
No 氏名 フリガナ チーム名

001 麻生 有季乃 アソウ ユキノ 今井浜SLSC

002 小林 莉菜 コバヤシ リナ 今井浜SLSC

003 相川 慎介 アイカワ シンスケ 今井浜SLSC

004 梶井 直輝 カジイ ナオキ 今井浜SLSC

005 木原 健太郎 キハラ ケンタロウ 今井浜SLSC

006 小久保 開成 コクボ カイセイ 今井浜SLSC

007 酒井 佳穂 サカイ カホ 今井浜SLSC

008 真野 公平 マノ コウヘイ 今井浜SLSC

009 小川 柊 オガワ シュウ 今井浜SLSC

010 神田 羚志 カンダ レイジ 今井浜SLSC

011 岸 千都 キシ チヒロ 今井浜SLSC

012 坂田 将大 サカタ マサヒロ 今井浜SLSC

013 永井 徹 ナガイ トオル 今井浜SLSC

014 山崎 衣里子 ヤマザキ エリコ 今井浜SLSC

015 加賀谷 みはね カガヤ ミハネ 岩井LSC

016 青木 紫音 アオキ シオン 岩井LSC

017 赤坂 祐太 アカサカ ユウタ 岩井LSC

018 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 岩井LSC

019 関口 瑠唯 セキグチ ルイ 岩井LSC

020 天野 翔太 アマノ ショウタ 岩井LSC

021 市川 滋基 イチカワ シゲキ 岩井LSC

022 伊禮 拓実 イレイ タクミ 岩井LSC

023 瀬川 泰樹 セガワ タイキ 大磯LSC

024 田中 大智 タナカ ダイチ 大磯LSC

025 嶋津 俊哉 シマヅ トシヤ 大磯LSC

026 中谷 太一 ナカタニ タイチ 大磯LSC

027 青戸 一貴 アオト カズキ 大磯LSC

028 中澤 美咲 ナカザワ ミサキ 大竹SLSC

029 藤枝 嘉月 フジエダ カヅキ 大竹SLSC

030 阿川 大河 アガワ タイガ 大竹SLSC

031 雨宮 利明 アメミヤ トシアキ 大竹SLSC

032 鵜木 海緒 ウノキ ミオ 大竹SLSC

033 金浦 颯杜 カナウラ ハヤト 大竹SLSC

034 鈴木 葉菜 スズキ ハナ 大竹SLSC

035 木村 美空 キムラ ミク 大竹SLSC

036 横井 佑歌 ヨコイ ユウタ 大竹SLSC

037 菊池 広海 キクチ ヒロウミ 大竹SLSC

038 鈴木 凜 スズキ リン 御宿LSC

039 中村 拓真 ナカムラ タクマ 御宿LSC

040 堀江 朗子 ホリエ サエコ 御宿LSC

041 渡辺 智弘 ワタナベ トモヒロ 御宿LSC

042 伊藤 亮佑 イトウ リョウスケ 御宿LSC

043 宮田 真吾 ミヤタ シンゴ 御宿LSC

044 元田 隼斗 モトダ ハヤト 御宿LSC

045 阿久根 航 アクネ ワタル 御宿LSC

046 岡本 仁奈 オカモト ニナ 御宿LSC

047 佐藤 祐介 サトウ ユウスケ 御宿LSC

048 萩谷 駿 ハギヤ シュン 御宿LSC

049 天野 竜太郎 アマノ リュウタロウ 御宿LSC

050 川端 良太 カワバタ リョウタ 御宿LSC

051 高須 快晴 タカス ヨシハル 鹿嶋LGT

052 南 空野 ミナミ クウヤ 鹿嶋LGT

053 小野寺 美紅 オノデラ ミク 鹿嶋LGT

054 坂井 天 サカイ ソラ 鹿嶋LGT

055 髙橋 佳樹 タカハシ ケイジュ 鹿嶋LGT
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056 田中 悠紀子 タナカ ユキコ 鹿嶋LGT

057 西山 拓磨 ニシヤマ タクマ 鹿嶋LGT

058 宮澤 あみ ミヤザワ アミ 鹿嶋LGT

059 山岸 夢 ヤマギシ ノゾミ 鹿嶋LGT

060 山田 エリカ ヤマダ エリカ 鹿嶋LGT

061 中島 里美 ナカジマ サトミ 鹿嶋LGT

062 横山 寛季 ヨコヤマ ヒロキ 鹿嶋LGT

063 滝野 駿介 タキノ シュンスケ 鹿嶋LGT

064 松本 侑也 マツモト ユウヤ 鹿嶋LGT

065 小田 眞木子 オダ マキコ 鹿嶋LGT

066 湯浅 泰旺 ユアサ タイオウ 鹿嶋LGT

067 高柴 瑠衣 タカシバ ルイ 鹿嶋LGT

068 麻田 健太 アサダ ケンタ 勝浦LSC

069 椿 光一郎 ツバキ コウイチロウ 勝浦LSC

070 菅野 敬介 カンノ ケイスケ 勝浦LSC

071 芹澤 勇作 セリザワ ユウサク 勝浦LSC

072 永石 哲朗 ナガイシ テツロウ 勝浦LSC

073 篠田 智哉 シノダ トモヤ 勝浦LSC

074 渡邊 美佑 ワタナベ ミユ 鎌倉LG

075 荻山 澪 オギヤマ レイ 鎌倉LG

076 川勝 美輝 カワカツ ミキ 鎌倉LG

077 風戸 希美 カザト ノゾミ 鴨川LSC

078 三好 雄稀 ミヨシ ユウキ 鴨川LSC

079 八木 愛海 ヤギ マナミ 鴨川LSC

080 佐藤 弘基 サトウ ヒロキ 鴨川LSC

081 森野 郁也 モリノ フミヤ 鴨川LSC

082 有賀 海斗 アリガ カイト 鴨川LSC

083 齊藤 黎 サイトウ レイ 九十九里LSC

084 鈴木 暁 スズキ ギョウ 九十九里LSC

085 田口 琴音 タグチ コトネ 九十九里LSC

086 若杉 京 ワカスギ ケイ 九十九里LSC

087 住吉 茉央 スミヨシ マオ 九十九里LSC

088 横山 南風 ヨコヤマ ナンプウ 九十九里LSC

089 熊谷 俊輝 クマガイ シュンキ 九十九里LSC

090 村田 佳央瑠 ムラタ カオル 九十九里LSC

091 光野 智大 コウノ トモヒロ 九十九里LSC

092 北村 舜輔 キタムラ シュンスケ 神津島LSC

093 岡部 幹也 オカベ ミキヤ 神津島LSC

094 佐藤 龍 サトウ リュウ 神津島LSC

095 竹花 悠也 タケハナ ユウヤ 神津島LSC

096 山路 倖茄 ヤマジ サチカ 神津島LSC

097 仙波 美幸 センバ ミユキ 神津島LSC

098 戸張 靖也 トバリ ヤスナリ 神津島LSC

099 渡邉 丈 ワタナベ ジョウ 神津島LSC

100 国松 桃子 クニマツ モモコ 神津島LSC

101 清水 美咲 シミズ ミサキ 神津島LSC

102 生澤 安祐美 イケザワ アユミ 神津島LSC

103 鈴木 竜司 スズキ リュウジ 神津島LSC

104 鈴木 麻祐 スズキ マユ 三多摩LSC

105 井口 彩紀 イグチ サキ 三多摩LSC

106 小早川 絹桂 コバヤカワ キヌカ 三多摩LSC

107 高橋 祥子 タカハシ ショウコ 三多摩LSC

108 植木 裕太郎 ウエキ ユウタロウ 三多摩LSC

109 大山 靖香 オオヤマ ヤスカ 三多摩LSC

110 相澤 虎大 アイザワ コダイ 下田LSC
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111 花塚 修斗 ハナヅカ シュウト 湘南ひらつかLSC

112 江原 裕来 エハラ ユウキ 湘南ひらつかLSC

113 城田 永 シロタ ハルカ 湘南ひらつかLSC

114 冨樫 幹大 トガシ ミキヒロ 湘南ひらつかLSC

115 伊藤 吏玖 イトウ リク 湘南ひらつかLSC

116 谷川 恵菜 タニカワ エナ 湘南ひらつかLSC

117 永鳥 真歩 ナガトリ マホ 湘南ひらつかLSC

118 橋爪 環奈 ハシヅメ カンナ 湘南ひらつかLSC

119 水越 祐太 ミズコシ ユウタ 湘南ひらつかLSC

120 谷中 勇哉 ヤナカ ユウヤ 湘南ひらつかLSC

121 茅沼 大羽 カヤヌマ ダイハ 白浜LSC

122 三浦 誠人 ミウラ マサト 白浜LSC

123 宮下 陸 ミヤシタ リク 白浜LSC

124 山本 万璃愛 ヤマモト マリア 白浜LSC

125 池沢 司 イケザワ ツカサ 白浜LSC

126 小松 花穂 コマツ ハナミ 白浜LSC

127 重野 里奈 シゲノ リナ 白浜LSC

128 畑中 優太 ハタナカ ユウタ 白浜LSC

129 福島 亜美 フクシマ アミ 白浜LSC

130 前川 拓道 マエカワ タクミ 白浜LSC

131 庄司 裕哉 ショウジ ユウヤ 白浜LSC

132 田中 優果 タナカ ユウカ 白浜LSC

133 蜂須 静香 ハチス シズカ 白浜LSC

134 田原 大地 タハラ ダイチ 白浜LSC

135 井上 乃々佳 イノウエ ノノカ 逗子SLSC

136 粕谷 基喜 カスヤ モトキ 逗子SLSC

137 石高 亜佳音 イシタカ アカネ 逗子SLSC

138 鈴木 馨太 スズキ ケイタ 逗子SLSC

139 原 香織 ハラ カオリ 逗子SLSC

140 藤巻 睦真 フジマキ ムツマ 逗子SLSC

141 宮本 麻衣 ミヤモト マイ 逗子SLSC

142 木嶋 紀之 キジマ ノリユキ 逗子SLSC

143 杉本 紗英 スギモト サエ 逗子SLSC

144 高松 夏一 タカマツ カイチ 逗子SLSC

145 松村 桐杏 マツムラ キリコ 逗子SLSC

146 矢口 夏帆 ヤグチ カホ 逗子SLSC

147 久芳 萌乃 クバ モエノ 逗子SLSC

148 中村 慈英 ナカムラ ジエイ 逗子SLSC

149 北村 俊樹 キタムラ トシキ 逗子SLSC

150 平井 寿奈 ヒライ ジュナ 逗子SLSC

151 柳原 拓実 ヤナギハラ タクミ 逗子SLSC

152 井野口 真大 イノクチ マナト 茅ヶ崎SLSC

153 田岡 甲太郎 タオカ コウタロウ 茅ヶ崎SLSC

154 野村 雪羽 ノムラ ユキハ 茅ヶ崎SLSC

155 藤村 拓真 フジムラ タクマ 茅ヶ崎SLSC

156 相田 隆史 アイタ タカフミ 茅ヶ崎SLSC

157 山根 秀一 ヤマネ シュウイチ 茅ヶ崎SLSC

158 中島 静香 ナカジマ シズカ 茅ヶ崎SLSC

159 名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ 茅ヶ崎SLSC

160 猪又 美佳 イノマタ ミカ 茅ヶ崎SLSC

161 佐々木 周 ササキ イタル 銚子LC

162 藤田 弥空 フジタ ミソラ 銚子LC

163 牧田 直也 マキタ ナオヤ 銚子LC

164 松本 優 マツモト ユウ 銚子LC

165 溝上 洋起 ミゾカミ ヒロキ 銚子LC
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166 安原 慶 ヤスハラ ケイ 銚子LC

167 神谷 雅子 カミヤ マサコ 銚子LC

168 川辺 美咲 カワベ ミサキ 銚子LC

169 田口 廉 タグチ レン 銚子LC

170 原 侑伽 ハラ ユウカ 銚子LC

171 青柳 佑太郎 アオヤギ ユウタロウ 銚子LC

172 阿久津 美沙緒 アクツ ミサオ 銚子LC

173 井上 虎太郎 イノウエ コタロウ 銚子LC

174 草山 悟志 クサヤマ サトシ 銚子LC

175 竹田 陸央 タケダ リクオ 銚子LC

176 野本 昂汰 ノモト コウタ 銚子LC

177 比嘉 貴博 ヒガ タカヒロ 銚子LC

178 岸 宏暉 キシ ヒロキ 銚子LC

179 森野 友也 モリノ トモヤ 銚子LC

180 菅野 愛琉 スガノ マル 土肥LSC

181 麻生 百合香 アソウ ユリカ 土肥LSC

182 江藤 廉 エトウ レン 土肥LSC

183 佐々木 千佳 ササキ チカ 土肥LSC

184 平田 優海 ヒタラ ユウミ 土肥LSC

185 間宮 理央 マミヤ リチカ 土肥LSC

186 水口 莉沙 ミズグチ リサ 土肥LSC

187 川崎 武大 カワサキ タケヒロ 土肥LSC

188 松木 栞大 マツキ カンタ 新島LSC

189 磯﨑 航 イソザキ ワタル 新島LSC

190 広沢 和輝 ヒロサワ カズキ 新島LSC

191 宮澤 渓 ミヤザワ ケイ 新島LSC

192 黒江 良之 クロエ ヨシユキ 新島LSC

193 中島 章 ナカジマ アキラ 新島LSC

194 田村 浩志 タムラ ヒロシ 新島LSC

195 秋葉 駿平 アキバ シュンペイ 西伊豆・松崎LSC

196 小須田 彩千也 コスダ サチヤ 西伊豆・松崎LSC

197 瀬戸川 時生 セトガワ トキオ 西伊豆・松崎LSC

198 田畑 歩夢 タバタ アユム 西伊豆・松崎LSC

199 永島 歩人 ナガシマ アルト 西伊豆・松崎LSC

200 前川 拓真 マエカワ タクマ 西伊豆・松崎LSC

201 今泉 雄太郎 イマイズミ ユウタロウ 西伊豆・松崎LSC

202 上阪 水裕 ウエサカ ミユ 西伊豆・松崎LSC

203 大野 琉宇那 オオノ ルウナ 西伊豆・松崎LSC

204 谷 健太郎 タニ ケンタロウ 西伊豆・松崎LSC

205 堀内 優樹 ホリウチ ユウキ 西伊豆・松崎LSC

206 ⾧内 俊樹 オサナイ トシキ 西伊豆・松崎LSC

207 志賀 海征 シガ カイセイ 西浜SLSC

208 田邉 あめり タナベ アメリ 西浜SLSC

209 坂本 真德 サカモト マサトク 西浜SLSC

210 佐久間 優衣 サクマ ユイ 西浜SLSC

211 前田 葵 マエダ アオイ 西浜SLSC

212 吉本 翔 ヨシモト カケル 西浜SLSC

213 稲田 健太郎 イナタ ケンタロウ 西浜SLSC

214 内堀 夏怜 ウチボリ カレン 西浜SLSC

215 金川 もも カナガワ モモ 西浜SLSC

216 小林 夢 コバヤシ ユメ 西浜SLSC

217 亀谷 重思 カメヤ アツシ 西浜SLSC

218 坂本 佳凪子 サカモト カナコ 西浜SLSC

219 片平 悠理亜メリッサ カタヒラ ユリアメリッサ 西浜SLSC

220 石田 堅人 イシダ ケント 日体大荏原LS



No 氏名 フリガナ チーム名

221 大久保 咲良 オオクボ サクラ 日体大荏原LS

222 正木 萌香 マサキ モエカ 日体大荏原LS

223 荒居 乃音 アライ ノノン 日体大荏原LS

224 池田 実栞 イケダ ミカン 日体大荏原LS

225 石野田 凜 イシノダ リン 日体大荏原LS

226 葛西 真優 カサイ マヒロ 日体大荏原LS

227 寺下 宝志 テラシタ ホウシ 日体大荏原LS

228 徳嶺 仁美 トクミネ ヒトミ 日体大荏原LS

229 羽富 麗心 ハトミ ウララ 日体大荏原LS

230 山崎 緋呂 ヤマザキ ヒイロ 日体大荏原LS

231 山田 純葉 ヤマダ スミハ 日体大荏原LS

232 宇佐美 将 ウサミ マサシ 日体大荏原LS

233 神庭 愛 カミニワ アイ 日体大荏原LS

234 熊木 春乃 クマキ ハルノ 日体大荏原LS

235 増田 輝 マスダ キララ 日体大荏原LS

236 横田 虹太郎 ヨコタ コウタロウ 日体大荏原LS

237 大圖 光陽 オオズ ミツアキ 日体大荏原LS

238 大矢 幸恵 オオヤ ユキエ 日体大荏原LS

239 菊池 天音 キクチ アマネ 日体大荏原LS

240 服部 怜生 ハットリ レオ 日体大荏原LS

241 林 愛莉 ハヤシ アイリ 日体大荏原LS

242 森下 広大 モリシタ コウダイ 日体大荏原LS

243 島 優太 シマ ユウタ 波崎SLSC

244 宮澤 純 ミヤザワ ジュン 波崎SLSC

245 赤堀 元紀 アカホリ ゲンキ 葉山LSC

246 原 光斗 ハラ ミツト 葉山LSC

247 中村 大輝 ナカムラ ダイキ 葉山LSC

248 塚本 涼太郎 ツカモト リョウタロウ 葉山LSC

249 堀江 海太 ホリエ ウミタ 葉山LSC

250 荒 明日香 アラ アスカ 湯河原LSC

251 岩出 航輔 イワイデ コウスケ 湯河原LSC

252 小菅 陽香 コスゲ ハルカ 湯河原LSC

253 小平 杏 コヒラ アン 湯河原LSC

254 高橋 麗那 タカハシ レナ 湯河原LSC

255 堂薗 佑太 ドウゾノ ユウタ 湯河原LSC

256 中ノ森 晴香 ナカノモリ ハルカ 湯河原LSC

257 野澤 優太 ノザワ ユウタ 湯河原LSC

258 秋田 香苗 アキタ カナエ 湯河原LSC

259 五十嵐 陽菜 イガラシ ハルナ 湯河原LSC

260 菅井 美菜 スガイ ミナ 湯河原LSC

261 中鉢 夏希 チュウバチ ナツキ 湯河原LSC

262 林 誠海 ハヤシ マサミ 湯河原LSC

263 村松 優哉 ムラマツ ユウヤ 湯河原LSC

264 吉田 唯人 ヨシダ ユイト 湯河原LSC

265 田之上 紗和子 タノウエ サワコ 湯河原LSC

266 山尾 良寛 ヤマオ ヨシヒロ 湯河原LSC

267 熊木 なつみ クマキ ナツミ 湯河原LSC

268 市川 恵理 イチカワ エリ 湯河原LSC

269 西山 俊 ニシヤマ シュン 湯河原LSC

270 板場 貴大 イタバ タカヒロ 横浜海の公園LSC

271 神田 綾 カンダ アヤ 横浜海の公園LSC

272 桑島 華子 クワジマ ハナコ 横浜海の公園LSC

273 善波 雄一郎 ゼンバ ユウイチロウ 横浜海の公園LSC

274 岡野 恵梨 オカノ エリ 横浜海の公園LSC

275 石川 あずさ イシカワ アズサ 横浜海の公園LSC



No 氏名 フリガナ チーム名

276 新榮 龍也 シンエイ タツヤ 横浜海の公園LSC

277 北田 尚輝 キタダ ナオキ 横浜海の公園LSC

278 津嶋 笑満花 ツシマ エミカ 和田浦LSC

279 伊藤 若菜 イトウ ワカナ 和田浦LSC

280 國澤 健大 クニサワ ケンタ 和田浦LSC

281 徳応 涼輔 トクオ リョウスケ 和田浦LSC

282 中井 優波 ナカイ ユナ 和田浦LSC

283 伊藤 舞香 イトウ マイカ 和田浦LSC

284 工藤 英俊 クドウ ヒデトシ 和田浦LSC

285 高橋 徹 タカハシ トオル 和田浦LSC


