
■白洋舎ORウォーター・ORゼリー ボードレース女子
番号 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称
002 五反田 都希 ゴタンダ トキ 女性 熱川LSC
003 佐藤 紗央李 サトウ サオリ 女性 熱川LSC
011 黒越 梨奈 クロコシ リナ 女性 岩井LSC
014 塚越 心 ツカコシ ココロ 女性 岩井LSC
019 関口 瑠唯 セキグチ ルイ 女性 岩井LSC
023 吉國 春菜 ヨシクニ ハルナ 女性 岩井LSC
025 徳原 愛華 トクハラ マナカ 女性 大磯LSC
029 鹿島 菜 カシマ サイ 女性 大磯LSC
033 牧野 結衣 マキノ ユイ 女性 大磯LSC
042 石黒 春花 イシグロ ハルカ 女性 鎌倉LG
044 須藤 あまね ストウ アマネ 女性 鎌倉LG
045 橋本 みのり ハシモト ミノリ 女性 鎌倉LG
047 今野 恵 コンノ メグミ 女性 鎌倉LG
048 川勝 美輝 カワカツ ミキ 女性 鎌倉LG
053 八木 愛海 ヤギ マナミ 女性 鴨川LSC
056 石塚 円香 イシヅカ マドカ 女性 鴨川LSC
057 伊東 美波 イトウ ミナミ 女性 KITAJIMAQUATICS
059 服部 亜実 ハットリ アミ 女性 KITAJIMAQUATICS
060 斉藤 萌果 サイトウ モエカ 女性 KITAJIMAQUATICS
064 青海 凜 アオミ リン 女性 九十九里LSC
068 横山 南風 ヨコヤマ ナンプウ 男性 九十九里LSC
070 神谷 海花 カミヤ ウミカ 女性 九十九里LSC
073 中澤 葉月 ナカザワ ハヅキ 女性 九十九里LSC
075 村田 佳央瑠 ムラタ カオル 女性 九十九里LSC
080 三井 結里花 ミツイ ユリカ 女性 九十九里LSC
083 清水 美咲 シミズ ミサキ 女性 神津島LSC
112 小林 湖 コバヤシ レイ 女性 湘南ひらつかLSC
115 城田 永 シロタ ハルカ 女性 湘南ひらつかLSC
116 谷川 恵菜 タニカワ エナ 女性 湘南ひらつかLSC
117 橋爪 環奈 ハシヅメ カンナ 女性 湘南ひらつかLSC
118 相原 凌子 アイハラ リョウコ 女性 湘南ひらつかLSC
119 黒田 早穂 クロダ サホ 女性 湘南ひらつかLSC
125 鴨下 桃加 カモシタ モモカ 女性 白浜LSC
126 石高 亜佳音 イシタカ アカネ 女性 逗子SLSC
127 杉本 紗英 スギモト サエ 女性 逗子SLSC
129 矢口 夏帆 ヤグチ カホ 女性 逗子SLSC
131 久芳 萌乃 クバ モエノ 女性 逗子SLSC
132 松村 桐杏 マツムラ キリコ 女性 逗子SLSC
133 師岡 佑衣 モロオカ ユイ 女性 逗子SLSC
137 輿石 晴歩 コシイシ ハルホ 女性 館山SLSC
138 津嶋 笑満花 ツシマ エミカ 女性 館山LSC
148 平野 沙羅 ヒラノ サラ 女性 茅ヶ崎SLSC
152 名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ 女性 茅ヶ崎SLSC
153 小山 由衣 コヤマ ユイ 女性 銚子LC
160 大熊 明日香 オオクマ アスカ 女性 銚子LC
162 川辺 美咲 カワベ ミサキ 女性 銚子LC
164 中村 紗也香 ナカムラ サヤカ 女性 銚子LC
168 佐野 七美 サノ ナナミ 女性 銚子LC
173 城所 侑沙 キドコロ アリサ 女性 銚子LC
181 布施 晶帆 フセ アキホ 女性 土肥LSC
183 出利葉 絢 イデリハ アヤ 女性 土肥LSC
188 橋本 真生 ハシモト マオ 女性 土肥LSC
189 渡辺 瑞喜 ワタナベ ミズキ 女性 土肥LSC
190 川﨑 淳美 カワサキ アツミ 女性 土肥LSC
194 杉山 恵理 スギヤマ エリ 女性 新島LSC
199 鈴木 真緒 スズキ マオ 女性 西伊豆・松崎LSC
207 黒田 愛 クロダ マナ 女性 西伊豆・松崎LSC
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208 長谷川 世里香 ハセガワ セリカ 女性 西伊豆・松崎LSC
209 濱谷 真羽 ハマタニ マウ 女性 西伊豆・松崎LSC
215 高橋 かのん タカハシ カノン 女性 西浜SLSC
216 稲葉 怜 イナバ リョウ 女性 西浜SLSC
217 今井 柚歩 イマイ ユズホ 女性 西浜SLSC
218 大熊 美咲 オオクマ ミサキ 女性 西浜SLSC
220 田邉 あめり タナベ アメリ 女性 西浜SLSC
226 内堀 夏怜 ウチボリ カレン 女性 西浜SLSC
228 佐久間 優衣 サクマ ユイ 女性 西浜SLSC
230 小林 夢 コバヤシ ユメ 女性 西浜SLSC
233 手島 七海 テシマ ナナミ 女性 西浜SLSC
235 八重樫 萌華 ヤエガシ モカ 女性 西浜SLSC
242 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
248 正木 友海 マサキ ユミ 女性 日本体育大学荏原高等学校LSC
257 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
274 室伏 郁花 ムロフシ アヤカ 女性 湯河原LSC
276 小菅 陽香 コスゲ ハルカ 女性 湯河原LSC
278 中鉢 夏希 チュウバチ ナツキ 女性 湯河原LSC
279 中ノ森 晴香 ナカノモリ ハルカ 女性 湯河原LSC
281 秋田 香苗 アキタ カナエ 女性 湯河原LSC
282 五十嵐 陽菜 イガラシ ハルナ 女性 湯河原LSC
283 岩永 祥映 イワナガ サエ 女性 湯河原LSC
284 菅井 美菜 スガイ ミナ 女性 湯河原LSC
292 田之上 紗和子 タノウエ サワコ 女性 湯河原LSC
294 市川 恵理 イチカワ エリ 女性 湯河原LSC
297 浅野 さくら アサノ サクラ 女性 横浜海の公園LSC
303 伊藤 若菜 イトウ ワカナ 女性 和田浦LSC
306 伊藤 舞香 イトウ マイカ 女性 和田浦LSC


