
■サーフレース男子
番号 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称
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
021 天野 翔太 アマノ ショウタ 男性 岩井LSC
026 中谷 太一 ナカタニ タイチ 男性 大磯LSC
034 志田 涼介 シダ リョウスケ 男性 大磯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
050 佐藤 弘基 サトウ ヒロキ 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
058 サルキシャン 雅生 サルキシャン マイク 男性 KITAJIMAQUATICS
062 葺本 康隆 フキモト ヤスタカ 男性 KITAJIMAQUATICS
068 横山 南風 ヨコヤマ ナンプウ 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
077 熊谷 俊輝 クマガイ シュンキ 男性 九十九里LSC
082 加賀谷 翔生 カガヤ ショウハ 男性 神津島LSC
085 山根 秀一 ヤマネ シュウイチ 男性 SURF90茅ヶ崎LSC
093 早川 斗真 ハヤカワ トウマ 男性 下田LSC
113 花塚 修斗 ハナヅカ シュウト 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
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
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
133 師岡 佑衣 モロオカ ユイ 女性 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
141 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 男性 館山SLSC
142 相田 隆史 アイタ タカフミ 男性 茅ヶ崎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
149 小笠原 尚輝 オガサワラ ナオキ 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
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
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
169 比嘉 貴博 ヒガ タカヒロ 男性 銚子LC
171 富山 正樹 トミヤマ マサキ 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　
186 瀬崎 悠太 セザキ ユウタ 男性 土肥LSC
192 松木 栞大 マツキ カンタ 男性 新島LSC
201 田畑 歩夢 タバタ アユム 男性 西伊豆・松崎LSC
210 丸山 裕太郎 マルヤマ ユウタロウ 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
225 稲田 健太郎 イナタ ケンタロウ 男性 西浜SLSC
229 大川 佳太 オオカワ ケイタ 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



■サーフレース男子
番号 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称
238 上野 凌 ウエノ リョウ 男性 西浜SLSC
239 亀谷 重思 カメヤ アツシ 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
253 山崎 緋呂 ヤマザキ ヒイロ 男性 日本体育大学荏原高等学校LSC
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
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
291 熊谷 健太郎 クマガイ ケンタロウ 男性 湯河原LSC
293 森中 勇帆 モリナカ ユウホ 男性 湯河原LSC
295 西山 俊 ニシヤマ シュン 男性 湯河原LSC
300 新榮 龍也 シンエイ タツヤ 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


