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氏名 フリガナ 性別 クラブ名称 【個人】1種目目 【個人】2種目目 【個人】3種目目
三浦 萌菜 ミウラ モエナ 女性 熱川LSC ③ボードレース（女子） なし なし
野間口 隼大 ノマグチ ハヤト 男性 熱川LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
島袋 史土 シマブクロ フミト 男性 熱川LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
佐藤 紗央李 サトウ サオリ 女性 熱川LSC ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
谷川 真莉菜 タニカワ マリナ 女性 熱川LSC ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
山﨑 衣里子 ヤマザキ エリコ 女性 今井浜SLSC ③ボードレース（女子） なし
金子 莉乃 カネコ リノ 女性 今井浜SLSC ③ボードレース（女子） なし
保坂 涼太 ホサカ リョウタ 男性 今井浜SLSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
赤坂 祐太 アカサカ ユウタ 男性 岩井LSC ②サーフレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
市川 滋基 イチカワ シゲキ 男性 岩井LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
岸下 有希 キシシタ ユウキ 男性 岩井LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
関口 瑠唯 セキグチ ルイ 女性 岩井LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
足立 優波 アダチ ユナ 女性 岩井LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
天野 翔太 アマノ ショウタ 男性 岩井LSC ②サーフレース（男子） なし
新井 大介 アライ ダイスケ 男性 岩井LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
佐藤 亮佑 サトウ リョウスケ 男性 岩井LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
銭 伸茂 セン ノブシゲ 男性 岩井LSC ②サーフレース（男子） なし
辻本 佳起 ツジモト ヨシキ 男性 岩井LSC ②サーフレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
吉國 春菜 ヨシクニ ハルナ 女性 岩井LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
杉崎 友梨 スギザキ ユリ 女性 岩井LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） ①サーフレース（女子）
青戸 一貴 アオト カズキ 男性 大磯LSC ④ボードレース（男子） なし なし
市川 巧基 イチカワ コウキ 男性 大磯LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ②サーフレース（男子）
鹿島 菜 カシマ サイ 女性 大磯LSC ③ボードレース（女子） なし なし
嶋津 俊哉 シマヅ トシヤ 男性 大磯LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子）
白井 智也 シライ トモヤ 男性 大磯LSC ②サーフレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
滝沢 聖夜 タキザワ セイヤ 男性 大磯LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
牧野 結衣 マキノ ユイ 女性 大磯LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
遠藤 功瑛 エンドウ コウエイ 男性 大磯LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
遠藤 佑介 エンドウ ユウスケ 男性 大磯LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
船津 まどか フナツ マドカ 女性 大磯LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
中村 泰己 ナカムラ タイキ 男性 大磯LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
池 俊一 イケ シュンイチ 男性 大磯LSC ④ボードレース（男子） なし なし
神代 能秀 カシロ タカヒデ 男性 大竹SLSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
丸山 亮也 マルヤマ リョウヤ 男性 勝浦LSC ④ボードレース（男子） なし なし
芹澤 勇作 セリザワ ユウサク 男性 勝浦LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
谷田 和也 タニダ カズヤ 男性 勝浦LSC ④ボードレース（男子） なし なし
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氏名 フリガナ 性別 クラブ名称 【個人】1種目目 【個人】2種目目 【個人】3種目目
中島 成輝 ナカジマ ナルキ 男性 勝浦LSC ④ボードレース（男子） なし なし
野々村 勇二 ノノムラ ユウジ 男性 勝浦LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
榎本 宏暉 エノモト ヒロキ 男性 勝浦LSC ④ボードレース（男子） なし
小平 歩 コダイラ アユム 男性 勝浦LSC ④ボードレース（男子） なし なし
安達 雄太 アダチ ユウタ 男性 勝浦LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン なし
畑中 優太 ハタナカ ユウタ 男性 鴨川LSC ②サーフレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
井田 智也 イダ トモヤ 男性 鴨川LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
工藤 詩音 クドウ シオン 男性 鴨川LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
信坂 宜希 ノブサカ ヨシキ 男性 鴨川LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
有賀 海斗 アリガ カイト 男性 鴨川LSC ②サーフレース（男子） なし なし
橋本 未央 ハシモト ミオ 女性 鴨川LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
佐々木 奨 ササキ タスク 男性 鴨川LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ②サーフレース（男子）
佐藤 美帆 サトウ ミホ 女性 鴨川LSC ③ボードレース（女子） なし なし
関口 莉歩 セキグチ リホ 女性 KITAJIMAQUATICS ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） なし
服部 亜実 ハットリ アミ 女性 KITAJIMAQUATICS ①サーフレース（女子） なし なし
酒見 琳 サカミ リン 女性 KITAJIMAQUATICS ③ボードレース（女子） なし なし
古金 源太 フルカネ ゲンタ 男性 KITAJIMAQUATICS ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
神谷 海花 カミヤ ウミカ 女性 九十九里LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
重岡 寛大 シゲオカ ヒロヤ 男性 九十九里LSC ⑥オーシャンマン ④ボードレース（男子） なし
中岡 大志郎 ナカオカ タイシロウ 男性 九十九里LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
町田 遥加 マチダ ハルカ 女性 九十九里LSC ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子）
村田 佳央瑠 ムラタ カオル 女性 九十九里LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
大和田 大寛 オオワダ マサヒロ 男性 九十九里LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
熊谷 俊輝 クマガイ シュンキ 男性 九十九里LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
光野 智大 コウノ トモヒロ 男性 九十九里LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
櫻井 美乃 サクライ ヨシノ 女性 九十九里LSC ⑤オーシャンウーマン なし なし
高橋 俊介 タカハシ シュンスケ 男性 九十九里LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
高部 朱里 タカベ シュリ 女性 九十九里LSC ③ボードレース（女子） なし なし
沼田 和馬 ヌマタ カズマ 男性 九十九里LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
野田 涼平 ノダ リョウヘイ 男性 九十九里LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
牧 由佳 マキ ユカ 女性 九十九里LSC ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
池端 拓海 イケハタ タクミ 男性 九十九里LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
西崎 賢 ニシザキ ケン 男性 九十九里LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
小原 和明 オバラ カズアキ 男性 九十九里LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
三井 結里花 ミツイ ユリカ 女性 九十九里LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
竹花 悠也 タケハナ ユウヤ 男性 神津島LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
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森野 郁也 モリノ フミヤ 男性 神津島LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
清水 美咲 シミズ ミサキ 女性 神津島LSC ⑤オーシャンウーマン ③ボードレース（女子）
国松 桃子 クニマツ モモコ 女性 神津島LSC ③ボードレース（女子） なし
鈴木 竜司 スズキ リュウジ 男性 神津島LSC ④ボードレース（男子） なし なし
渡邊 昂俊 ワタナベ タカトシ 男性 神津島LSC ⑥オーシャンマン ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
七海 元紀 ナナウミ ゲンキ 男性 神津島LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
坂本 卓馬 サカモト タクマ 男性 神津島LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
茂木 直人 モテギ ナオト 男性 式根島LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
江田 望実 エダ ノゾミ 女性 下田LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
進士 昂 シンジ コウ 男性 下田LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
青木 駿介 アオキ シュンスケ 男性 下田LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） ①サーフレース（女子）
清水 洸建 シミズ コウケン 男性 下田LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
相澤 虎大 アイザワ コダイ 男性 下田LSC ⑥オーシャンマン なし
中村 冠 ナカムラ カン 男性 下田LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子） なし
小日向 勇二 コヒナタ ユウジ 男性 下田LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
酒主 航太 サカヌシ コウタ 男性 下田LSC ④ボードレース（男子） なし
佐々木 渉 ササキ ワタル 男性 下田LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） なし
斎藤 由里 サイトウ ユリ 女性 下田LSC ⑤オーシャンウーマン ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子）
須藤 凪 スドウ ナギ 男性 下田LSC ④ボードレース（男子） なし なし
河西 あゆみ カワニシ アユミ 女性 下田LSC ③ボードレース（女子） なし なし
菅沼 寛也 スガヌマ ヒロヤ 男性 下田LSC ⑥オーシャンマン ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子）
尾内 悟 オナイ サトル 男性 下田LSC ④ボードレース（男子） なし なし
加賀田 哲也 カガタ テツヤ 男性 下田LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
新井 さくら アライ サクラ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
石野 夏未 イシノ ナツミ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
遠藤 朱夏 エンドウ アヤカ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
岡本 真佑奈 オカモト マユナ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
金子 梨葉 カネコ リヨウ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
古村 菜々海 コムラ ナナミ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
中村 萌夏 ナカムラ モエカ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
中村 悠佳里 ナカムラ ユカリ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
福井 友菜 フクイ ユウナ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
加藤 慧 カトウ サトミ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
渋谷 菜月 シブヤ ナツキ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
吉田 絢香 ヨシダ アヤカ 女性 十文字高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
沖 愛生 オキ アオイ 女性 湘南ひらつかLSC ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
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奈良部 元春 ナラベ モトハル 男性 湘南ひらつかLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
花塚 修斗 ハナヅカ シュウト 男性 湘南ひらつかLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
相原 凌子 アイハラ リョウコ 女性 湘南ひらつかLSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
黒田 早穂 クロダ サホ 女性 湘南ひらつかLSC ⑦ビーチフラッグス（女子）
小池 陽太 コイケ ハルト 男性 湘南ひらつかLSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン ⑧ビーチフラッグス（男子）
柴﨑 仁 シバサキ ジン 男性 湘南ひらつかLSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
下村 勇喜 シモムラ ユウキ 男性 湘南ひらつかLSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
羽瀬 和史 ハセ カズシ 男性 湘南ひらつかLSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
山本 紗也果 ヤマモト サヤカ 女性 湘南ひらつかLSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
柴田 爽生 シバタ ソウイ 男性 湘南ひらつかLSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
根津 京介 ネヅ キョウスケ 男性 湘南ひらつかLSC ④ボードレース（男子） なし なし
二角 怜治 フタカド レイジ 男性 湘南ひらつかLSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
森島 絵理奈 モリシマ エリナ 女性 湘南ひらつかLSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
米田 冴那 ヨネダ サエナ 女性 湘南ひらつかLSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
大久保 翔 オオクホ ショウ 男性 湘南ひらつかLSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン ⑧ビーチフラッグス（男子）
小川 祐樹 オガワ ユウキ 男性 湘南ひらつかLSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
小室 亜希 コムロ アキ 女性 湘南ひらつかLSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
阿部 雄斗 アベ ユウト 男性 白浜LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
池沢 司 イケザワ ツカサ 男性 白浜LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
川上 康志郎 カワカミ コウシロウ 男性 白浜LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
蜂須 静香 ハチス シズカ 女性 白浜LSC ③ボードレース（女子） なし
鴨下 桃加 カモシタ モモカ 女性 白浜LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
庄司 裕哉 ショウジ ユウヤ 男性 白浜LSC ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子）
田中 優果 タナカ ユウカ 女性 白浜LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
橋本 皓平 ハシモト コウヘイ 男性 白浜LSC ④ボードレース（男子） なし なし
小野 英里奈 オノ エリナ 女性 白浜LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
長田　 兼弥 ナガタ ケンヤ 男性 白浜LSC ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子） なし
廣内 南 ヒロウチ ミナミ 女性 逗子SLSC ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子）
師岡 佑衣 モロオカ ユイ 女性 逗子SLSC ③ボードレース（女子） なし なし
松村 桐杏 松村 キリコ 女性 逗子SLSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
平井 寿奈 ヒライ ジュナ 女性 逗子SLSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） なし
北村 俊樹 キタムラ トシキ 男性 逗子SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
池本 壮介 イケモト ソウスケ 男性 逗子SLSC ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子）
柳原 拓実 ヤナギハラ タクミ 男性 逗子SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
木津谷 海乃 キツヤ カノ 女性 館山SLSC ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
輿石 晴歩 コシイシ ハルホ 女性 館山SLSC ③ボードレース（女子） なし なし
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津嶋 笑満花 ツシマ エミカ 女性 館山SLSC ⑤オーシャンウーマン ③ボードレース（女子）
日高 昴 ヒダカ スバル 男性 館山SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
杉本 開 スギモト カイ 男性 館山SLSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
篠田 将輝 シノダ マサキ 男性 館山SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
小笠原 尚輝 オガサワラ ナオキ 男性 茅ヶ崎SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ 女性 茅ヶ崎SLSC ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
阿久津 美沙緒 アクツ ミサオ 女性 銚子LC ①サーフレース（女子） なし なし
大熊 明日香 オオクマ アスカ 女性 銚子LC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
佐藤 里咲 サトウ リサ 女性 銚子LC ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
中村 紗也香 ナカムラ サヤカ 女性 銚子LC ③ボードレース（女子） なし なし
井上 虎太郎 イノウエ コタロウ 男性 銚子LC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
草山 悟志 クサヤマ サトシ 男性 銚子LC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン なし
佐野 七美 サノ ナナミ 女性 銚子LC ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子） なし
神宮司 好美 ジングウジ コノミ 女性 銚子LC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
竹田 陸央 タェダ リクオ 男性 銚子LC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
田中 柚香 タナカ ユウカ 女性 銚子LC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
前川 紗槻 マエカワ サキ 女性 銚子LC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
富山 正樹 トミヤマ マサキ 男性 銚子LC ⑧ビーチフラッグス（男子） ②サーフレース（男子）
岡部 直人 オカベ ナオト 男性 銚子LC ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子） ⑥オーシャンマン
城所 侑沙 キドコロ アリサ 女性 銚子LC ①サーフレース（女子） ⑤オーシャンウーマン なし
森 新太郎 モリ シンタロウ 男性 銚子LC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
中田 茉利 ナカタ マリ 女性 辻堂LC　 ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子） なし
高村 星 タカムラ ヒカル 女性 辻堂LC　 ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） なし
冨田 有佐 トミタ アリサ 女性 辻堂LC　 ③ボードレース（女子） なし なし
青木 三華 アオキ ミカ 女性 土肥LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
坂本 裕次郎 サカモト ユウジロウ 男性 土肥LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
角倉 崚太 スミクラ リョウタ 男性 土肥LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
立原 昇平 タチハラ ショウヘイ 男性 土肥LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
吉田 晃洋 ヨシダ アキヒロ 男性 土肥LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
渡辺 瑞喜 ワタナベ ミズキ 女性 土肥LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
川﨑 淳美 カワサキ アツミ 女性 土肥LSC ③ボードレース（女子） なし
中村 太亮 ナカムラ タイスケ 男性 土肥LSC ④ボードレース（男子） なし
原 颯太 ハラ ソウタ 男性 土肥LSC ④ボードレース（男子） なし なし
山田 颯 ヤマダ ハヤテ 男性 土肥LSC ④ボードレース（男子） なし
矢島 丈 ヤジマ ジョウ 男性 西伊豆・松崎LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
濱谷 真羽 ハマタニ マウ 女性 西伊豆・松崎LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
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山田 薫 ヤマダ カオル 女性 西伊豆・松崎LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
山本 大輝 ヤマモト タイキ 男性 西伊豆・松崎LSC ⑥オーシャンマン なし
杉山 知義 スギヤマ カズキ 男性 西伊豆・松崎LSC ④ボードレース（男子） なし なし
増田 晃己 マスダ コウキ 男性 西伊豆・松崎LSC ④ボードレース（男子） なし
若林 明穂 ワカバヤシ アキホ 女性 西伊豆・松崎LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
小合澤 真伍 コアイザワ シンゴ 男性 西伊豆・松崎LSC ④ボードレース（男子） なし なし
信岡 海 ノブオカ カイ 男性 西伊豆・松崎LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
石田 蒼一郎 イシダ ソウイチロウ 男性 西伊豆・松崎LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
寺尾 匡人 テラオ マサト 男性 西伊豆・松崎LSC ⑥オーシャンマン ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子）
稲葉 怜 イナバ リョウ 女性 西浜SLSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
大熊 美咲 オオクマ ミサキ 女性 西浜SLSC ①サーフレース（女子） なし
田邉 あめり タナベ アメリ 女性 西浜SLSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） なし
峯岸 陶子 ミネギシ トウコ 女性 西浜SLSC ③ボードレース（女子） なし
井上 祐里 イノウエ ユウリ 男性 西浜SLSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
クレイ アーロン クレイ アーロン 男性 西浜SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） なし
菅原 佳澄 スガワラ ケイト 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
布方 海樹人 ヌノカタ ミキト 男性 西浜SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
峯岸 凜太郎 ミネギシ リンタロウ 男性 西浜SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） なし
内堀 夏怜 ウチボリ カレン 女性 西浜SLSC ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子） なし
坂本 真德 サカモト マサトク 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
大川 佳太 オオカワ ケイタ 男性 西浜SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
小林 夢 コバヤシ ユメ 女性 西浜SLSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
秋山 直輝 アキヤマ ナオキ 男性 西浜SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
井出 駿悟 イデ シュンゴ 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子） なし
酒井 貫太 サカイ カンタ 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） なし なし
古谷 悠平 フルヤ ユウヘイ 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子）
横山 綺実 ヨコヤマ アヤミ 女性 西浜SLSC ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子）
阿部 真生 アベ マオ 女性 西浜SLSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
石毛 杏奈 イシゲ アンナ 女性 西浜SLSC ①サーフレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
上野 真凛 ウエノ マリン 女性 西浜SLSC ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン ①サーフレース（女子）
新川 将吾 ニッカワ ショウゴ 男性 西浜SLSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） なし
渡邉 篤道 ワタナベ アツミチ 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） なし
上野 凌 ウエノ リョウ 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） ②サーフレース（男子） ⑥オーシャンマン
井上 裕梨 イノウエ ユリ 女性 西浜SLSC ①サーフレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
園田 俊 ソノダ スグル 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
片平 悠理亜メリッサ カタヒラ ユリアメリッサ 女性 西浜SLSC ③ボードレース（女子） なし なし
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荒井 洋佑 アライ ヨウスケ 男性 西浜SLSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
北矢 宗志 キタヤ モトシ 男性 西浜SLSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
糸井 成 イトイ ナル 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン なし
岩嵜 健太 イワサキ ケンタ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
大矢 幸恵 オオヤ ユキエ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
川隅 由貴 カワスミ ユウキ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） ③ボードレース（女子）
菊池 天音 キクチ アマネ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC ①サーフレース（女子） なし なし
熊木 春乃 クマキ ハルノ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
小林 凌也 コバヤシ リョウヤ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
斎藤 彩佳 サイトウ アヤカ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC ①サーフレース（女子） なし なし
下田 哉瑠 シモダ カナル 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
須賀院 陸斗 スガイン リクト 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし なし
林 愛莉 ハヤシ アイリ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
森下 広大 モリシタ コウダイ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ②サーフレース（男子）
吉澤 柚衣 ヨシザワ ユイ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC ①サーフレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
大圖 光陽 オオズ ミツアキ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ②サーフレース（男子） なし なし
松木 栞大 マツキ カンタ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ②サーフレース（男子） なし なし
三好 雄稀 ミヨシ ユウキ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 男性 二宮LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン ②サーフレース（男子）
鈴木 宏美 スズキ ヒロミ 女性 三浦海岸SLSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし なし
豊巻 寧人 トヨマキ ヤスヒト 男性 三浦海岸SLSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
守屋 遼 モリヤ リョウ 男性 三浦海岸SLSC ④ボードレース（男子） なし
高山 優希 タカヤマ ユウキ 男性 湯河原LSC ②サーフレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
北川　 麻里亜 キタガワ マリア 女性 湯河原LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子）
五十嵐 陽菜 イガラシ ハルナ 女性 湯河原LSC ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子） なし
岡田 歩海 オカダ アユミ 男性 湯河原LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） なし
菅井 美菜 スガイ ミナ 女性 湯河原LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子）
菅野 翔 スガノ カケル 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） ②サーフレース（男子）
林 誠海 ハヤシ マサミ 男性 湯河原LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
村上 幹英 ムラカミ カンエイ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） なし なし
八百市 亮太 ヤオイチ リョウタ 男性 湯河原LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子）
山尾 良寛 ヤマオ ヨシヒロ 男性 湯河原LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
山﨑 健太郎 ヤマザキ ケンタロウ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
池尻 太翼 イケジリ タイスケ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） なし なし
大和田 慧 オオワダ サトル 男性 湯河原LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
熊谷 健太郎 クマガイ ケンタロウ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
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倉持 強 クラモチ ゴウ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） なし なし
田之上 紗和子 タノウエ サワコ 女性 湯河原LSC ③ボードレース（女子） なし なし
羽取 渚 ハトリ ナギサ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） なし なし
保科 拓生 ホシナ タクミ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
渡邉 剛也 ワタナベ タカヤ 男性 湯河原LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
一原 枝厘花 イチハラ エリカ 女性 湯河原LSC ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン ⑦ビーチフラッグス（女子）
熊木 なつみ クマキ ナツミ 女性 湯河原LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） なし
市川 恵理 イチカワ エリ 女性 湯河原LSC ③ボードレース（女子） ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
西山 俊 ニシヤマ シュン 男性 湯河原LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン
青木 邦 アオキ クニ 女性 湯河原LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） ⑤オーシャンウーマン
岡野 恵梨 オカノ エリ 女性 横浜海の公園LSC ①サーフレース（女子） ③ボードレース（女子） なし
城田 嵐 シロタ アラシ 男性 横浜海の公園LSC ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
高橋 宏幸 タカハシ ヒロユキ 男性 横浜海の公園LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ④ボードレース（男子）
新栄 龍也 シンエイ タツヤ 男性 横浜海の公園LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） ②サーフレース（男子）
溝下 遼太郎 ミゾシタ リョウタロウ 男性 横浜海の公園LSC ⑧ビーチフラッグス（男子） なし
高木 惇暉 タカギ トシキ 男性 横浜海の公園LSC ④ボードレース（男子） なし
徳応 涼輔 トクオ リョウスケ 男性 和田浦LSC ④ボードレース（男子） ⑥オーシャンマン ②サーフレース（男子）
中井 優波 ナカイ ユナ 女性 和田浦LSC ⑦ビーチフラッグス（女子） なし
久保 美沙代 クボ ミサヨ 女性 和田浦LSC ⑤オーシャンウーマン ③ボードレース（女子） ①サーフレース（女子）
松原 正阿 マツバラ タカオ 男性 和田浦LSC ②サーフレース（男子） ④ボードレース（男子） ⑧ビーチフラッグス（男子）
草柳 尚志 クサヤナギ ショウジ 男性 和田浦LSC ⑥オーシャンマン ⑧ビーチフラッグス（男子） なし


