
41 ｻｰﾌﾚｰｽ女子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

017 後上 夏菜子 ゴガミ ナナコ 女性 鎌倉LG
021 中山 桃子 ナカヤマ トウコ 女性 鎌倉LG
054 塩谷 有珠樹 エンヤ アズキ 女性 鎌倉LG
207 大塚 万里愛 オオツカ マリア 女性 由比ガ浜SLSC
281 安達 奈海 アダチ ナミ 女性 勝浦LSC
351 藤崎 笑佳 フジサキ エミカ 女性 館山SLSC
163 古賀 夏美 コガ ナツミ 女性 西浜

7



42 ｻｰﾌﾚｰｽ男子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

016 亀井 祐伍 カメイ ユウゴ 男性 鎌倉LG
019 高木 秀征 タカギ シュウセイ 男性 鎌倉LG
025 北川 成 キタガワ ナル 男性 鎌倉LG
026 北沢 泰雅 キタザワ タイガ 男性 鎌倉LG
059 寳槻 潤 ホウツキ ヒロ 男性 湘南Golden
093 伏黒 剣世 フシクロ ケンセイ 男性 湘南ひらつか

160 西澤 伶王 ニシザワ レオ 男性 西浜

165 高橋 楽音 タカハシ ガクト 男性 西浜

166 土谷 颯真 ツチヤ ソウマ 男性 西浜

167 眞部　 太杜 マナベ タイト 男性 西浜

193 武田 悠佑 タケダ ユウスケ 男性 西浜

204 井上 大夢 イノウエ ダイム 男性 由比ガ浜SLSC
206 太田 陽仁 オオタ ハルト 男性 由比ガ浜SLSC
208 橋本 音次郎 ハシモト オトジロウ 男性 由比ガ浜SLSC
304 望月 晴斗 モチヅキ ハルト 男性 静波LC
205 槍田 力 ウツダ リキ 男性 由比ガ浜SLSC
209 ロバーツ 龍馬 ロバーツ リョウマ 男性 由比ガ浜SLSC

17



43 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

015 丸山 はやか マルヤマ ハヤカ 女性 鎌倉LG
020 内藤 希音 ナイトウ ネネ 女性 鎌倉LG
027 吉田 蒼 ヨシダ アオイ 女性 鎌倉LG
055 小柳 奈々 コヤナギ ナナ 女性 湘南Golden
169 永越 朱理 エイコシ アカリ 女性 西浜

170 兼田 笑那 カネダ エナ 女性 西浜

172 森 多緒 モリ タオ 女性 西浜

282 高梨 夏生 タカナシ ナツキ 女性 勝浦LSC
017 後上 夏菜子 ゴガミ ナナコ 女性 鎌倉LG
021 中山 桃子 ナカヤマ トウコ 女性 鎌倉LG
054 塩谷 有珠樹 エンヤ アズキ 女性 鎌倉LG
057 草柳 凪咲 クサヤナギ ナギサ 女性 湘南Golden
207 大塚 万里愛 オオツカ マリア 女性 由比ガ浜SLSC
281 安達 奈海 アダチ ナミ 女性 勝浦LSC
351 藤崎 笑佳 フジサキ エミカ 女性 館山SLSC
283 常盤 珠絆 トキワ ジュナ 女性 勝浦LSC

16



44 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

018 高垣 歩仁 タカガキ アルト 男性 鎌倉LG
022 米林 志 ヨネバヤシ ココロ 男性 鎌倉LG
028 ランブル クルーシス ランブル クルーシス 男性 鎌倉LG
094 浅賀 雅啓 アサガ マサノブ 男性 湘南ひらつか

171 角田 海晴 スミタ ミハル 男性 西浜

205 槍田 力 ウツダ リキ 男性 由比ガ浜SLSC
209 ロバーツ 龍馬 ロバーツ リョウマ 男性 由比ガ浜SLSC
016 亀井 祐伍 カメイ ユウゴ 男性 鎌倉LG
019 高木 秀征 タカギ シュウセイ 男性 鎌倉LG
025 北川 成 キタガワ ナル 男性 鎌倉LG
026 北沢 泰雅 キタザワ タイガ 男性 鎌倉LG
056 草柳 海翔 クサヤナギ カイト 男性 湘南Golden
059 寳槻 潤 ホウツキ ヒロ 男性 湘南Golden
093 伏黒 剣世 フシクロ ケンセイ 男性 湘南ひらつか

160 西澤 伶王 ニシザワ レオ 男性 西浜

165 高橋 楽音 タカハシ ガクト 男性 西浜

166 土谷 颯真 ツチヤ ソウマ 男性 西浜

167 眞部　 太杜 マナベ タイト 男性 西浜

168 ラム 淳平 ラム ジュンペイ 男性 西浜

193 武田 悠佑 タケダ ユウスケ 男性 西浜

204 井上 大夢 イノウエ ダイム 男性 由比ガ浜SLSC
206 太田 陽仁 オオタ ハルト 男性 由比ガ浜SLSC
208 橋本 音次郎 ハシモト オトジロウ 男性 由比ガ浜SLSC
304 望月 晴斗 モチヅキ ハルト 男性 静波LC
058 林 新太 ハヤシ アラタ 男性 湘南Golden
212 河地 泰典 カワチ タイスケ 男性 由比ガ浜SLSC

26



45 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

053 秋山 莉世 アキヤマ リヨ 女性 鎌倉LG
057 草柳 凪咲 クサヤナギ ナギサ 女性 湘南Golden
283 常盤 珠絆 トキワ ジュナ 女性 勝浦LSC
015 丸山 はやか マルヤマ ハヤカ 女性 鎌倉LG
020 内藤 希音 ナイトウ ネネ 女性 鎌倉LG
055 小柳 奈々 コヤナギ ナナ 女性 湘南Golden
169 永越 朱理 エイコシ アカリ 女性 西浜

172 森 多緒 モリ タオ 女性 西浜

282 高梨 夏生 タカナシ ナツキ 女性 勝浦LSC
163 古賀 夏美 コガ ナツミ 女性 西浜

207 大塚 万里愛 オオツカ マリア 女性 由比ガ浜SLSC
351 藤崎 笑佳 フジサキ エミカ 女性 館山SLSC

12



46 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

023 秋山 拓己 アキヤマ タクミ 男性 鎌倉LG
056 草柳 海翔 クサヤナギ カイト 男性 湘南Golden
058 林 新太 ハヤシ アラタ 男性 湘南Golden
168 ラム 淳平 ラム ジュンペイ 男性 西浜

018 高垣 歩仁 タカガキ アルト 男性 鎌倉LG
022 米林 志 ヨネバヤシ ココロ 男性 鎌倉LG
028 ランブル クルーシス ランブル クルーシス 男性 鎌倉LG
019 高木 秀征 タカギ シュウセイ 男性 鎌倉LG
093 伏黒 剣世 フシクロ ケンセイ 男性 湘南ひらつか

160 西澤 伶王 ニシザワ レオ 男性 西浜

165 高橋 楽音 タカハシ ガクト 男性 西浜

193 武田 悠佑 タケダ ユウスケ 男性 西浜

204 井上 大夢 イノウエ ダイム 男性 由比ガ浜SLSC
206 太田 陽仁 オオタ ハルト 男性 由比ガ浜SLSC
209 ロバーツ 龍馬 ロバーツ リョウマ 男性 由比ガ浜SLSC

15



47 ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ(15m)女子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

163 古賀 夏美 コガ ナツミ 女性 西浜

027 吉田 蒼 ヨシダ アオイ 女性 鎌倉LG
053 秋山 莉世 アキヤマ リヨ 女性 鎌倉LG
170 兼田 笑那 カネダ エナ 女性 西浜

283 常盤 珠絆 トキワ ジュナ 女性 勝浦LSC
015 丸山 はやか マルヤマ ハヤカ 女性 鎌倉LG
017 後上 夏菜子 ゴガミ ナナコ 女性 鎌倉LG
020 内藤 希音 ナイトウ ネネ 女性 鎌倉LG
054 塩谷 有珠樹 エンヤ アズキ 女性 鎌倉LG
055 小柳 奈々 コヤナギ ナナ 女性 湘南Golden
057 草柳 凪咲 クサヤナギ ナギサ 女性 湘南Golden
169 永越 朱理 エイコシ アカリ 女性 西浜

172 森 多緒 モリ タオ 女性 西浜

281 安達 奈海 アダチ ナミ 女性 勝浦LSC
282 高梨 夏生 タカナシ ナツキ 女性 勝浦LSC

15



48 ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ815m)男子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

023 秋山 拓己 アキヤマ タクミ 男性 鎌倉LG
058 林 新太 ハヤシ アラタ 男性 湘南Golden
094 浅賀 雅啓 アサガ マサノブ 男性 湘南ひらつか

171 角田 海晴 スミタ ミハル 男性 西浜

016 亀井 祐伍 カメイ ユウゴ 男性 鎌倉LG
018 高垣 歩仁 タカガキ アルト 男性 鎌倉LG
022 米林 志 ヨネバヤシ ココロ 男性 鎌倉LG
025 北川 成 キタガワ ナル 男性 鎌倉LG
026 北沢 泰雅 キタザワ タイガ 男性 鎌倉LG
028 ランブル クルーシス ランブル クルーシス 男性 鎌倉LG
056 草柳 海翔 クサヤナギ カイト 男性 湘南Golden
167 眞部　 太杜 マナベ タイト 男性 西浜

168 ラム 淳平 ラム ジュンペイ 男性 西浜

205 槍田 力 ウツダ リキ 男性 由比ガ浜SLSC
019 高木 秀征 タカギ シュウセイ 男性 鎌倉LG
093 伏黒 剣世 フシクロ ケンセイ 男性 湘南ひらつか

160 西澤 伶王 ニシザワ レオ 男性 西浜

17



49 1kmﾋﾞｰﾁﾗﾝ女子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

027 吉田 蒼 ヨシダ アオイ 女性 鎌倉LG
053 秋山 莉世 アキヤマ リヨ 女性 鎌倉LG
283 常盤 珠絆 トキワ ジュナ 女性 勝浦LSC
015 丸山 はやか マルヤマ ハヤカ 女性 鎌倉LG
017 後上 夏菜子 ゴガミ ナナコ 女性 鎌倉LG
020 内藤 希音 ナイトウ ネネ 女性 鎌倉LG
054 塩谷 有珠樹 エンヤ アズキ 女性 鎌倉LG
207 大塚 万里愛 オオツカ マリア 女性 由比ガ浜SLSC

8



50 1kmﾋﾞｰﾁﾗﾝ男子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

023 秋山 拓己 アキヤマ タクミ 男性 鎌倉LG
059 寳槻 潤 ホウツキ ヒロ 男性 湘南Golden
094 浅賀 雅啓 アサガ マサノブ 男性 湘南ひらつか

208 橋本 音次郎 ハシモト オトジロウ 男性 由比ガ浜SLSC
304 望月 晴斗 モチヅキ ハルト 男性 静波LC
022 米林 志 ヨネバヤシ ココロ 男性 鎌倉LG
025 北川 成 キタガワ ナル 男性 鎌倉LG
026 北沢 泰雅 キタザワ タイガ 男性 鎌倉LG
028 ランブル クルーシス ランブル クルーシス 男性 鎌倉LG
168 ラム 淳平 ラム ジュンペイ 男性 西浜

204 井上 大夢 イノウエ ダイム 男性 由比ガ浜SLSC
205 槍田 力 ウツダ リキ 男性 由比ガ浜SLSC
093 伏黒 剣世 フシクロ ケンセイ 男性 湘南ひらつか

160 西澤 伶王 ニシザワ レオ 男性 西浜

14



57 ﾗﾝ･ｽｲﾑ･ﾗﾝ女子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

008 上野 佳代子 ウエノ カヨコ 女性 鎌倉LG
031 亀井 遥佳 カメイ ハルカ 女性 鎌倉LG
033 谷中 渚瑠 タニナカ ナル 女性 鎌倉LG
042 内藤 希乃 ナイトウ ノノ 女性 鎌倉LG
070 寳槻 璃香 ホウツキ リコ 女性 湘南Golden
095 沼野井 心葉 ヌマノイ ココハ 女性 湘南ひらつか

174 井上 咲希 イノウエ サキ 女性 西浜

176 小川 菜々花 オガワ ナナカ 女性 西浜

181 井上 夏帆 イノウエ カホ 女性 西浜

184 松田 糸 マツダ イト 女性 西浜

186 水野 真緒 ミズノ マオ 女性 西浜

284 石塚 心陽 イシツカ コハル 女性 勝浦LSC
305 石原 沙天 イシハラ サテン 女性 静波LC
173 新井 美結 アライ ミユ 女性 西浜

185 丸塚 心結 マルヅカ ココロ 女性 西浜

15



58 ﾗﾝ･ｽｲﾑ･ﾗﾝ男子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

044 吉田 禮 ヨシダ レイ 男性 鎌倉LG
065 下総 成洋 シモフサ ナルヒロ 男性 湘南Golden
175 太田 桃乃介 オオタ トウノスケ 男性 西浜

177 菅野 陽仁 カンノ ハルト 男性 西浜

179 野澤 義弘 ノザワ ヨシヒロ 男性 西浜

180 ラム 健汰 ラム ケンタ 男性 西浜

182 大野 友臣 オオノ トモオミ 男性 西浜

194 石井 政之 イシイ マサユキ 男性 由比ガ浜SLSC
211 大塚 瑛玄 オオツカ エイゲン 男性 由比ガ浜SLSC
212 河地 泰典 カワチ タイスケ 男性 由比ガ浜SLSC
213 田中 樹 タナカ イツキ 男性 由比ガ浜SLSC
214 橋本 健三 ハシモト ケンゾウ 男性 由比ガ浜SLSC
306 永野 大地 ナガノ ダイチ 男性 静波LC
062 阿部 拓真 アベ タクマ 男性 湘南Golden
194 石井 政之 イシイ マサユキ 男性 由比ガ浜SLSC
032 郷田 純一郎 ゴウダ ジュンイチロウ 男性 鎌倉LG
060 岡田 岳歩 オカダ ガクホ 男性 湘南Golden
178 西澤 伶衣 ニシザワ レイ 男性 西浜

216 ミリナー ハリー ミリナー ハリー 男性 由比ガ浜SLSC
19



59 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

029 岩崎 美空 イワサキ ミソラ 女性 鎌倉LG
063 伊藤 彩音 イトウ アヤネ 女性 湘南Golden
031 亀井 遥佳 カメイ ハルカ 女性 鎌倉LG
033 谷中 渚瑠 タニナカ ナル 女性 鎌倉LG
042 内藤 希乃 ナイトウ ノノ 女性 鎌倉LG
070 寳槻 璃香 ホウツキ リコ 女性 湘南Golden
095 沼野井 心葉 ヌマノイ ココハ 女性 湘南ひらつか

173 新井 美結 アライ ミユ 女性 西浜

174 井上 咲希 イノウエ サキ 女性 西浜

176 小川 菜々花 オガワ ナナカ 女性 西浜

181 井上 夏帆 イノウエ カホ 女性 西浜

184 松田 糸 マツダ イト 女性 西浜

185 丸塚 心結 マルヅカ ココロ 女性 西浜

186 水野 真緒 ミズノ マオ 女性 西浜

305 石原 沙天 イシハラ サテン 女性 静波LC
008 上野 佳代子 ウエノ カヨコ 女性 鎌倉LG
037 上崎 渚 ジョウザキ ナギサ 女性 鎌倉LG
067 高野 杏莉 タカノ アンリ 女性 湘南Golden
286 常盤 咲来 トキワ サラ 女性 勝浦LSC

19



60 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

030 大倉 大河 オオクラ タイガ 男性 鎌倉LG
032 郷田 純一郎 ゴウダ ジュンイチロウ 男性 鎌倉LG
038 染野 智也 ソメノ トモヤ 男性 鎌倉LG
040 高田 拓実 タカダ タクミ 男性 鎌倉LG
041 谷嶋 碧太郎 タニシマ アオタロウ 男性 鎌倉LG
043 宮下 遍 ミヤシタ アマネ 男性 鎌倉LG
060 岡田 岳歩 オカダ ガクホ 男性 湘南Golden
061 竹田 佳睦 タケダ ヨシチカ 男性 湘南Golden
064 小谷 太一 コタニ タイチ 男性 湘南Golden
068 田中 絃太 タナカ ゲンタ 男性 湘南Golden
071 光山 裕太 ミツヤマ ユウタ 男性 湘南Golden
285 岡田 大和 オカダ ヤマト 男性 勝浦LSC
044 吉田 禮 ヨシダ レイ 男性 鎌倉LG
065 下総 成洋 シモフサ ナルヒロ 男性 湘南Golden
096 伏黒 泰世 フシクロ タイセイ 男性 湘南ひらつか

177 菅野 陽仁 カンノ ハルト 男性 西浜

180 ラム 健汰 ラム ケンタ 男性 西浜

182 大野 友臣 オオノ トモオミ 男性 西浜

211 大塚 瑛玄 オオツカ エイゲン 男性 由比ガ浜SLSC
212 河地 泰典 カワチ タイスケ 男性 由比ガ浜SLSC
213 田中 樹 タナカ イツキ 男性 由比ガ浜SLSC
214 橋本 健三 ハシモト ケンゾウ 男性 由比ガ浜SLSC
306 永野 大地 ナガノ ダイチ 男性 静波LC
062 阿部 拓真 アベ タクマ 男性 湘南Golden
178 西澤 伶衣 ニシザワ レイ 男性 西浜

183 兼田 悠生 カネダ ユウセイ 男性 西浜

26



61 ﾋﾞｰﾁｽﾌﾟﾘﾝﾄ(50m)女子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

024 神﨑 すず カンザキ スズ 女性 鎌倉LG
034 加藤 環 カトウ タマキ 女性 鎌倉LG
067 高野 杏莉 タカノ アンリ 女性 湘南Golden
069 砥川 心寧 トガワ ココネ 女性 湘南Golden
173 新井 美結 アライ ミユ 女性 西浜

029 岩崎 美空 イワサキ ミソラ 女性 鎌倉LG
037 上崎 渚 ジョウザキ ナギサ 女性 鎌倉LG
063 伊藤 彩音 イトウ アヤネ 女性 湘南Golden
286 常盤 咲来 トキワ サラ 女性 勝浦LSC
042 内藤 希乃 ナイトウ ノノ 女性 鎌倉LG
174 井上 咲希 イノウエ サキ 女性 西浜

181 井上 夏帆 イノウエ カホ 女性 西浜

184 松田 糸 マツダ イト 女性 西浜

186 水野 真緒 ミズノ マオ 女性 西浜

284 石塚 心陽 イシツカ コハル 女性 勝浦LSC
095 沼野井 心葉 ヌマノイ ココハ 女性 湘南ひらつか

176 小川 菜々花 オガワ ナナカ 女性 西浜

185 丸塚 心結 マルヅカ ココロ 女性 西浜

305 石原 沙天 イシハラ サテン 女性 静波LC
19



62 ﾋﾞｰﾁｽﾌﾟﾘﾝﾄ(50m)男子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

036 島田 波祈 シマダ ナミキ 男性 鎌倉LG
039 高木 佑和 タカギ ユウト 男性 鎌倉LG
096 伏黒 泰世 フシクロ タイセイ 男性 湘南ひらつか

183 兼田 悠生 カネダ ユウセイ 男性 西浜

307 望月 恵介 モチヅキ ケイスケ 男性 静波LC
032 郷田 純一郎 ゴウダ ジュンイチロウ 男性 鎌倉LG
038 染野 智也 ソメノ トモヤ 男性 鎌倉LG
040 高田 拓実 タカダ タクミ 男性 鎌倉LG
041 谷嶋 碧太郎 タニシマ アオタロウ 男性 鎌倉LG
043 宮下 遍 ミヤシタ アマネ 男性 鎌倉LG
061 竹田 佳睦 タケダ ヨシチカ 男性 湘南Golden
064 小谷 太一 コタニ タイチ 男性 湘南Golden
068 田中 絃太 タナカ ゲンタ 男性 湘南Golden
071 光山 裕太 ミツヤマ ユウタ 男性 湘南Golden
175 太田 桃乃介 オオタ トウノスケ 男性 西浜

178 西澤 伶衣 ニシザワ レイ 男性 西浜

179 野澤 義弘 ノザワ ヨシヒロ 男性 西浜

285 岡田 大和 オカダ ヤマト 男性 勝浦LSC
030 大倉 大河 オオクラ タイガ 男性 鎌倉LG
065 下総 成洋 シモフサ ナルヒロ 男性 湘南Golden
180 ラム 健汰 ラム ケンタ 男性 西浜

182 大野 友臣 オオノ トモオミ 男性 西浜

211 大塚 瑛玄 オオツカ エイゲン 男性 由比ガ浜SLSC
306 永野 大地 ナガノ ダイチ 男性 静波LC
060 岡田 岳歩 オカダ ガクホ 男性 湘南Golden
062 阿部 拓真 アベ タクマ 男性 湘南Golden

26



63 ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ(15m)女子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

037 上崎 渚 ジョウザキ ナギサ 女性 鎌倉LG
185 丸塚 心結 マルヅカ ココロ 女性 西浜

286 常盤 咲来 トキワ サラ 女性 勝浦LSC
008 上野 佳代子 ウエノ カヨコ 女性 鎌倉LG
024 神﨑 すず カンザキ スズ 女性 鎌倉LG
034 加藤 環 カトウ タマキ 女性 鎌倉LG
067 高野 杏莉 タカノ アンリ 女性 湘南Golden
069 砥川 心寧 トガワ ココネ 女性 湘南Golden
284 石塚 心陽 イシツカ コハル 女性 勝浦LSC
029 岩崎 美空 イワサキ ミソラ 女性 鎌倉LG
031 亀井 遥佳 カメイ ハルカ 女性 鎌倉LG
033 谷中 渚瑠 タニナカ ナル 女性 鎌倉LG
063 伊藤 彩音 イトウ アヤネ 女性 湘南Golden
070 寳槻 璃香 ホウツキ リコ 女性 湘南Golden
095 沼野井 心葉 ヌマノイ ココハ 女性 湘南ひらつか

176 小川 菜々花 オガワ ナナカ 女性 西浜

305 石原 沙天 イシハラ サテン 女性 静波LC
042 内藤 希乃 ナイトウ ノノ 女性 鎌倉LG
181 井上 夏帆 イノウエ カホ 女性 西浜

184 松田 糸 マツダ イト 女性 西浜

186 水野 真緒 ミズノ マオ 女性 西浜

21



64 ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ(15m)男子
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

062 阿部 拓真 アベ タクマ 男性 湘南Golden
178 西澤 伶衣 ニシザワ レイ 男性 西浜

030 大倉 大河 オオクラ タイガ 男性 鎌倉LG
036 島田 波祈 シマダ ナミキ 男性 鎌倉LG
039 高木 佑和 タカギ ユウト 男性 鎌倉LG
060 岡田 岳歩 オカダ ガクホ 男性 湘南Golden
183 兼田 悠生 カネダ ユウセイ 男性 西浜

307 望月 恵介 モチヅキ ケイスケ 男性 静波LC
038 染野 智也 ソメノ トモヤ 男性 鎌倉LG
040 高田 拓実 タカダ タクミ 男性 鎌倉LG
041 谷嶋 碧太郎 タニシマ アオタロウ 男性 鎌倉LG
043 宮下 遍 ミヤシタ アマネ 男性 鎌倉LG
044 吉田 禮 ヨシダ レイ 男性 鎌倉LG
061 竹田 佳睦 タケダ ヨシチカ 男性 湘南Golden
064 小谷 太一 コタニ タイチ 男性 湘南Golden
068 田中 絃太 タナカ ゲンタ 男性 湘南Golden
071 光山 裕太 ミツヤマ ユウタ 男性 湘南Golden
096 伏黒 泰世 フシクロ タイセイ 男性 湘南ひらつか

175 太田 桃乃介 オオタ トウノスケ 男性 西浜

177 菅野 陽仁 カンノ ハルト 男性 西浜

179 野澤 義弘 ノザワ ヨシヒロ 男性 西浜

214 橋本 健三 ハシモト ケンゾウ 男性 由比ガ浜SLSC
285 岡田 大和 オカダ ヤマト 男性 勝浦LSC
065 下総 成洋 シモフサ ナルヒロ 男性 湘南Golden
182 大野 友臣 オオノ トモオミ 男性 西浜

211 大塚 瑛玄 オオツカ エイゲン 男性 由比ガ浜SLSC
306 永野 大地 ナガノ ダイチ 男性 静波LC

27



67 ｳｴｰﾃﾞｨﾝｸﾞレース混合
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

045 ランブル ケーラム ランブル ケーラム 男性 鎌倉LG
048 北沢 環奈 キタザワ カンナ 女性 鎌倉LG
049 丸山 しをか マルヤマ シヲカ 女性 鎌倉LG
050 吉野 魁人 ヨシノ カイト 男性 鎌倉LG
072 木村 海音 キムラ カノン 女性 湘南Golden
073 小柳 順平 コヤナギ ジュンペイ 男性 湘南Golden
074 本間 梨央 ホンマ リオ 男性 湘南Golden
075 矢尾 裕雅 ヤオ ユウガ 男性 湘南Golden
078 寺島 丈 テラシマ ジョウ 男性 湘南Golden
079 光山 智也 ミツヤマ トモヤ 男性 湘南Golden
097 伏黒 粋世 フシクロ スイセイ 男性 湘南ひらつか

187 高野 ふみ タカノ フミ 女性 西浜

191 篠 瑠夏 シノ ルカ 女性 西浜

210 井上 樹音 イノウエ ジュノン 女性 由比ガ浜SLSC
215 太田 泰智 オオタ タイチ 男性 由比ガ浜SLSC
216 ミリナー ハリー ミリナー ハリー 男性 由比ガ浜SLSC
217 河地 創士 カワチ ソウシ 男性 由比ガ浜SLSC
218 ミリナー マックス ミリナー マックス 男性 由比ガ浜SLSC
287 石塚 夏海 イシツカ ナツミ 女性 勝浦LSC
035 菊地 勘太 キクチ カンタ 男性 鎌倉LG
046 岩崎 陽香 イワサキ ハルカ 女性 鎌倉LG
077 高野 紗莉 タカノ サリ 女性 湘南Golden
190 荒井 佑真 アライ ユウマ 男性 西浜

192 高橋 衣央 タカハシ イオ 女性 西浜

248 青木 櫓生 アオキ ロイ 男性 湯河原LSC
076 関澤 柚希 セキザワ ユズキ 女性 湘南Golden

26



68 ﾆｯﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞﾚｰｽ混合
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

189 森 徳多郎 モリ トクタロウ 男性 西浜

035 菊地 勘太 キクチ カンタ 男性 鎌倉LG
045 ランブル ケーラム ランブル ケーラム 男性 鎌倉LG
048 北沢 環奈 キタザワ カンナ 女性 鎌倉LG
049 丸山 しをか マルヤマ シヲカ 女性 鎌倉LG
072 木村 海音 キムラ カノン 女性 湘南Golden
073 小柳 順平 コヤナギ ジュンペイ 男性 湘南Golden
076 関澤 柚希 セキザワ ユズキ 女性 湘南Golden
079 光山 智也 ミツヤマ トモヤ 男性 湘南Golden
210 井上 樹音 イノウエ ジュノン 女性 由比ガ浜SLSC
215 太田 泰智 オオタ タイチ 男性 由比ガ浜SLSC
216 ミリナー ハリー ミリナー ハリー 男性 由比ガ浜SLSC
217 河地 創士 カワチ ソウシ 男性 由比ガ浜SLSC
218 ミリナー マックス ミリナー マックス 男性 由比ガ浜SLSC
287 石塚 夏海 イシツカ ナツミ 女性 勝浦LSC
066 関澤 里桜 セキザワ リオ 女性 湘南Golden
097 伏黒 粋世 フシクロ スイセイ 男性 湘南ひらつか

187 高野 ふみ タカノ フミ 女性 西浜

18



69 ﾋﾞｰﾁｽﾌﾟﾘﾝﾄ(50m)混合
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

046 岩崎 陽香 イワサキ ハルカ 女性 鎌倉LG
047 北川 莉子 キタガワ リコ 女性 鎌倉LG
052 米林 花夏 ヨネバヤシ ハンナ 女性 鎌倉LG
076 関澤 柚希 セキザワ ユズキ 女性 湘南Golden
077 高野 紗莉 タカノ サリ 女性 湘南Golden
050 吉野 魁人 ヨシノ カイト 男性 鎌倉LG
051 槇 杏 マキ アン 女性 鎌倉LG
066 関澤 里桜 セキザワ リオ 女性 湘南Golden
074 本間 梨央 ホンマ リオ 男性 湘南Golden
075 矢尾 裕雅 ヤオ ユウガ 男性 湘南Golden
078 寺島 丈 テラシマ ジョウ 男性 湘南Golden
097 伏黒 粋世 フシクロ スイセイ 男性 湘南ひらつか

188 浜田 織羽 ハマダ オリハ 女性 西浜

189 森 徳多郎 モリ トクタロウ 男性 西浜

190 荒井 佑真 アライ ユウマ 男性 西浜

191 篠 瑠夏 シノ ルカ 女性 西浜

192 高橋 衣央 タカハシ イオ 女性 西浜

248 青木 櫓生 アオキ ロイ 男性 湯河原LSC
049 丸山 しをか マルヤマ シヲカ 女性 鎌倉LG
072 木村 海音 キムラ カノン 女性 湘南Golden
215 太田 泰智 オオタ タイチ 男性 由比ガ浜SLSC
216 ミリナー ハリー ミリナー ハリー 男性 由比ガ浜SLSC
218 ミリナー マックス ミリナー マックス 男性 由比ガ浜SLSC
287 石塚 夏海 イシツカ ナツミ 女性 勝浦LSC
035 菊地 勘太 キクチ カンタ 男性 鎌倉LG
045 ランブル ケーラム ランブル ケーラム 男性 鎌倉LG

26



70 ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞｽ(15m)混合
№ 氏名 フリガナ 性別 クラブ名称

035 菊地 勘太 キクチ カンタ 男性 鎌倉LG
051 槇 杏 マキ アン 女性 鎌倉LG
066 関澤 里桜 セキザワ リオ 女性 湘南Golden
188 浜田 織羽 ハマダ オリハ 女性 西浜

190 荒井 佑真 アライ ユウマ 男性 西浜

192 高橋 衣央 タカハシ イオ 女性 西浜

248 青木 櫓生 アオキ ロイ 男性 湯河原LSC
046 岩崎 陽香 イワサキ ハルカ 女性 鎌倉LG
047 北川 莉子 キタガワ リコ 女性 鎌倉LG
052 米林 花夏 ヨネバヤシ ハンナ 女性 鎌倉LG
077 高野 紗莉 タカノ サリ 女性 湘南Golden
187 高野 ふみ タカノ フミ 女性 西浜

045 ランブル ケーラム ランブル ケーラム 男性 鎌倉LG
048 北沢 環奈 キタザワ カンナ 女性 鎌倉LG
073 小柳 順平 コヤナギ ジュンペイ 男性 湘南Golden
074 本間 梨央 ホンマ リオ 男性 湘南Golden
075 矢尾 裕雅 ヤオ ユウガ 男性 湘南Golden
076 関澤 柚希 セキザワ ユズキ 女性 湘南Golden
078 寺島 丈 テラシマ ジョウ 男性 湘南Golden
079 光山 智也 ミツヤマ トモヤ 男性 湘南Golden
189 森 徳多郎 モリ トクタロウ 男性 西浜

191 篠 瑠夏 シノ ルカ 女性 西浜

049 丸山 しをか マルヤマ シヲカ 女性 鎌倉LG
097 伏黒 粋世 フシクロ スイセイ 男性 湘南ひらつか

287 石塚 夏海 イシツカ ナツミ 女性 勝浦LSC
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