
01★ ｻｰﾌﾚｰｽ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

009 川勝 美輝 カワカツ ミキ 女性 鎌倉LG
086 久保田 純令 クボタ スミレ 女性 湘南ひらつか

104 吉田 絢香 ヨシダ アヤカ 女性 逗子SLSC
106 中村 悠佳里 ナカムラ ユカリ 女性 逗子SLSC
109 片山 友希 カタヤマ ユウキ 女性 茅ヶ崎SLSC
118 西尾 栞 ニシオ シオリ 女性 茅ヶ崎SLSC
137 関口 莉歩 セキグチ リホ 女性 西浜

138 富田 和佳子 トミタ ワカコ 女性 西浜

158 武田 彩良 タケダ サラ 女性 西浜

219 青木 邦 アオキ クニ 女性 湯河原LSC
234 林 愛莉 ハヤシ アイリ 女性 湯河原LSC
245 山田 純葉 ヤマダ スミハ 女性 湯河原LSC
260 江畑 志保 エバタ シホ 女性 岩井LSC
261 神庭 愛 カミニワ アイ 女性 岩井LSC
298 平井 葉子 ヒライ ハコ 女性 九十九里

299 駒谷 帆香 コマヤ ホノカ 女性 九十九里

301 山中 みのり ヤマナカ ミノリ 女性 九十九里

311 阿部 桃子 アベ モモコ 女性 下田LSC
315 石野 夏未 イシノ ナツミ 女性 下田LSC
321 池上 遥夏 イケガミ ハルカ 女性 十文字LSC
322 江原 翼 エハラ ツバサ 女性 十文字LSC
324 鎗 杏奈 ヤリ アンナ 女性 十文字LSC
325 渡邉 ゆき乃 ワタナベ ユキノ 女性 十文字LSC
335 中村 萌夏 ナカムラ モエカ 女性 白浜LSC
339 三井 結里花 ミツイ ユリカ 女性 館山SLSC
340 高村 星 タカムラ ヒカル 女性 館山SLSC
341 清水 美咲 シミズ ミサキ 女性 館山SLSC
349 服部 亜実 ハットリ アミ 女性 館山SLSC
366 大岡 麻結 オオオカ マイ 女性 日体大荏原LSC
370 塚田 怜乃 ツカダ レイノ 女性 日体大荏原LSC
371 双木 梨央 ナミキ リオ 女性 日体大荏原LSC
376 正能  愛里 ショウノウ アイリ 女性 波崎SLSC
389 伊藤 若菜 イトウ ワカナ 女性 和田浦LSC
010 今野 恵 コンノ メグミ 女性 鎌倉LG
125 坂本 佳凪子 サカモト カナコ 女性 西浜

236 小林 海咲 コバヤシ ミサキ 女性 湯河原LSC
267 大久保 咲良 オオクボ サクラ 女性 岩井LSC
231 高橋 麗那 タカハシ レナ 女性 湯河原LSC
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02★ ｻｰﾌﾚｰｽ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

005 人見 啓斗 ヒトミ ケイト 男性 大磯LSC
085 浅賀 英貴 アサガ ヒデタカ 男性 湘南ひらつか

108 熊岡　 蒼一郎 クマオカ ソウイチロウ 男性 逗子SLSC
113 藤村 拓真 フジムラ タクマ 男性 茅ヶ崎SLSC
114 浦田 亜蓮 ウラタ アレン 男性 茅ヶ崎SLSC
119 平井 幹 ヒライ モトキ 男性 茅ヶ崎SLSC
126 上野 凌 ウエノ リョウ 男性 西浜

127 新川 将吾 ニッカワ ショウゴ 男性 西浜

135 志賀 海征 シガ カイセイ 男性 西浜

136 鈴木 太陽 スズキ タイヨウ 男性 西浜

142 志賀 海空 シガ ミソラ 男性 西浜

146 成田 湊 ナリタ ミナト 男性 西浜

147 布方 達海 ヌノカタ タツミ 男性 西浜

202 西川 温人 ニシカワ ハルト 男性 由比ガ浜SLSC
220 西山 俊 ニシヤマ シュン 男性 湯河原LSC
223 繁田 龍之介 ハンダ リュウノスケ 男性 湯河原LSC
227 國澤 健大 クニサワ ケンタ 男性 湯河原LSC
239 白畑 秀磨 シラハタ シュウマ 男性 湯河原LSC
242 露木 凜 ツユキ リン 男性 湯河原LSC
246 山本 一凜 ヤマモト イチリン 男性 湯河原LSC
251 鍛冶 謙一 カジ ケンイチ 男性 YULC
266 市川 直親 イチカワ ナオチカ 男性 岩井LSC
294 廣井 柚樹 ヒロイ ユズキ 男性 K-AQUA
295 池端 拓海 イケハタ タクミ 男性 九十九里

297 小野 慧伍 オノ ケイゴ 男性 九十九里

336 伊藤 孝彦 イトウ タカヒコ 男性 館山SLSC
338 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 男性 館山SLSC
342 宮澤 渓 ミヤザワ ケイ 男性 館山SLSC
344 白川 優作 シラカワ ユウサク 男性 館山SLSC
385 西山 太智 ニシヤマ タイチ 男性 南伊豆LSC
087 福岡 藍人 フクオカ アイト 男性 湘南ひらつか

111 高野 翔太 タカノ ショウタ 男性 茅ヶ崎SLSC
117 中丸 智貴 ナカマル トモキ 男性 茅ヶ崎SLSC
134 石田 宙 イシダ ソラ 男性 西浜

336 伊藤 孝彦 イトウ タカヒコ 男性 館山SLSC
388 小久江 翔 オグエ ショウ 男性 南伊豆LSC
145 菅谷 珊斗 スガヤ サント 男性 西浜
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03.★ ボードレース女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

099 島田 そら シマダ ソラ 女性 逗子SLSC
107 森崎 友香 モリサキ トモカ 女性 逗子SLSC
112 平野 沙羅 ヒラノ サラ 女性 茅ヶ崎SLSC
115 永井 柚衣 ナガイ ユイ 女性 茅ヶ崎SLSC
125 坂本 佳凪子 サカモト カナコ 女性 西浜

129 関口 瑠唯 セキグチ ルイ 女性 西浜

131 塚越 心 ツカコシ ココロ 女性 西浜

140 小野 文穗 オノ アヤホ 女性 西浜

222 一原 枝厘花 イチハラ エリカ 女性 湯河原LSC
224 秋田 香苗 アキタ カナエ 女性 湯河原LSC
230 小平 杏 コヒラ アン 女性 湯河原LSC
231 高橋 麗那 タカハシ レナ 女性 湯河原LSC
233 神田 萌花 カンダ モエカ 女性 湯河原LSC
235 追川 那瑠弥 オイカワ ナルミ 女性 湯河原LSC
236 小林 海咲 コバヤシ ミサキ 女性 湯河原LSC
238 島本 夏凜 シマモト カリン 女性 湯河原LSC
240 鈴木 莉子 スズキ リコ 女性 湯河原LSC
241 林 佳実 ハヤシ ヨシミ 女性 湯河原LSC
243 正木 友海 マサキ ユミ 女性 湯河原LSC
244 安田 結 ヤスダ ユイ 女性 湯河原LSC
267 大久保 咲良 オオクボ サクラ 女性 岩井LSC
314 石黒 七都 イシグロ ナツ 女性 下田LSC
316 玉川 舞佳 タマガワ マイカ 女性 下田LSC
319 今井 柚歩 イマイ ユズホ 女性 下田LSC
320 江田 望実 エダ ノゾミ 女性 下田LSC
345 吉澤 柚衣 ヨシザワ ユイ 女性 館山SLSC
368 久村 花梨 クムラ カリン 女性 日体大荏原LSC
379 速水 彩 ハヤミズ アヤ 女性 波崎SLSC
380 輿石 晴歩 コシイシ ハルホ 女性 波崎SLSC
384 加藤 愛 カトウ マナ 女性 南伊豆LSC
386 吉村 彩 ヨシムラ アヤ 女性 南伊豆LSC
387 後野 百香 ウシロノ モモカ 女性 南伊豆LSC
009 川勝 美輝 カワカツ ミキ 女性 鎌倉LG
086 久保田 純令 クボタ スミレ 女性 湘南ひらつか

104 吉田 絢香 ヨシダ アヤカ 女性 逗子SLSC
106 中村 悠佳里 ナカムラ ユカリ 女性 逗子SLSC
118 西尾 栞 ニシオ シオリ 女性 茅ヶ崎SLSC
137 関口 莉歩 セキグチ リホ 女性 西浜

138 富田 和佳子 トミタ ワカコ 女性 西浜

144 浜地 沙羅 ハマジ サラ 女性 西浜

158 武田 彩良 タケダ サラ 女性 西浜

199 角谷 はな カクタニ ハナ 女性 由比ガ浜SLSC
234 林 愛莉 ハヤシ アイリ 女性 湯河原LSC
245 山田 純葉 ヤマダ スミハ 女性 湯河原LSC
260 江畑 志保 エバタ シホ 女性 岩井LSC
298 平井 葉子 ヒライ ハコ 女性 九十九里

299 駒谷 帆香 コマヤ ホノカ 女性 九十九里

301 山中 みのり ヤマナカ ミノリ 女性 九十九里



03.★ ボードレース女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

311 阿部 桃子 アベ モモコ 女性 下田LSC
339 三井 結里花 ミツイ ユリカ 女性 館山SLSC
340 高村 星 タカムラ ヒカル 女性 館山SLSC
341 清水 美咲 シミズ ミサキ 女性 館山SLSC
370 塚田 怜乃 ツカダ レイノ 女性 日体大荏原LSC
371 双木 梨央 ナミキ リオ 女性 日体大荏原LSC
375 松岡 鈴奈 マツオカ スズナ 女性 日体大荏原LSC
389 伊藤 若菜 イトウ ワカナ 女性 和田浦LSC
228 中鉢 夏希 チュウバチ ナツキ 女性 湯河原LSC
293 坪内 舞 ツボウチ マイ 女性 鴨川LSC
354 宮田 沙依 ミヤタ サヨリ 女性 銚子LC
374 井上 こなつ イノウエ コナツ 女性 日体大荏原LSC

60



04★ ボードレース男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

006 本間 春翔 ホンマ ハルト 男性 大磯LSC
080 花塚 修斗 ハナヅカ シュウト 男性 湘南ひらつか

081 比嘉 海 ヒガ カイ 男性 湘南ひらつか

084 奈良部 元春 ナラベ モトハル 男性 湘南ひらつか

102 保坂 一道 ホサカ カズミチ 男性 逗子SLSC
110 井野口 真大 イノクチ マナト 男性 茅ヶ崎SLSC
117 中丸 智貴 ナカマル トモキ 男性 茅ヶ崎SLSC
121 荒井 洋佑 アライ ヨウスケ 男性 西浜

133 北川 健太郎 キタガワ ケンタロウ 男性 西浜

134 石田 宙 イシダ ソラ 男性 西浜

143 布方 勇海 ヌノカタ イサミ 男性 西浜

145 菅谷 珊斗 スガヤ サント 男性 西浜

196 浦 健太 ウラ ケンタ 男性 由比ガ浜SLSC
197 相澤 虎大 アイザワ コダイ 男性 由比ガ浜SLSC
198 髙須 快晴 タカス ヨシハル 男性 由比ガ浜SLSC
226 吉田 唯人 ヨシダ ユイト 男性 湯河原LSC
229 上妻 佳太郎 カミヅマ ケイタロウ 男性 湯河原LSC
232 堂薗 佑太 ドウゾノ ユウタ 男性 湯河原LSC
237 島田 圭佑 シマダ ケイスケ 男性 湯河原LSC
252 高木 惇暉 タカギ トシキ 男性 YULC
257 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 男性 岩井LSC
258 大図 光陽 オオズ ミツアキ 男性 岩井LSC
265 石田 堅人 イシダ ケント 男性 岩井LSC
271 安達 雄太 アダチ ユウタ 男性 勝浦LSC
274 榎本 宏暉 エノモト ヒロキ 男性 勝浦LSC
290 森野 郁也 モリノ フミヤ 男性 鴨川LSC
296 川田 航平 カワタ コウヘイ 男性 九十九里

300 森井 渉 モリイ ワタル 男性 九十九里

309 森井 遼 モリイ リョウ 男性 下田LSC
313 石川 優太 イシカワ ユウタ 男性 下田LSC
318 矢冨 忍 ヤドミ シノブ 男性 下田LSC
343 井坂 渓人 イサカ ケイト 男性 館山SLSC
346 渡邉 周平 ワタナベ シュウヘイ 男性 館山SLSC
347 今村 圭佑 イマムラ ケイスケ 男性 館山SLSC
348 末益 海 スエマス カイ 男性 館山SLSC
377 塚本 一真 ツカモト カズマ 男性 波崎SLSC
383 井上 駿佑 イノウエ シュンスケ 男性 南伊豆LSC
388 小久江 翔 オグエ ショウ 男性 南伊豆LSC
005 人見 啓斗 ヒトミ ケイト 男性 大磯LSC
085 浅賀 英貴 アサガ ヒデタカ 男性 湘南ひらつか

108 熊岡　 蒼一郎 クマオカ ソウイチロウ 男性 逗子SLSC
119 平井 幹 ヒライ モトキ 男性 茅ヶ崎SLSC
126 上野 凌 ウエノ リョウ 男性 西浜

127 新川 将吾 ニッカワ ショウゴ 男性 西浜

135 志賀 海征 シガ カイセイ 男性 西浜

136 鈴木 太陽 スズキ タイヨウ 男性 西浜

142 志賀 海空 シガ ミソラ 男性 西浜

146 成田 湊 ナリタ ミナト 男性 西浜



04★ ボードレース男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

147 布方 達海 ヌノカタ タツミ 男性 西浜

195 帯谷 大樹 オビヤ ヒロキ 男性 由比ガ浜SLSC
202 西川 温人 ニシカワ ハルト 男性 由比ガ浜SLSC
220 西山 俊 ニシヤマ シュン 男性 湯河原LSC
239 白畑 秀磨 シラハタ シュウマ 男性 湯河原LSC
242 露木 凜 ツユキ リン 男性 湯河原LSC
246 山本 一凜 ヤマモト イチリン 男性 湯河原LSC
251 鍛冶 謙一 カジ ケンイチ 男性 YULC
263 山下 瑛照 ヤマシタ エイキ 男性 岩井LSC
266 市川 直親 イチカワ ナオチカ 男性 岩井LSC
272 楠本 慶明 クスモト ノリアキ 男性 勝浦LSC
278 鈴木 友弥 スズキ トモヤ 男性 勝浦LSC
294 廣井 柚樹 ヒロイ ユズキ 男性 K-AQUA
295 池端 拓海 イケハタ タクミ 男性 九十九里

297 小野 慧伍 オノ ケイゴ 男性 九十九里

338 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 男性 館山SLSC
342 宮澤 渓 ミヤザワ ケイ 男性 館山SLSC
344 白川 優作 シラカワ ユウサク 男性 館山SLSC
385 西山 太智 ニシヤマ タイチ 男性 南伊豆LSC
111 高野 翔太 タカノ ショウタ 男性 茅ヶ崎SLSC
141 太田 凱 オオタ ガイ 男性 西浜

378 榎戸 暖 エノキド ダン 男性 波崎SLSC
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05 サーフスキーレース女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

010 今野 恵 コンノ メグミ 女性 鎌倉LG
123 篠 郁蘭 シノ アヤカ 女性 西浜

199 角谷 はな カクタニ ハナ 女性 由比ガ浜SLSC
228 中鉢 夏希 チュウバチ ナツキ 女性 湯河原LSC
354 宮田 沙依 ミヤタ サヨリ 女性 銚子LC
363 村尾 美海 ムラオ ミウ 女性 西伊豆・松崎LSC
391 熊木 春乃 クマキ ハルノ 女性 和田浦LSC
112 平野 沙羅 ヒラノ サラ 女性 茅ヶ崎SLSC
115 永井 柚衣 ナガイ ユイ 女性 茅ヶ崎SLSC
140 小野 文穗 オノ アヤホ 女性 西浜

219 青木 邦 アオキ クニ 女性 湯河原LSC
222 一原 枝厘花 イチハラ エリカ 女性 湯河原LSC
224 秋田 香苗 アキタ カナエ 女性 湯河原LSC
230 小平 杏 コヒラ アン 女性 湯河原LSC
315 石野 夏未 イシノ ナツミ 女性 下田LSC
319 今井 柚歩 イマイ ユズホ 女性 下田LSC
379 速水 彩 ハヤミズ アヤ 女性 波崎SLSC
380 輿石 晴歩 コシイシ ハルホ 女性 波崎SLSC
118 西尾 栞 ニシオ シオリ 女性 茅ヶ崎SLSC
144 浜地 沙羅 ハマジ サラ 女性 西浜

339 三井 結里花 ミツイ ユリカ 女性 館山SLSC
341 清水 美咲 シミズ ミサキ 女性 館山SLSC
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06 ｻｰﾌｽｷｰﾚｰｽ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

122 勝部 興 カツベ ワタル 男性 西浜

124 園田 俊 ソノダ スグル 男性 西浜

128 新井 大介 アライ ダイスケ 男性 西浜

195 帯谷 大樹 オビヤ ヒロキ 男性 由比ガ浜SLSC
225 林 誠海 ハヤシ マサミ 男性 湯河原LSC
337 佐藤 和伯 サトウ カズノリ 男性 館山SLSC
352 浅見 雄一郎 アサミ ユウイチロウ 男性 銚子LC
361 寺尾 匡人 テラオ マサト 男性 西伊豆・松崎LSC
362 山本 大輝 ヤマモト タイキ 男性 西伊豆・松崎LSC
378 榎戸 暖 エノキド ダン 男性 波崎SLSC
006 本間 春翔 ホンマ ハルト 男性 大磯LSC
084 奈良部 元春 ナラベ モトハル 男性 湘南ひらつか

110 井野口 真大 イノクチ マナト 男性 茅ヶ崎SLSC
121 荒井 洋佑 アライ ヨウスケ 男性 西浜

145 菅谷 珊斗 スガヤ サント 男性 西浜

197 相澤 虎大 アイザワ コダイ 男性 由比ガ浜SLSC
198 髙須 快晴 タカス ヨシハル 男性 由比ガ浜SLSC
232 堂薗 佑太 ドウゾノ ユウタ 男性 湯河原LSC
237 島田 圭佑 シマダ ケイスケ 男性 湯河原LSC
252 高木 惇暉 タカギ トシキ 男性 YULC
271 安達 雄太 アダチ ユウタ 男性 勝浦LSC
290 森野 郁也 モリノ フミヤ 男性 鴨川LSC
296 川田 航平 カワタ コウヘイ 男性 九十九里

309 森井 遼 モリイ リョウ 男性 下田LSC
313 石川 優太 イシカワ ユウタ 男性 下田LSC
343 井坂 渓人 イサカ ケイト 男性 館山SLSC
377 塚本 一真 ツカモト カズマ 男性 波崎SLSC
383 井上 駿佑 イノウエ シュンスケ 男性 南伊豆LSC
136 鈴木 太陽 スズキ タイヨウ 男性 西浜

220 西山 俊 ニシヤマ シュン 男性 湯河原LSC
295 池端 拓海 イケハタ タクミ 男性 九十九里

297 小野 慧伍 オノ ケイゴ 男性 九十九里
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07 ｵｰｼｬﾝｳｰﾏﾝ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

144 浜地 沙羅 ハマジ サラ 女性 西浜

308 斎藤 由里 サイトウ ユリ 女性 下田LSC
129 関口 瑠唯 セキグチ ルイ 女性 西浜

228 中鉢 夏希 チュウバチ ナツキ 女性 湯河原LSC
231 高橋 麗那 タカハシ レナ 女性 湯河原LSC
261 神庭 愛 カミニワ アイ 女性 岩井LSC
354 宮田 沙依 ミヤタ サヨリ 女性 銚子LC
376 正能  愛里 ショウノウ アイリ 女性 波崎SLSC
010 今野 恵 コンノ メグミ 女性 鎌倉LG
112 平野 沙羅 ヒラノ サラ 女性 茅ヶ崎SLSC
138 富田 和佳子 トミタ ワカコ 女性 西浜

199 角谷 はな カクタニ ハナ 女性 由比ガ浜SLSC
219 青木 邦 アオキ クニ 女性 湯河原LSC
222 一原 枝厘花 イチハラ エリカ 女性 湯河原LSC
224 秋田 香苗 アキタ カナエ 女性 湯河原LSC
230 小平 杏 コヒラ アン 女性 湯河原LSC
298 平井 葉子 ヒライ ハコ 女性 九十九里

315 石野 夏未 イシノ ナツミ 女性 下田LSC
339 三井 結里花 ミツイ ユリカ 女性 館山SLSC
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08 オーシャンマン男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

272 楠本 慶明 クスモト ノリアキ 男性 勝浦LSC
357 堀内 敦貴 ホリウチ アツキ 男性 銚子LC
113 藤村 拓真 フジムラ タクマ 男性 茅ヶ崎SLSC
122 勝部 興 カツベ ワタル 男性 西浜

124 園田 俊 ソノダ スグル 男性 西浜

225 林 誠海 ハヤシ マサミ 男性 湯河原LSC
227 國澤 健大 クニサワ ケンタ 男性 湯河原LSC
337 佐藤 和伯 サトウ カズノリ 男性 館山SLSC
378 榎戸 暖 エノキド ダン 男性 波崎SLSC
084 奈良部 元春 ナラベ モトハル 男性 湘南ひらつか

110 井野口 真大 イノクチ マナト 男性 茅ヶ崎SLSC
121 荒井 洋佑 アライ ヨウスケ 男性 西浜

126 上野 凌 ウエノ リョウ 男性 西浜

127 新川 将吾 ニッカワ ショウゴ 男性 西浜

135 志賀 海征 シガ カイセイ 男性 西浜

195 帯谷 大樹 オビヤ ヒロキ 男性 由比ガ浜SLSC
197 相澤 虎大 アイザワ コダイ 男性 由比ガ浜SLSC
198 髙須 快晴 タカス ヨシハル 男性 由比ガ浜SLSC
232 堂薗 佑太 ドウゾノ ユウタ 男性 湯河原LSC
239 白畑 秀磨 シラハタ シュウマ 男性 湯河原LSC
271 安達 雄太 アダチ ユウタ 男性 勝浦LSC
290 森野 郁也 モリノ フミヤ 男性 鴨川LSC
338 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 男性 館山SLSC
342 宮澤 渓 ミヤザワ ケイ 男性 館山SLSC
343 井坂 渓人 イサカ ケイト 男性 館山SLSC
377 塚本 一真 ツカモト カズマ 男性 波崎SLSC
383 井上 駿佑 イノウエ シュンスケ 男性 南伊豆LSC
220 西山 俊 ニシヤマ シュン 男性 湯河原LSC
295 池端 拓海 イケハタ タクミ 男性 九十九里
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09★ 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

007 渡辺 菜瑠真 ワタナベ ナルミ 女性 大磯LSC
083 金子 彩紀 カネコ サキ 女性 湘南ひらつか

103 宮本 麻衣 ミヤモト マイ 女性 逗子SLSC
264 荒居 乃音 アライ ノノン 女性 岩井LSC
269 徳嶺 仁美 トクミネ ヒトミ 女性 岩井LSC
288 石塚 円香 イシヅカ マドカ 女性 鴨川LSC
289 田中 綾 タナカ アヤ 女性 鴨川LSC
293 坪内 舞 ツボウチ マイ 女性 鴨川LSC
334 大矢 幸恵 オオヤ ユキエ 女性 白浜LSC
365 今西 花菜香 イマニシ ハナカ 女性 日体大荏原LSC
373 山田 梨美 ヤマダ リミ 女性 日体大荏原LSC
381 柳下 萌奏 ヤギシタ モエカ 女性 波崎SLSC
099 島田 そら シマダ ソラ 女性 逗子SLSC
240 鈴木 莉子 スズキ リコ 女性 湯河原LSC
243 正木 友海 マサキ ユミ 女性 湯河原LSC
314 石黒 七都 イシグロ ナツ 女性 下田LSC
320 江田 望実 エダ ノゾミ 女性 下田LSC
158 武田 彩良 タケダ サラ 女性 西浜

235 追川 那瑠弥 オイカワ ナルミ 女性 湯河原LSC
238 島本 夏凜 シマモト カリン 女性 湯河原LSC
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10★ 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

001 嶋津 俊哉 シマヅ トシヤ 男性 大磯LSC
002 田中 政也 タナカ マサヤ 男性 大磯LSC
003 本多 翔 ホンダ カケル 男性 大磯LSC
004 小川 宝生 オガワ ホウセイ 男性 大磯LSC
098 高松 夏一 タカマツ カイチ 男性 逗子SLSC
105 大庭 康太郎 オオバ コウタロウ 男性 逗子SLSC
120 宝満 橋平 ホウマン キョウヘイ 男性 茅ヶ崎SLSC
254 岩田 一希 イワタ カズキ 男性 YULC
292 森下 広大 モリシタ コウダイ 男性 鴨川LSC
333 前川 拓道 マエカワ タクミ 男性 白浜LSC
353 加藤 拓也 カトウ タクヤ 男性 銚子LC
355 森 新太郎 モリ シンタロウ 男性 銚子LC
356 富山 正樹 トミヤマ マサキ 男性 銚子LC
364 鈴木 陽大 スズキ ハルト 男性 日体大荏原LSC
382 岡田 大輝 オカダ ダイキ 男性 南伊豆LSC
082 伊東 大輝 イトウ ダイキ 男性 湘南ひらつか

100 高野 晃輔 タカノ コウスケ 男性 逗子SLSC
116 河野 甫 コウノ ハジメ 男性 茅ヶ崎SLSC
130 坂本 真德 サカモト マサトク 男性 西浜

221 野口 勝成 ノグチ カツナリ 男性 湯河原LSC
253 北田 尚輝 キタダ ナオキ 男性 YULC
259 大道 圭希 オオミチ ケイマ 男性 岩井LSC
268 木村 啓人 キムラ ケイト 男性 岩井LSC
276 和泉澤 渉 イズミサワ ワタル 男性 勝浦LSC
277 佐藤 孝太 サトウ コウタ 男性 勝浦LSC
279 横尾 達丸 ヨコオ タツマル 男性 勝浦LSC
291 三好 雄稀 ミヨシ ユウキ 男性 鴨川LSC
346 渡邉 周平 ワタナベ シュウヘイ 男性 館山SLSC
367 岸 瑛心 キシ エイシン 男性 日体大荏原LSC
369 菅野 涼平 スガノ リョウヘイ 男性 日体大荏原LSC
087 福岡 藍人 フクオカ アイト 男性 湘南ひらつか

114 浦田 亜蓮 ウラタ アレン 男性 茅ヶ崎SLSC
344 白川 優作 シラカワ ユウサク 男性 館山SLSC
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11 ビーチフラッグス女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

101 原 香織 ハラ カオリ 女性 逗子SLSC
007 渡辺 菜瑠真 ワタナベ ナルミ 女性 大磯LSC
083 金子 彩紀 カネコ サキ 女性 湘南ひらつか

139 羽富 麗心 ハトミ ウララ 女性 西浜

235 追川 那瑠弥 オイカワ ナルミ 女性 湯河原LSC
238 島本 夏凜 シマモト カリン 女性 湯河原LSC
262 中村 紗彩 ナカムラ サアヤ 女性 岩井LSC
264 荒居 乃音 アライ ノノン 女性 岩井LSC
269 徳嶺 仁美 トクミネ ヒトミ 女性 岩井LSC
288 石塚 円香 イシヅカ マドカ 女性 鴨川LSC
289 田中 綾 タナカ アヤ 女性 鴨川LSC
293 坪内 舞 ツボウチ マイ 女性 鴨川LSC
334 大矢 幸恵 オオヤ ユキエ 女性 白浜LSC
365 今西 花菜香 イマニシ ハナカ 女性 日体大荏原LSC
366 大岡 麻結 オオオカ マイ 女性 日体大荏原LSC
373 山田 梨美 ヤマダ リミ 女性 日体大荏原LSC
374 井上 こなつ イノウエ コナツ 女性 日体大荏原LSC
243 正木 友海 マサキ ユミ 女性 湯河原LSC
314 石黒 七都 イシグロ ナツ 女性 下田LSC
320 江田 望実 エダ ノゾミ 女性 下田LSC
368 久村 花梨 クムラ カリン 女性 日体大荏原LSC
370 塚田 怜乃 ツカダ レイノ 女性 日体大荏原LSC
371 双木 梨央 ナミキ リオ 女性 日体大荏原LSC
375 松岡 鈴奈 マツオカ スズナ 女性 日体大荏原LSC

24



12 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

082 伊東 大輝 イトウ ダイキ 男性 湘南ひらつか

087 福岡 藍人 フクオカ アイト 男性 湘南ひらつか

100 高野 晃輔 タカノ コウスケ 男性 逗子SLSC
111 高野 翔太 タカノ ショウタ 男性 茅ヶ崎SLSC
116 河野 甫 コウノ ハジメ 男性 茅ヶ崎SLSC
130 坂本 真德 サカモト マサトク 男性 西浜

132 井上 祐里 イノウエ ユウリ 男性 西浜

221 野口 勝成 ノグチ カツナリ 男性 湯河原LSC
250 近藤 毅歩 コンドウ タケホ 男性 YULC
253 北田 尚輝 キタダ ナオキ 男性 YULC
259 大道 圭希 オオミチ ケイマ 男性 岩井LSC
263 山下 瑛照 ヤマシタ エイキ 男性 岩井LSC
268 木村 啓人 キムラ ケイト 男性 岩井LSC
270 堀尾 汰一 ホリオ タイチ 男性 岩井LSC
273 堀江 星冴 ホリエ ショウゴ 男性 勝浦LSC
276 和泉澤 渉 イズミサワ ワタル 男性 勝浦LSC
277 佐藤 孝太 サトウ コウタ 男性 勝浦LSC
278 鈴木 友弥 スズキ トモヤ 男性 勝浦LSC
279 横尾 達丸 ヨコオ タツマル 男性 勝浦LSC
280 藁谷 太一 ワラガイ タイチ 男性 勝浦LSC
291 三好 雄稀 ミヨシ ユウキ 男性 鴨川LSC
302 上遠野 元太 カドウノ ゲンタ 男性 式根島LSC
367 岸 瑛心 キシ エイシン 男性 日体大荏原LSC
369 菅野 涼平 スガノ リョウヘイ 男性 日体大荏原LSC
390 高橋 幸仁 タカハシ コウジ 男性 和田浦LSC
001 嶋津 俊哉 シマヅ トシヤ 男性 大磯LSC
002 田中 政也 タナカ マサヤ 男性 大磯LSC
003 本多 翔 ホンダ カケル 男性 大磯LSC
004 小川 宝生 オガワ ホウセイ 男性 大磯LSC
080 花塚 修斗 ハナヅカ シュウト 男性 湘南ひらつか

081 比嘉 海 ヒガ カイ 男性 湘南ひらつか

120 宝満 橋平 ホウマン キョウヘイ 男性 茅ヶ崎SLSC
141 太田 凱 オオタ ガイ 男性 西浜

257 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 男性 岩井LSC
258 大図 光陽 オオズ ミツアキ 男性 岩井LSC
265 石田 堅人 イシダ ケント 男性 岩井LSC
292 森下 広大 モリシタ コウダイ 男性 鴨川LSC
333 前川 拓道 マエカワ タクミ 男性 白浜LSC
355 森 新太郎 モリ シンタロウ 男性 銚子LC
356 富山 正樹 トミヤマ マサキ 男性 銚子LC
364 鈴木 陽大 スズキ ハルト 男性 日体大荏原LSC
372 森広 想 モリヒロ ソウ 男性 日体大荏原LSC
382 岡田 大輝 オカダ ダイキ 男性 南伊豆LSC
085 浅賀 英貴 アサガ ヒデタカ 男性 湘南ひらつか

117 中丸 智貴 ナカマル トモキ 男性 茅ヶ崎SLSC
346 渡邉 周平 ワタナベ シュウヘイ 男性 館山SLSC
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13★ 2kmﾋﾞｰﾁﾗﾝ女子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

139 羽富 麗心 ハトミ ウララ 女性 西浜

262 中村 紗彩 ナカムラ サアヤ 女性 岩井LSC
374 井上 こなつ イノウエ コナツ 女性 日体大荏原LSC
375 松岡 鈴奈 マツオカ スズナ 女性 日体大荏原LSC
107 森崎 友香 モリサキ トモカ 女性 逗子SLSC
241 林 佳実 ハヤシ ヨシミ 女性 湯河原LSC
368 久村 花梨 クムラ カリン 女性 日体大荏原LSC
387 後野 百香 ウシロノ モモカ 女性 南伊豆LSC
086 久保田 純令 クボタ スミレ 女性 湘南ひらつか

366 大岡 麻結 オオオカ マイ 女性 日体大荏原LSC
138 富田 和佳子 トミタ ワカコ 女性 西浜

11



14★ ﾋﾞｰﾁﾗﾝ男子

№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

088 松田 優斗 マツダ ユウト 男性 湘南ひらつか

141 太田 凱 オオタ ガイ 男性 西浜

310 三枝 健吾 サイグサ ケンゴ 男性 下田LSC
372 森広 想 モリヒロ ソウ 男性 日体大荏原LSC
114 浦田 亜蓮 ウラタ アレン 男性 茅ヶ崎SLSC
347 今村 圭佑 イマムラ ケイスケ 男性 館山SLSC
146 成田 湊 ナリタ ミナト 男性 西浜

202 西川 温人 ニシカワ ハルト 男性 由比ガ浜SLSC
313 石川 優太 イシカワ ユウタ 男性 下田LSC
385 西山 太智 ニシヤマ タイチ 男性 南伊豆LSC
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