
23 ｻｰﾌﾚｰｽ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

013 菊地 夏妃 キクチ ナツキ 女性 鎌倉LG
089 滝沢 風月輝 タキザワ フヅキ 女性 湘南ひらつか

091 花塚 聖奈 ハナヅカ セナ 女性 湘南ひらつか

149 小川 歩海 オガワ アユミ 女性 西浜

162 山崎 陽香 ヤマザキ ハルカ 女性 西浜

323 中野 由佳子 ナカノ ユカコ 女性 十文字LSC
326 秋山 萌杏奈 アキヤマ モアナ 女性 十文字LSC
327 草道 菜々子 クサミチ ナナコ 女性 十文字LSC
328 後藤 優花 ゴトウ ユウカ 女性 十文字LSC
329 齋藤 栞 サイトウ シオリ 女性 十文字LSC
330 中村 美来 ナカムラ ミライ 女性 十文字LSC
331 服部 史佳 ハットリ フミカ 女性 十文字LSC
332 渡邉 英 ワタナベ ハナ 女性 十文字LSC
358 久保木 葉琉 クボキ ハル 女性 銚子LC
201 槍田 愛 ウツダ マナ 女性 由比ガ浜SLSC
359 根本 真海 ネモト マナミ 女性 銚子LC
092 永島 空奈 ナガシマ ソラナ 女性 湘南ひらつか

17



24 ｻｰﾌﾚｰｽ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

090 沼野井 敬太 ヌマノイ ケイタ 男性 湘南ひらつか

150 高田 理世 タカダ リセイ 男性 西浜

151 浜地 櫂依 ハマジ カイ 男性 西浜

154 井上 大地 イノウエ タイチ 男性 西浜

157 菅野 滉太 カンノ コウタ 男性 西浜

200 石田 冴介 イシダ サスケ 男性 由比ガ浜SLSC
247 岩本 禅太郎 イワモト ゼンタロウ 男性 湯河原LSC
152 小川 結生 オガワ ユウキ 男性 西浜

203 橋本 源太郎 ハシモト ゲンタロウ 男性 由比ガ浜SLSC
303 永野 大華 ナガノ タイカ 男性 静波LC
161 水野 陽祐 ミズノ ヨウスケ 男性 西浜

11



25 ﾆｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞﾚｰｽ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

156 大野 百夏 オオノ モモカ 女性 西浜

201 槍田 愛 ウツダ マナ 女性 由比ガ浜SLSC
359 根本 真海 ネモト マナミ 女性 銚子LC
360 杉山 冬華 スギヤマ トウカ 女性 銚子LC
013 菊地 夏妃 キクチ ナツキ 女性 鎌倉LG
089 滝沢 風月輝 タキザワ フヅキ 女性 湘南ひらつか

092 永島 空奈 ナガシマ ソラナ 女性 湘南ひらつか

323 中野 由佳子 ナカノ ユカコ 女性 十文字LSC
329 齋藤 栞 サイトウ シオリ 女性 十文字LSC
358 久保木 葉琉 クボキ ハル 女性 銚子LC
012 吉田 空 ヨシダ ソラ 女性 鎌倉LG

11



26 ﾆｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞﾚｰｽ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

014 中原 海 ナカハラ ウミ 男性 鎌倉LG
148 池戸 真誉 イケド マヨ 男性 西浜

152 小川 結生 オガワ ユウキ 男性 西浜

153 多賀 海陽 タガ ミハル 男性 西浜

155 雲野 樹 ウンノ タツキ 男性 西浜

159 田畑 佑笑 タバタ ユウショウ 男性 西浜

203 橋本 源太郎 ハシモト ゲンタロウ 男性 由比ガ浜SLSC
303 永野 大華 ナガノ タイカ 男性 静波LC
090 沼野井 敬太 ヌマノイ ケイタ 男性 湘南ひらつか

150 高田 理世 タカダ リセイ 男性 西浜

151 浜地 櫂依 ハマジ カイ 男性 西浜

154 井上 大地 イノウエ タイチ 男性 西浜

157 菅野 滉太 カンノ コウタ 男性 西浜

161 水野 陽祐 ミズノ ヨウスケ 男性 西浜

164 高野 旭 タカノ アサヒ 男性 西浜

200 石田 冴介 イシダ サスケ 男性 由比ガ浜SLSC
16



27 ｵｰｼｬﾝｳｰﾏﾝ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

091 花塚 聖奈 ハナヅカ セナ 女性 湘南ひらつか

330 中村 美来 ナカムラ ミライ 女性 十文字LSC
013 菊地 夏妃 キクチ ナツキ 女性 鎌倉LG
201 槍田 愛 ウツダ マナ 女性 由比ガ浜SLSC
329 齋藤 栞 サイトウ シオリ 女性 十文字LSC
358 久保木 葉琉 クボキ ハル 女性 銚子LC

6



28 ｵｰｼｬﾝﾏﾝ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

200 石田 冴介 イシダ サスケ 男性 由比ガ浜SLSC
150 高田 理世 タカダ リセイ 男性 西浜

151 浜地 櫂依 ハマジ カイ 男性 西浜

154 井上 大地 イノウエ タイチ 男性 西浜

4



29 ﾋﾞｰﾁｽﾌﾟﾘﾝﾄ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

012 吉田 空 ヨシダ ソラ 女性 鎌倉LG
156 大野 百夏 オオノ モモカ 女性 西浜

360 杉山 冬華 スギヤマ トウカ 女性 銚子LC
089 滝沢 風月輝 タキザワ フヅキ 女性 湘南ひらつか

013 菊地 夏妃 キクチ ナツキ 女性 鎌倉LG
5



30 ﾋﾞｰﾁｽﾌﾟﾘﾝﾄ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

011 森田 健ノ介 モリタ ケンノスケ 男性 鎌倉LG
161 水野 陽祐 ミズノ ヨウスケ 男性 西浜

350 橋本 治斗 ハシモト ナオト 男性 館山SLSC
014 中原 海 ナカハラ ウミ 男性 鎌倉LG
148 池戸 真誉 イケド マヨ 男性 西浜

164 高野 旭 タカノ アサヒ 男性 西浜

303 永野 大華 ナガノ タイカ 男性 静波LC
154 井上 大地 イノウエ タイチ 男性 西浜

8



31 ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

092 永島 空奈 ナガシマ ソラナ 女性 湘南ひらつか

326 秋山 萌杏奈 アキヤマ モアナ 女性 十文字LSC
327 草道 菜々子 クサミチ ナナコ 女性 十文字LSC
328 後藤 優花 ゴトウ ユウカ 女性 十文字LSC
331 服部 史佳 ハットリ フミカ 女性 十文字LSC
091 花塚 聖奈 ハナヅカ セナ 女性 湘南ひらつか

156 大野 百夏 オオノ モモカ 女性 西浜

360 杉山 冬華 スギヤマ トウカ 女性 銚子LC
8



32 ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

164 高野 旭 タカノ アサヒ 男性 西浜

148 池戸 真誉 イケド マヨ 男性 西浜

153 多賀 海陽 タガ ミハル 男性 西浜

155 雲野 樹 ウンノ タツキ 男性 西浜

159 田畑 佑笑 タバタ ユウショウ 男性 西浜

247 岩本 禅太郎 イワモト ゼンタロウ 男性 湯河原LSC
350 橋本 治斗 ハシモト ナオト 男性 館山SLSC
014 中原 海 ナカハラ ウミ 男性 鎌倉LG
157 菅野 滉太 カンノ コウタ 男性 西浜

090 沼野井 敬太 ヌマノイ ケイタ 男性 湘南ひらつか

161 水野 陽祐 ミズノ ヨウスケ 男性 西浜

154 井上 大地 イノウエ タイチ 男性 西浜

12



33 1kmﾋﾞｰﾁﾁﾗﾝ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

012 吉田 空 ヨシダ ソラ 女性 鎌倉LG
332 渡邉 英 ワタナベ ハナ 女性 十文字LSC
359 根本 真海 ネモト マナミ 女性 銚子LC
201 槍田 愛 ウツダ マナ 女性 由比ガ浜SLSC

4



34 1kmﾋﾞｰﾁﾗﾝ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

011 森田 健ノ介 モリタ ケンノスケ 男性 鎌倉LG
090 沼野井 敬太 ヌマノイ ケイタ 男性 湘南ひらつか

152 小川 結生 オガワ ユウキ 男性 西浜

153 多賀 海陽 タガ ミハル 男性 西浜

155 雲野 樹 ウンノ タツキ 男性 西浜

159 田畑 佑笑 タバタ ユウショウ 男性 西浜

203 橋本 源太郎 ハシモト ゲンタロウ 男性 由比ガ浜SLSC
247 岩本 禅太郎 イワモト ゼンタロウ 男性 湯河原LSC
350 橋本 治斗 ハシモト ナオト 男性 館山SLSC
161 水野 陽祐 ミズノ ヨウスケ 男性 西浜

154 井上 大地 イノウエ タイチ 男性 西浜

11


