
No 選手ID 住所 姓 名 姓(フリガナ) 名(フリガナ)

1 15030004 岩手県 中島 大智 ナカシマ ダイチ

2 15030008 岩手県 昆 脩太 コン シュウタ

3 15030009 東京都 藤原 佑樹 フジワラ ユウキ

4 15035089 岩手県 山内 響 ヤマウチ ヒビキ

5 15040002 宮城県 津田 洋志 ツダ ヒロシ

6 15095173 栃木県 楢﨑 明智 ナラサキ メイチ

7 15099002 栃木県 茂呂居 岳人 モロイ ガクト

8 15100008 群馬県 北村 啓祐 キタムラ ケイスケ

9 15110004 埼玉県 是永 敬一郎 コレナガ ケイイチロウ

10 15110013 埼玉県 波田 悠貴 ハダ ユウキ

11 15119001 埼玉県 本間 大晴 ホンマ タイセイ

12 15120002 千葉県 村井 隆一 ムライ リュウイチ

13 15120003 千葉県 島谷 尚季 シマタニ ナオキ

14 15120004 千葉県 飯田 譲 イイダ ユズル

15 15120005 千葉県 佐々木 原 ササキ ゲン

16 15120006 千葉県 千葉 悠 チバ ユウ

17 15120007 千葉県 野末 遼太 ノズエ リョウタ

18 15120008 千葉県 大里 拓己 オオサト タクミ

19 15125232 千葉県 西 紘平 ニシ コウヘイ

20 15130018 東京都 盛田 康平 モリタ コウヘイ

21 15130020 東京都 大髙 伽弥 オオタカ カヤ

22 15130028 東京都 太田 裕樹 オオタ ヒロキ

23 15130029 東京都 武田 匠 タケダ タクミ

81 15130044 東京都 羽鎌田 直人 ハカマダ ナオト

24 15139002 東京都 坪井 健志 ツボイ ケンシ

25 15139006 東京都 卯城 鉄平 ウシロ テッペイ

26 15149003 神奈川県 土肥 圭太 ドヒ ケイタ

27 15149006 神奈川県 天笠 颯太 アマガサ ソウタ

87 15149014 神奈川県 野村 真一郎 ノムラ シンイチロウ

28 15160006 新潟県 田中 修太 タナカ シュウタ

29 15179002 長野県 丹羽 優希 ニワ ユウキ

30 15200008 福井県 山本 智博 ヤマモト トモヒロ

86 15200009 福井県 牧田 康弘 マキタ ヤスヒロ

31 15219004 静岡県 大橋 征弘 オオハシ ユキヒロ

32 15229013 愛知県 神吉 直也 カンキ ナオヤ

33 15230002 千葉県 大井 将生 オオイ マサオ

34 15239001 三重県 田嶋 瑞貴 タジマ ミズキ

35 15240001 岐阜県 亀山 凌平 カメヤマ リョウヘイ

36 15240007 岐阜県 日比野 良祐 ヒビノ リョウスケ

37 15240008 岐阜県 小澤 慧乙 オザワ ケイト

38 15260002 京都府 本郷 真一 ホンゴウ シンイチ

39 15260011 京都府 久貝 悠太 クガイ ユウタ

40 15265009 京都府 中山 祐生 ナカヤマ ユウキ

41 15265039 京都府 木本 功太 キモト コウタ

42 15275005 大阪府 原田 海 ハラダ カイ

43 15279002 大阪府 清水 裕登 シミズ ヒロト

44 15279003 大阪府 竹田 拓哉 タケダ タクヤ

45 15280004 兵庫県 久下 陸弥 クゲ リクヤ

46 15280005 兵庫県 中井 飛鳥 ナカイ アスカ

47 15290002 奈良県 西田 秀聖 ニシダ ヒデマサ

48 15290003 奈良県 抜井 亮瑛 ヌクイ リョウエイ

49 15295018 奈良県 岡本 季大 オカモト スエヒロ

50 15300001 和歌山県 追田 樹波 オイタ キナミ

51 15300002 大阪府 小畑 侑大 コバタ ユウタ

52 15300003 和歌山県 小畑 佳功 コバタ ヨシノリ

53 15305056 和歌山 小林 冬和 コバヤシ トワ
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54 15305059 和歌山 藤井 良太 フジイ  リョウタ

55 15310002 鳥取県 山中 一輝 ヤマナカ カズキ

56 15310004 鳥取県 高田 知尭 タカタ トモアキ

57 15315016 鳥取県 安本 海斗 ヤスモト カイト

58 15315017 鳥取県 松井 堅 マツイ ツヨシ

59 15315052 鳥取県 河上 紘輝 カワカミ ヒロキ

60 15330001 岡山県 多久 英作 タク エイサク

61 15330002 兵庫県 小西 大介 コニシ ダイスケ

62 15330003 岡山県 中原 栄 ナカハラ サカエ

63 15340002 広島県 中野 稔 ナカノ ミノル

64 15340003 滋賀県 齋藤 孔明 サイトウ コウメイ

65 15350005 山口県 豊田 将史 トヨタ マサフミ

66 15350006 山口県 佐野 有基 サノ ユウキ

67 15355037 山口県 柴田 耕平 シバタ コウヘイ

68 15380024 愛媛県 德永 潤一 トクナガ ジュンイチ

69 15409001 福岡県 中上 太斗 ナカガミ タイト

70 15409002 福岡県 中上 巧 ナカガミ タクミ

71 15410002 東京都 尾﨑 晃一 オザキ コウイチ

72 15410003 東京都 樋口 純裕 ヒグチ マサヒロ

73 15410007 佐賀県 靏本 直生 ツルモト ナオキ

74 15420001 長崎県 尾形 和俊 オガタ カズトシ

75 15420007 長崎県 林 大智 ハヤシ ダイチ

76 15420008 長崎県 安達 隼介 アダチ シュンスケ

77 15420009 長崎県 中村 聖 ナカムラ アキラ

78 15460001 鹿児島 川畑 イサム カワバタ イサム

79 15460005 鹿児島 橋本 大輔 ハシモト ダイスケ

80 16219001 静岡県 伊藤 裕貴 イトウ ユウキ

82 静岡県 岩﨑 雅人 イワサキ マサト

83 静岡県 松田 浩太 マツダ コウタ

84 静岡県 松島 和由 マツシマ カズヨシ

85 静岡県 河合 康太 カワイ コウタ

88 埼玉県 古畑 和音 フルハタ カズネ

89 埼玉県 芝田 将基 シバタ マサキ



No 選手ID 姓 名 姓(フリガナ) 名(フリガナ) 性別

1 15030001 岩手県 田中 里旺 タナカ リオ 女

2 15030002 岩手県 吉田 朱羽 ヨシダ アゲハ 女

3 15030003 岩手県 伊藤 ふたば イトウ フタバ 女

4 15030005 岩手県 坂本 康子 サカモト ヤスコ 女

5 15089002 茨城県 菊池 野音 キクチ ノネ 女

6 15089003 茨城県 森 秋彩 モリ アイ 女

7 15095119 栃木県 茂呂居 楓 モロイ カエデ 女

8 15100010 群馬県 大澤 咲子 オオサワ サキコ 女

9 15110002 埼玉県 金子 桃華 カネコ モモカ 女

10 15110003 埼玉県 坂井 絢音 サカイ アヤネ 女

11 15110007 埼玉県 曽我 綾乃 ソガ アヤノ 女

12 15110011 埼玉県 松井 結 マツイ ユイ 女

13 15120011 千葉県 目次 容子 メツギ ヨウコ 女

14 15120012 千葉県 飯田 あづみ イイダ アヅミ 女

15 15120013 千葉県 竹内 彩佳 タケウチ アヤカ 女

16 15120014 千葉県 西田 朱李 ニシダ シュリ 女

17 15120015 千葉県 風間 慧美 カザマ エミ 女

18 15120018 千葉県 二宮 凛 ニノミヤ リン 女

19 15120020 千葉県 チピ ヴァーガラ チピ ヴァーガラ 女

20 15125001 千葉県 杉原 夏鈴 スギハラ カリン 女

21 15125459 千葉県 菊沢 絢 キクサワ アヤ 女

22 15125460 千葉県 清水 夏子 シミズ ナツコ 女

23 15130026 東京都 木暮 花 コグレ ハナ 女

24 15139005 東京都 美谷島 ももか ミヤジマ モモカ 女

25 15200001 福井県 廣重 幸紀 ヒロシゲ ユキ 女

26 15200003 福井県 宮田 陽菜 ミヤタ ハルナ 女

27 15210004 栃木県 望月 香菜子 モチヅキ カナコ 女

28 15215321 静岡県 中村 祐香梨 ナカムラ ユカリ 女

56 15219001 静岡県 渡辺 亜梨沙 ワタナベ アリサ 女

29 15230001 三重県 義村 萌 ヨシムラ モエ 女

30 15235045 三重県 田嶋 あいか タジマ アイカ 女

31 15240004 岐阜県 水口 僚 ミズグチ ツカサ 女

32 15240005 岐阜県 佐藤 麻衣 サトウ マイ 女

33 15240009 岐阜県 小島 果南 コジマ カナン 女

34 15240012 岐阜県 小島 果琳 コジマ カリン 女

35 15260013 京都府 中山 美依 ナカヤマ ミイ 女

36 15269001 京都府 清水 陽華莉 シミズ ヒカリ 女

37 15270002 大阪府 黒岡 水夢 クロオカ ミム 女

38 15280008 兵庫県 櫓木 あかね ロギ アカネ 女

39 15290001 奈良県 谷井 菜月 タニイ ナツキ 女

40 15300004 和歌山県 杉村 紗恵子 スギムラ サエコ 女

41 15315019 鳥取県 西田 遥流 ニシダ ハルル 女

42 15315049 鳥取県 古川 日南子 フルカワ ヒナコ 女

43 15315050 鳥取県 高田 こころ タカタ ココロ 女

44 15340014 広島県 錦織 美里 ニシコリ ミサト 女

45 15345018 広島県 山下 真由 ヤマシタ マユ 女

46 15350012 山口県 永見 萌 ナガミ モエ 女

47 15355053 山口県 久保田 怜那 クボタ レイナ 女

48 15380027 愛媛県 德永 基希 トクナガ キキ 女

49 15410008 佐賀県 樋口 結花 ヒグチ ユカ 女

50 15415036 佐賀県 岸川 弓子 キシガワ ユミコ 女

51 15415037 佐賀県 渡島 奈緒 ワタシマ ナオ 女

52 15420003 長崎県 丸本 かおり マルモト カオリ 女

53 15420004 長崎県 原田 朝美 ハラダ アサミ 女

54 15420005 長崎県 木下 茜 キノシタ アカネ 女

55 15420006 長崎県 大河内 芹香 オオカワチ セリカ 女

57 東京都 上岡 恵理 カミオカ エリ 女
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No 姓 名 姓(フリガナ) 名(フリガナ)

15340011 松﨑 優太 マツザキ ユウタ

15340012 香川 丈 カガワ ジョウ

岡本 朗 オカモト アキラ

田島 康宏 タジマ ヤスヒロ

廣鰭 竜良 ヒロハタ タツロウ

栗本 成泰 クリモト ナリヒロ

脇田 一誠 ワキタ カズナリ

北原 將行 キタハラ マサユキ

北﨑 剛史 キタサキ タケシ

小林 大輔 コバヤシ ダイスケ

硲 剛士 ハザマ タケシ

山本 修平 ヤマモト シュウヘイ

15380029 渡部 慎一 ワタナベ シンイチ

柴田 優利 シバタ ユウリ

15380001 井上 遼 イノウエ リョウ

14380016 近藤 悠貴 コンドウ ユウキ

15380002 高村 佳吾 タカムラ ケイゴ

15380004 大政 涼 オオマサ リョウ

15229012 飯島 裕一 イイジマ ユウイチ

15229017 山脇 一馬 ヤマワキ カズマ

15269004 若原 優馬 ワカハラ ユウマ

15265046 丹 遥平 タン ヨウヘイ

15139008 西田 亮介 ニシダ リョウスケ

15139009 佐藤 立騎 サトウ タツキ

15255101 増田 海星 マスダ カイト

15255060 小寺 大樹 コテラ タイキ

15305028 岩本 京悟 イワモト ケイゴ

15305030 田村 泰河 タムラ タイガ

15305059 藤井 良太 フジイ  リョウタ

15305060 土田 要 ツチダ カナメ

No 選手ID 姓 名 姓(フリガナ) 名(フリガナ)

15340006 向井 弥生 ムカイ ヤヨイ

15340004 中野 恵美 ナカノ メグミ

15300006 松本 梓穂 マツモト シホ

15300005 仲地 麻梨子 ナカヂ マリコ

15255107 松田 友香 マツダ ユカ

15255070 中野 雪帆 ナカノ ユキホ

15305057 右田 菜々子 ミギタ ナナコ

15305058 右田 梨香子 ミギタ リカコ

14380006 髙木 春奈 タカギ ハルナ

15389001 折原 夏奈 オリハラ カナ

中山 葵 ナカヤマ アオイ

15305023 児玉 亜美 コダマ アミ
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