
ゼッケン ⽒名 備考 ゼッケン ⽒名 備考 ゼッケン ⽒名 備考
1 ⼭本 鯨 ♯400 1 佐々⽊ 麗希 1 本⽥ 七海

982 成⽥ 亮 2 村野 晟弥 2 ⽵内 優菜
3 岡野 聖 3 岩崎 優 3 川井 ⿇央
44 ⼩島 庸平 4 牟⽥⼝ 侑⼤ 4 久保 まな
155 ⼤塚 豪太 5 ⽮野 ⼤介 5 ⼩野 彩葉
6 深⾕ 広⼀ 6 福村 鎌 6 井川 実乃⾥
7 安原 志 7 富岡 寿弥 7 神⽥橋 芽
8 星野 裕 8 ⻄ 元気 8 ⾬宮 舞美

166 星野 優位 9 阿久根 芳仁 9 ⽊下 宙
10 ⼩⽅ 誠 10 佐藤 沙弐 10 ⽥端 紗名
11 北原 岳哲 11 上原 巧 11 半⽥ こはく
12 ⼩林 秀真 12 関根 凌太 12 穂苅 愛⾹
317 富⽥ 俊樹 13 有⼭ ⼤輝 13 伊藤 悠利
793 池⾕ 優太 14 上家 駿 14 勝股 七海
15 ⻑⾨ 健⼀ 15 橋本 俊平 15 ⽔野 直⼦
16 川⼝ 尚希 16 伊⾹ 将徳 16 阿部 華帆
17 道脇 ⽩⿓ 17 阿部 仁 17 松⽊ 紗⼦
18 ⼩野 千成 18 堀越 秀鷹 18 楠本 菜⽉
19 宗本 駿真 19 鈴⽊ ⼤将 20 箕浦 未夢
20 ﾐｯﾁｪﾙ ｴﾊﾞﾝｽ 20 松岡 ⼒翔 21 清⽔ ⼣稀
322 横澤 拓夢 21 ⼩川 永資 22 ⽊村 綾希
22 古賀 太基 22 崎原 太樹 23 野⼝ 夏希
23 鈴⽊ 涼太 23 ⼭⽥ 太陽 24 佐々⽊ 奈津美
24 ⽩⽯ 翔也 24 渡⾕ 歩夢瑠 25 瀬尾 柚姫
25 ⼩林 雅裕 25 永井 剛志 26 ⽯井 那奈
26 中村 泰介 26 坂本 明則 27 濵村 いぶき
27 ⼤⽯ ⼀⽃ 27 榊 流星 28 ⾚松 樹愛
164 河村 広志 28 鈴⽊ 優那 29 宮本 淑美
29 沼⽥ 誠司 29 笹島 克久 30 鑓⽔ よう⼦
30 横⼭ 遥希 IA2：♯1 30 三好 涼 31 ⾼原 央
31 ⼤倉 由揮 31 桒垣 ⻯⽃ 32 ⽻賀 伊吹
32 平⽥ 優 32 鈴村 匡樹 33 ⼭﨑 琴乃
33 ⿃⾕部 晃太 33 瀬⼾⼭ 禅 34 菱⽥ 奈恵
954 ⽯浦 諒 34 板垣 周佑 35 菱⽥ 梨奈
35 鈴村 英喜 35 中井 皓⼤ 36 加茂 優⾥
36 ⼤城 魁之輔 36 ⾼橋 輝 希望ゼッケン 37 ⽴澤 杏実
37 ⼿操 将志 37 ⽵ヶ原 陽紀 38 宮⽥ ⾵翔
38 道脇 右京 38 ⼩林 ⼤治朗
39 内⽥ 篤基 39 ⻘⽊ 翔真 55 上林 ⾳亜 希望ゼッケン

40 川上 ⿓司 40 村松 寿樹 63 畑尾 樹璃 3/26変更承認

41 浅井 亮太 41 藤原 陽⼀
42 ⼤⽊ 汰⼀ 42 ⽯平 凌⼤
43 森 優介 43 飯沼 怜王
110 渡辺 祐介 44 林 駆凜
45 神⽥橋 瞭 45 平塚 豪
46 鴨⽥ 翔 46 ⼭添 椋
47 ⻄條 悠⼈ 47 ⾚堀 尚央
931 平⼭ ⼒ 48 川原 善幸
49 ⽠⽣ ⼤喜 49 ⽶⽥ 海⽃
50 渡辺 陵 50 坂本 勇希
51 ⾼原 秋⽃ 51 ⾏久 勝裕
52 岸 桐我 52 三⽊ 学⼼
53 佐々⽊ 麗 53 ⽊村 信孝
54 町⽥ 旺郷 54 齋藤 銀汰

国際A級 国際B級 レディース
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911 ⻫藤 嵩 55 北林 誠
56 室井 政伸 56 ⾼橋 樹
57 ⻄垣 魁星 57 藤川 昴
58 ⼟屋 元希 58 原國 翼
912 ⼩川 孝平 59 森 昭憲
60 池⽥ 凌 60 郡司 翼
61 ⽥中 教世 61 ⼋巻 翔吾
62 ⾼橋 ⻁⽀郎 62 岩渕 隼⼠
63 真野 凌輔 63 畑尾 樹璃
64 笠原 氷河 64 ⼾舘 隼⼈
65 ⻫藤 健太 65 ⼭形 篤
66 倉持 陵⽣ 66 中⼭ 威知郎
67 古賀 翼 72 佐⽵ 涼冴 希望ゼッケン

68 藤⽥ 勇 112 松尾 浩之 希望ゼッケン

69 ⽵野 拓実
70 ⽯浦 優
71 那須  伊雪
72 ⻄岡 顕⼼
73 ⾺場  ⼤貴
74 池本 凌汰
318 河⻄ 琉
331 新井  宏彰
408 増⽥ ⼀将
555 能塚 智寛
711 溝⼝  哲也
888 勝⾕  武史
01 中島  漱也
02 袴⽥  哲弥
03 佐野 雄太
04 ⼩笠原 ⼤貴
05 佐々⽊  優
06 近藤 雄紀
07 ⾼師 永潤
08 阿部  佑基
09 阿部  晴基
010 ⼤嶋  康聖
75 尾崎 ⼤⼆郎
76 神⾕ 創太
77 根岸 瑞⽣
78 ⽥村 和暉
79 上岡 聖志朗


