 中学男子1部 織田中学校 福井県 谷　伸一

121 JM1 中学男子1部 吉備中学校 和歌山県 山田　享平

122 JM1 中学男子1部 郡山南中学校 奈良県 谷口　彩香

123 JM1 中学男子1部 篠山丹南ハーツ 兵庫県 鈴木　良子

124 JM1 中学男子1部 仁多中学校 島根県 花田　修司

125 JM1 中学男子1部 畝傍中学校 奈良県 松井　智嗣

126 JM1 中学男子1部 立命館中学校 京都府 水川　優太

133 JM1 中学男子1部 KUGAホッケークラブ 山口県 東　　　敬

164 JM1 中学男子1部 蒲生野・瑞穂 京都府 坂上　基

35 JM2 中学男子2部 瀬戸中魂 岡山県 矢部　貴俊

46 JM2 中学男子2部 青翔中学校 奈良県 市橋　亮

56 JM2 中学男子2部 伊吹山中ボーイ 滋賀県 山本　圭一

81 JM2 中学男子2部 Team nagoya 愛知県 黒宮　祥男

82 JM2 中学男子2部 越前ユナイテッド 福井県 馬谷　圭介

129 JM2 中学男子2部 Blue樋脇 鹿児島県 満吉　亮佳

130 JM2 中学男子2部 Red樋脇 鹿児島県 満吉　亮佳

134 JM2 中学男子2部 磐梨中学校 岡山県 相浦　良人

167 JM2 中学男子2部 羽衣学園 大阪府 久松　輝也

172 JM2 中学男子2部 甲南中学校 兵庫県 鈴木　悠

7 JM2 中学男子2部 郡山西中学校 奈良県 喜夛　正司

18 JM3 中学男子3年の部 ARQS 岐阜県 岡田　卓也

21 JM3 中学男子3年の部 てなわん 福井県 安井　得洋

57 JM3 中学男子3年の部 Fruities 京都府 太野　勉

58 JM3 中学男子3年の部 BlueSticks Jr 滋賀県 山崎　直樹

127 JM3 中学男子3年の部 Kyoto Union 京都府 杉政　佐智恵

128 JM3 中学男子3年の部 横田魂 島根県 白根　俊彦

170 JM3 中学男子3年の部 ＮＢＨＣ 広島県 萩塚　椌未

19 JW1 中学女子1部 ARQS 岐阜県 岡田　卓也

28 JW1 中学女子1部 彦根南中学校 滋賀県 森川　大

32 JW1 中学女子1部 瀬戸中ホワイト 岡山県 矢部　貴俊

52 JW1 中学女子1部 伊吹山中学校 滋賀県 山本　圭一

66 JW1 中学女子1部 横田中学校 島根県 濱田　快

78 JW1 中学女子1部 朝日中学校 福井県 吉川　薫

97 JW1 中学女子1部 織田・朝日中学校 福井県 谷　伸一

114 JW1 中学女子1部 吉備中学校 和歌山県 山田　享平

115 JW1 中学女子1部 篠山丹南ハーツ 兵庫県 鈴木　良子

116 JW1 中学女子1部 仁多中学校 島根県 植田　拓郎

117 JW1 中学女子1部 畝傍中学校 奈良県 葛上　かれん

118 JW1 中学女子1部 立命館中学校 京都府 花田　恵理

132 JW1 中学女子1部 KUGAホッケークラブ 山口県 東　　　敬

163 JW1 中学女子1部 瑞穂・蒲生野 京都府 坂上　基

33 JW2 中学女子2部 瀬戸中レッド 岡山県 矢部　貴俊
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119 JW2 中学女子2部 郡山南中学校 奈良県 谷口　彩香

120 JW2 中学女子2部 立命館hollys 京都府 花田　恵理

135 JW2 中学女子2部 磐梨中学校 岡山県 相浦　良人

165 JW2 中学女子2部 奈良スポ少・羽衣中・郡山西中合同 奈良県 久松　輝也

16 JW3 中学女子3年の部 ARQS 岐阜県 岡田　卓也

53 JW3 中学女子3年の部 レイク琵琶娘 滋賀県 北村　佳代子

166 JW3 中学女子3年の部 ＨＫ２ 大阪府 久松　輝也

169 JW3 中学女子3年の部 HiroshimaBuenaVistaHC 広島県 萩塚　椌未

49 MM40 マスターズ男子40+ 宇陀室生クラブ 奈良県 細川　貞彦

83 MM40 マスターズ男子40+ 東京海上日動火災保険㈱ホッケー部 東京都 依田　星也

102 MM40 マスターズ男子40+ MJP 奈良県 中野　浩

141 MM40 マスターズ男子40+ ＭＩＯ　Ｈｙｂｒｉｄ 三重県 松下　幸生

143 MM40 マスターズ男子40+ 可児ウイングス＋４０ 岐阜県 森　隆

20 MM40 マスターズ男子40+ I.L.M 滋賀県 松居　文嘉

101 MM40 マスターズ男子40+ Enjoy hockey teams 神奈川県 大久保　太乙

30 MM48 マスターズ男子48+ 京阪神マスターズ48＋ 大阪府 尾崎　啓

50 MM48 マスターズ男子48+ 畝傍マスターズ 奈良県 高松　幸一

51 MM48 マスターズ男子48+ MITAマスターズ48+ 東京都 山﨑　智雄

85 MM48 マスターズ男子48+ しまねマスターズ 島根県 原　伸二

131 MM48 マスターズ男子48+ 立命館マスターズ48 京都府 岡野　恭哲

142 MM48 マスターズ男子48+ ＭＡＳ 三重県 松下　幸生

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

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

47 MM56 マスターズ男子56+ 天理マスターズ 和歌山県 松尾　英雄

68 MM56 マスターズ男子56+ BWS 大阪府 森本　克之

86 MM56 マスターズ男子56+ MITA56+ 東京都 荒井　佳男

87 MM56 マスターズ男子56+ 甲南マスターズ56 兵庫県 斎　好男

103 MM56 マスターズ男子56+ RitsuGWH56 京都府 澤田　昌宏

174 MM56 マスターズ男子56+ TU&Fox 東京都 高田　良太

38 MM64 マスターズ男子64+ MITAマスターズ64+ 東京都 中島　康仁

48 MM64 マスターズ男子64+ 天理ゴールド 奈良県 川上　豊次

104 MM64 マスターズ男子64+ 立命館マスターズLegend 京都府 岡野　恭哲

105 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

136 MM64 マスターズ男子64+ 夕陽丘倶楽部 大阪府 吉成　博行

145 MM64 マスターズ男子64+ 一橋クラブマスターズ64 東京都 小川　仁志

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

31 MM72 マスターズ男子72+ 晴れの国黄昏 岡山県 東原　宏明

42 MM72 マスターズ男子72+ MITAマスターズヴィンテージ72+ 東京都 重田　定太郎

43 MM72 マスターズ男子72+ MITAマスターズ72+ 東京都 重田　定太郎

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

149 MM72 マスターズ男子72+ 関西マスターズ72＋ 大阪府 山田　亮煕

99 MW35 マスターズ女子35+ 愛❤三滋（あいらぶさんし） 三重県 早川　あゆみ

100 MW43 マスターズ女子43+ ち～zen 岐阜県 高島　匡代

140 MW43 マスターズ女子43+ ガッツ石動・丹生 富山県 前田　恵

173 MW43 マスターズ女子43+ KOTOBUKI 山口県 藤井　明子


