
■白洋舎ORウォーター・ORゼリー ビーチフラッグス男子
番号 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称
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
008 小久保 開成 コクボ カイセイ 男性 今井浜SLSC
009 坂田 将大 サカタ マサヒロ 男性 今井浜SLSC
010 永井 徹 ナガイ トオル 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
018 熊谷 明宏 クマガイ アキヒロ 男性 岩井LSC
020 山内 慎一朗 ヤマウチ シンイチロウ 男性 岩井LSC
021 天野 翔太 アマノ ショウタ 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
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
035 中村 泰己 ナカムラ タイキ 男性 大磯LSC
036 高梨 新 タカナシ アラタ 男性 勝浦LSC
039 柳沼 秀哉 ヤギヌマ シュウヤ 男性 勝浦LSC
041 安達 雄太 アダチ ユウタ 男性 勝浦LSC
043 齋藤 啓太 サイトウ ケイタ 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
055 信坂 宜希 ノブサカ ヨシキ 男性 鴨川LSC
058 サルキシャン 雅生 サルキシャン マイク 男性 KITAJIMAQUATICS
065 遠藤 史哉 エンドウ フミヤ 男性 九十九里LSC
067 藤田 駿平 フジタ シュンペイ 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
076 柿崎 稔 カキザキ ミノル 男性 九十九里LSC
078 津本 悟 ツモト サトル 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
086 青木 駿介 アオキ シュンスケ 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
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
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
121 勝浦 翼 カツウラ ツバサ 男性 白浜LSC
123 前川 拓道 マエカワ タクミ 男性 白浜LSC
134 上野 大雄 ウエノ ダイユウ 男性 逗子SLSC
143 井野口 真大 イノクチ マナト 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
150 塩澤 玲央 シオザワ レオ 男性 茅ヶ崎SLSC
154 佐山 瑞樹 サヤマ ミズキ 男性 銚子LC
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
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
171 富山 正樹 トミヤマ マサキ 男性 銚子LC
178 川崎 武大 カワサキ タケヒロ 男性 土肥LSC
184 荻原 英司 オギハラ エイジ 男性 土肥LSC
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番号 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称
185 坂本 裕次郎 サカモト ユウジロウ 男性 土肥LSC
186 瀬崎 悠太 セザキ ユウタ 男性 土肥LSC
187 立原 昇平 タチハラ ショウヘイ 男性 土肥LSC
192 松木 栞大 マツキ カンタ 男性 新島LSC
193 山下 直純 ヤマシタ ナオズミ 男性 新島LSC
196 大野 琉宇那 オオノ ルウナ 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
202 堀内 優樹 ホリウチ ユウキ 男性 西伊豆・松崎LSC
203 秋田 浩宜 アキタ ヒロノブ 男性 西伊豆・松崎LSC
204 大越 智也 オオコシ トモヤ 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
213 渡辺 遼斗 ワタナベ ハルト 男性 西伊豆・松崎LSC
221 石田 宙 石田 宙 男性 西浜SLSC
227 坂本 真德 サカモト マサトク 男性 西浜SLSC
231 酒井 雄吾 サカイ ユウゴ 男性 西浜SLSC
245 北矢 宗志 キタヤ モトシ 男性 西浜SLSC
246 植木 将人 ウエキ マサト 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
254 横田 虹太郎 ヨコタ コウタロウ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC
260 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
261 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
262 服部 怜生 ハットリ レオ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC
264 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
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
270 豊巻 寧人 トヨマキ ヤスヒト 男性 三浦海岸SLSC
271 守屋 遼 モリヤ リョウ 男性 三浦海岸SLSC
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
287 村上 幹英 ムラカミ カンエイ 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
291 熊谷 健太郎 クマガイ ケンタロウ 男性 湯河原LSC
299 高橋 宏幸 タカハシ ヒロユキ 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


