
■白洋舎ORウォーター・ORゼリー ボードレース男子
番号 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称
001 大野 晴喜 オオノ ハルキ 男性 熱川LSC
005 相川 慎介 アイカワ シンスケ 男性 今井浜SLSC
006 梶井 直輝 カジイ ナオキ 男性 今井浜SLSC
007 神田 羚志 カンダ レイジ 男性 今井浜SLSC
009 坂田 将大 サカタ マサヒロ 男性 今井浜SLSC
012 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 男性 岩井LSC
015 赤坂 祐太 アカサカ ユウタ 男性 岩井LSC
016 伊禮 拓実 イレイ タクミ 男性 岩井LSC
017 岸下 有希 キシシタ ユウキ 男性 岩井LSC
022 新井 大介 アライ ダイスケ 男性 岩井LSC
024 田中 大智 タナカ ダイチ 男性 大磯LSC
026 中谷 太一 ナカタニ タイチ 男性 大磯LSC
027 青戸 一貴 アオト カズキ 男性 大磯LSC
028 市川 巧基 イチカワ コウキ 男性 大磯LSC
030 嶋津 俊哉 シマヅ トシヤ 男性 大磯LSC
031 白井 智也 シライ トモヤ 男性 大磯LSC
032 滝沢 聖夜 タキザワ セイヤ 男性 大磯LSC
034 志田 涼介 シダ リョウスケ 男性 大磯LSC
036 高梨 新 タカナシ アラタ 男性 勝浦LSC
037 麻田 健太 アサダ ケンタ 男性 勝浦LSC
038 田中 優樹 タナカ ユウキ 男性 勝浦LSC
039 柳沼 秀哉 ヤギヌマ シュウヤ 男性 勝浦LSC
040 榎本 宏暉 エノモト ヒロキ 男性 勝浦LSC
041 安達 雄太 アダチ ユウタ 男性 勝浦LSC
046 涌井 一輝 ワクイ カズキ 男性 鎌倉LG
049 戸向 陽介 トムカイ ヨウスケ 男性 鎌倉LG
050 佐藤 弘基 サトウ ヒロキ 男性 鴨川LSC
051 高田 大輝 タカダ タイキ 男性 鴨川LSC
052 森野 郁也 モリノ フミヤ 男性 鴨川LSC
054 井田 智也 イダ トモヤ 男性 鴨川LSC
061 寒河江 健太 サガエ ケンタ 男性 KITAJIMAQUATICS
065 遠藤 史哉 エンドウ フミヤ 男性 九十九里LSC
069 若杉 京 ワカスギ ケイ 男性 九十九里LSC
071 重岡 寛大 シゲオカ ヒロヤ 男性 九十九里LSC
072 中岡 大志郎 ナカオカ タイシロウ 男性 九十九里LSC
074 橋本 航 ハシモト コウ 男性 九十九里LSC
077 熊谷 俊輝 クマガイ シュンキ 男性 九十九里LSC
079 秋葉 佳祐 アキバ ケイスケ 男性 九十九里LSC
081 竹花 悠也 タケハナ ユウヤ 男性 神津島LSC
084 戸張 靖也 トバリ ヤスナリ 男性 神津島LSC
086 青木 駿介 アオキ シュンスケ 男性 下田LSC
087 相澤 虎大 アイザワ コダイ 男性 下田LSC
088 小俣 柚椰 オマタ ユウヤ 男性 下田LSC
089 齊藤 理久 サイトウ リク 男性 下田LSC
090 山本 健一郎 ヤマモト ケンイチロウ 男性 下田LSC
091 青木 稜治 アオキ リョウジ 男性 下田LSC
092 大野 芳誉 オオノ ヨシヤス 男性 下田LSC
093 早川 斗真 ハヤカワ トウマ 男性 下田LSC
094 谷脇 拓実 タニワキ タクミ 男性 下田LSC
095 須藤 凪 スドウ ナギ 男性 下田LSC
096 尾内 悟 オナイ サトル 男性 下田LSC
097 加賀田 哲也 カガタ テツヤ 男性 下田LSC
110 新井 海翔 アライ カイト 男性 湘南学園ライフセービング愛好会
111 遠藤 海七希 エンドウ ミナキ 男性 湘南学園ライフセービング愛好会
113 花塚 修斗 ハナヅカ シュウト 男性 湘南ひらつかLSC
114 伊藤 吏玖 イトウ リク 男性 湘南ひらつかLSC
120 小池 陽太 コイケ ハルト 男性 湘南ひらつかLSC
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121 勝浦 翼 カツウラ ツバサ 男性 白浜LSC
122 畑中 優太 ハタナカ ユウタ 男性 白浜LSC
123 前川 拓道 マエカワ タクミ 男性 白浜LSC
124 池沢 司 イケザワ ツカサ 男性 白浜LSC
128 鈴木 馨太 スズキ ケイタ 男性 逗子SLSC
130 木嶋 紀之 キジマ ノリユキ 男性 逗子SLSC
134 上野 大雄 ウエノ ダイユウ 男性 逗子SLSC
135 北村 俊樹 キタムラ トシキ 男性 逗子SLSC
136 柳原 拓実 ヤナギハラ タクミ 男性 逗子SLSC
139 神谷 祥平 カンタニ ショウヘイ 男性 館山SLSC
140 田島 嵐士 タジマ アラシ 男性 館山SLSC
141 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 男性 館山SLSC
143 井野口 真大 イノクチ マナト 男性 茅ヶ崎SLSC
144 嵯峨 岬 サガ ミサキ 男性 茅ヶ崎SLSC
145 田岡 甲太郎 タオカ コウタロウ 男性 茅ヶ崎SLSC
147 中野 景介 ナカノ ケイスケ 男性 茅ヶ崎SLSC
149 小笠原 尚輝 オガサワラ ナオキ 男性 茅ヶ崎SLSC
150 塩澤 玲央 シオザワ レオ 男性 茅ヶ崎SLSC
151 白幡 雄大 シラハタ ユウダイ 男性 茅ヶ崎SLSC
155 柴田 華義 シバタ ハルキ 男性 銚子LC
156 成田 亮太 ナリタ リョウタ 男性 銚子LC
157 野本 純平 ノモト ジュンペイ 男性 銚子LC
161 数澤 康貴 カズサワ コウキ 男性 銚子LC
163 北澤 将吾 キタザワ ショウゴ 男性 銚子LC
165 西村 凌 ニシムラ リョウ 男性 銚子LC
166 井上 虎太郎 イノウエ コタロウ 男性 銚子LC
167 草山 悟志 クサヤマ サトシ 男性 銚子LC
169 比嘉 貴博 ヒガ タカヒロ 男性 銚子LC
172 岡部 直人 オカベ ナオト 男性 銚子LC
175 日高 昴 ヒダカ スバル 男性 辻堂LC　
176 羽鳥 紘輝 ハトリ コウキ 男性 辻堂LC　
179 川瀬 志音 カワセ シオン 男性 土肥LSC
184 荻原 英司 オギハラ エイジ 男性 土肥LSC
185 坂本 裕次郎 サカモト ユウジロウ 男性 土肥LSC
187 立原 昇平 タチハラ ショウヘイ 男性 土肥LSC
193 山下 直純 ヤマシタ ナオズミ 男性 新島LSC
195 今泉 雄太郎 イマイズミ ユウタロウ 男性 西伊豆・松崎LSC
200 谷 健太郎 タニ ケンタロウ 男性 西伊豆・松崎LSC
201 田畑 歩夢 タバタ アユム 男性 西伊豆・松崎LSC
206 亀田 怜 カメダ レイ 男性 西伊豆・松崎LSC
211 山本 大輝 ヤマモト タイキ 男性 西伊豆・松崎LSC
212 吉川 昂伸 ヨシカワ コウシン 男性 西伊豆・松崎LSC
219 志賀 海征 シガ カイセイ 男性 西浜SLSC
221 石田 宙 石田 宙 男性 西浜SLSC
222 布方 海樹人 ヌノカタ ミキト 男性 西浜SLSC
224 三浦 誠人 ミウラ マサト 男性 西浜SLSC
225 稲田 健太郎 イナタ ケンタロウ 男性 西浜SLSC
227 坂本 真德 サカモト マサトク 男性 西浜SLSC
229 大川 佳太 オオカワ ケイタ 男性 西浜SLSC
231 酒井 雄吾 サカイ ユウゴ 男性 西浜SLSC
232 髙橋 勇人 タカハシ ユウト 男性 西浜SLSC
234 野崎 槙也 ノザキ シンヤ 男性 西浜SLSC
236 井出 駿悟 イデ シュンゴ 男性 西浜SLSC
237 新川 将吾 ニッカワ ショウゴ 男性 西浜SLSC
238 上野 凌 ウエノ リョウ 男性 西浜SLSC
241 園田 俊 ソノダ スグル 男性 西浜SLSC
243 荒井 洋佑 アライ ヨウスケ 男性 西浜SLSC
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244 勝部 興 カツベ ワタル 男性 西浜SLSC
247 浜地 憲太郎 ハマジ ケンタロウ 男性 西浜SLSC
250 宇佐美 将 ウサミ マサシ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC
255 糸井 成 イトイ ナル 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC
266 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
267 村田  慈英 ムラタ ジエイ 男性 バディ冒険団
268 楠本 慶明 クスモト ノリアキ 男性 常陸SLSC
272 露木 凜 ツユキ リン 男性 湯河原LSC
273 山本 一凛 ヤマモト イチリン 男性 湯河原LSC
275 岩出 航輔 イワイデ コウスケ 男性 湯河原LSC
277 佐々木 海斗 ササキ カイト 男性 湯河原LSC
280 村松 優哉 ムラマツ ユウヤ 男性 湯河原LSC
285 菅野 翔 スガノ カケル 男性 湯河原LSC
286 林 誠海 ハヤシ マサミ 男性 湯河原LSC
287 村上 幹英 ムラカミ カンエイ 男性 湯河原LSC
288 山尾 良寛 ヤマオ ヨシヒロ 男性 湯河原LSC
289 山﨑 健太郎 ヤマザキ ケンタロウ 男性 湯河原LSC
290 吉田 唯人 ヨシダ ユイト 男性 湯河原LSC
291 熊谷 健太郎 クマガイ ケンタロウ 男性 湯河原LSC
295 西山 俊 ニシヤマ シュン 男性 湯河原LSC
296 善波 雄一郎 ゼンバ ユウイチロウ 男性 横浜海の公園LSC
298 城田 嵐 シロタ アラシ 男性 横浜海の公園LSC
300 新榮 龍也 シンエイ タツヤ 男性 横浜海の公園LSC
301 髙木 惇暉 タカギ トシキ 男性 横浜海の公園LSC
302 鍛治 謙一 カジ ケンイチ 男性 横浜海の公園LSC
304 徳応 涼輔 トクオ リョウスケ 男性 和田浦LSC


