
一般男子
No 所属県名 登録番号 氏 名 フリ ガナ 齢

1 北海道 2501002 杉本 怜 スギモト レイ 22
2 茨城県 2508001 沼尻 拓磨 ヌマジリ タクマ 20
3 茨城県 2508002 清水 広明 シミズ ヒロアキ 32
4 茨城県 2508007 野村 真一郎 ノムラ シンイチロウ 16
5 栃木県 2509001 芝田 将基 シバタ マサキ 25
6 栃木県 2509003 楢崎 智亜 ナラサキ トモア 17
7 栃木県 2509004 小塙 雄斗 コバナワ ユウト 17
8 群馬県 2510004 北村 啓祐 キタムラ ケイスケ 21
9 埼玉県 2511004 是永 敬一郎 コレナガ ケイイチロウ 17
10 埼玉県 2511005 波田 悠貴 ハダ ユウキ 16
11 埼玉県 2511006 渡邉 海人 ワタナベ カイト 16
12 埼玉県 2511017 松岡 準弥 マツオカ ジュンヤ 30
13 千葉県 2512003 大井 将生 オオイ マサオ 29
14 千葉県 2512004 羽鎌田 直人 ハカマダ ナオト 21
15 千葉県 2512009 島谷 尚季 シマタニ ナオキ 17
16 千葉県 2512010 飯田 譲 イイダ ユズル 16
17 千葉県 2512011 佐々木 原 ササキ ゲン 17
18 千葉県 2512020 坂本 祐樹 サカモト ユウキ 17
19 東京都 2513002 卯城 鉄平 ウシロ テッペイ 38
20 東京都 2513003 松島 暁人 マツシマ アキト 31
21 東京都 2513009 松原 宏実 マツバラ ヒロミ 18
22 東京都 2513016 盛田 康平 モリタ コウヘイ 14
23 東京都 太田 裕樹 オオタ ヒロキ 32
24 神奈川県 2514003 新田 龍海 ニッタ タツミ 21
25 神奈川県 2514020 小西 桂 コニシ カツラ 12
26 福井県 2520010 山川 尊頌 ヤマカワ タカノブ 20
27 静岡県 2521003 鈴木 正信 スズキ マサノブ 16
28 愛知県 2522001 藤井 快 フジイ ココロ 21
29 京都府 本郷 真一 ホンゴウ シンイチ 21
30 大阪府 2527005 竹田 拓哉 タケダ タクヤ 38
31 大阪府 2527012 船木 大生 フナキ ダイセイ 16
32 大阪府 山田 航 ヤマダ ワタル 29
33 鳥取県 2531017 福田 宗次郎 フクダ ソウジロウ 21
34 岡山県 2533002 小西 大介 コニシ ダイスケ 26
35 岡山県 2533003 中原 栄 ナカハラ サカエ 24
36 広島県 2534005 中野 稔 ナカノ ミノル 29
37 愛媛県 2838007 徳永 潤一 トクナガ ジュンイチ 24
38 愛媛県 若江 勇一 ワカエ ユウイチ 29
39 佐賀県 2541001 尾崎 晃一 オザキ コウイチ 27
40 佐賀県 2541003 樋口 純裕 ヒグチ マサヒロ 21
41 長崎県 2542001 尾形 和俊 オガタ カズトシ 30
42 長崎県 2542002 江口 健太 エグチ ケンタ 26

一般女子
No 県名 登録番号 氏 名 フリ ガナ 齢

1 宮城県 2504010 三浦 絵里菜 ミウラ エリナ 18
2 茨城県 2508008 小林 由佳 コバヤシ ユカ 25
3 栃木県 2509007 中田 茉那 ナカタ マナ 17
4 栃木県 2509014 望月 香菜子 モチヅキ カナコ 19
5 群馬県 2510006 大澤 咲子 オオサワ サキコ 22
6 埼玉県 2511002 尾上 彩 オノエ アヤ 18
7 埼玉県 2511003 坂井 絢音 サカイ アヤネ 17
8 埼玉県 2511025 曽我 綾乃 ソガ アヤノ 12
9 千葉県 2512006 目次 容子 メツギ ヨウコ 29
10 千葉県 2512012 石毛 杏香 イシゲ キョウカ 18
11 千葉県 2512015 西田 朱李 ニシダ シュリ 13



12 千葉県 2501016 竹内 彩佳 タケウチ アヤカ 47
13 千葉県 2512016 風間 慧美 カザマ エミ 12
14 東京都 2513005 松島 由希 マツシマ ユキ 26
15 東京都 2513011 野中 生萌 ノナカ ミホウ 16
16 東京都 2513012 木暮 花 コグレ ハナ 17
17 神奈川 2514001 遠藤 由加 エンドウ ユカ 47
18 静岡県 2521009 中村 祐香梨 ナカムラ ユカリ 15
19 静岡県 2521014 渡邊 亜梨沙 ワタナベ アリサ 19
20 三重県 2523001 義村 萌 ヨシムラ モエ 16
21 三重県 2523002 田嶋 あいか タジマ アイカ 15
22 兵庫県 2528005 大植 麻亜耶 オオウエ マアヤ 15
23 長崎県 2542003 松尾 智子 マツオ トモコ 31
24 長崎県 2542004 江口 かおり エグチ カオリ 30

障害者男女
県番県名 登録番号 氏 名 フリ ガナ 性 年齢クラス

1 宮城県 2504018 大槻 智志 オオツキ トモユキ M 43 肢体
2 福岡県 中埜 雅富 ナカノ マサトミ M 57 肢体
3 宮城県 小松 範明 コマツ ノリアキ M 40 B1
4 埼玉県 加藤 直樹 カトウ ナオキ M 41 B1
5 東京都 川嶋 一広 カワシマ カズヒロ M 39 B1
6 高知県 前岡 正人 マエオカ マサヒト M 42 B1
7 東京都 川井 雄人 カワイ ユウト M 13 B1
8 神奈川県 岩本 謙司 イワモト ケンジ M 38 B1
9 東京都 小林 幸一郎 コバヤシ コウイチロウM 45 B2

10 東京都 2513031 会田 祥 アイタ ショウ M 17 B2
11 東京都 長橋 孝明 ナガハシ タカアキ M 38 B2
12 愛知県 青木 宏美 アオキ ヒロミ F 42 B2
13 高知県 前岡 ミカ マエオカ ミカ F 49 B3
14 高知県 中越 祐太 ナカゴシ ユウタ M 25 B3
15 東京都 蓑和田 一洋 ミノワダ カズヒロ M 43 B3


