
クラス 氏名 クラス 氏名 クラス 氏名
1 キッズ 西野 拳史 1 シニア 栗本 和宏 1 ウィメン、シニアウィメン 栗田 明子
2 キッズ 河野 真ノ彩 2 シニア 宮脇 雅志 2 ウィメン、シニアウィメン 羽石 恵里
3 キッズ 岡野 漣 3 シニア 笹山 恵太 3 ウィメン、シニアウィメン 谷口 美和
4 キッズ 酒井 仙太郎 4 シニア 松田 敦司 4 ウィメン、シニアウィメン 田上 さくら
5 キッズ 金沢 太規 5 シニア 大石 正輝 5 ウィメン、シニアウィメン 土井 美雪
6 キッズ 武川 慎 6 シニア 園田 敏行 6 ウィメン、シニアウィメン 安達 順子
7 キッズ 足立 海世 7 シニア 丹羽 博文 7 ウィメン、シニアウィメン 是永 妙香
8 キッズ 川瀬 斗嵐 8 シニア 中野 貴史 8 ウィメン、シニアウィメン 前田 きみか
9 キッズ 福田 遥斗 9 シニア 東生 亘 9 ウィメン、シニアウィメン 寺本 楓
10 キッズ 小霜 海斗 10 シニア 谷口 徳章 10 ウィメン、シニアウィメン 浜崎 千佳
11 キッズ 長沢 侑磨 11 シニア 末政 俊介 11 ウィメン、シニアウィメン 田中  順子
12 キッズ 鈴木 亜麻 12 シニア 梶 直也 12 ウィメン、シニアウィメン 七海 裕子
13 キッズ 鈴木  慈英 13 シニア 竹縄 公雄 13 ウィメン、シニアウィメン 浦野 真理子
14 キッズ 吉田 龍ノ助 14 シニア 天野 誠 14 ウィメン、シニアウィメン 草深 梨加
15 キッズ 渡邉 壱孔 15 シニア 宮本 樹 15 ウィメン、シニアウィメン 篠田 紋子
16 キッズ 寺田 文太 16 シニア 山崎 三郎 16 ウィメン、シニアウィメン 安田 美香
17 キッズ 吉岡 由樹 17 シニア 下田 泰成
18 キッズ 長栄 海児 18 シニア 河永 敬裕 1 ロングメン 武川 慎
19 キッズ 野出 隆治 19 シニア 安藤 真一 2 ロングメン 濱野 貴至
20 キッズ 小栗 碧壬 20 シニア 伊藤 禎幸 3 ロングメン 永田 孝司
21 キッズ 榊原 奏 21 シニア 鈴木 藍策 4 ロングメン 佐野 十志哉
22 キッズ 松本 浬空 22 シニア 高田 一行 5 ロングメン 西井 建勝

23 シニア 安田 誠 6 ロングメン 下田 泰成
1 ボーイズ・ジュニア 薮内 大河 24 シニア 上西 大輔 7 ロングメン 北 拓真
2 ボーイズ・ジュニア 大石 唯楓 25 シニア 北垣 和也 8 ロングメン 吉井 宏和
3 ボーイズ・ジュニア 小松 凛輝 26 シニア 北口 大祐 9 ロングメン 斎藤 健之輔
4 ボーイズ・ジュニア 金沢 呂偉 27 シニア 野村 昌宏 10 ロングメン 外崎 茂充
5 ボーイズ・ジュニア 平坂 光遵 28 シニア 山中 勇海 11 ロングメン 釜本 敏幸
6 ボーイズ・ジュニア 大住 唯斗 29 シニア 木下 浩司 12 ロングメン 川本 大修
7 ボーイズ・ジュニア 松原 渚生 30 シニア 山本 昇吾 13 ロングメン 橋本 優星
8 ボーイズ・ジュニア 安室 弦 31 シニア 須山 賢一 14 ロングメン 冨上 智洋
9 ボーイズ・ジュニア 中林 頼 32 シニア 中村 一智 15 ロングメン 尾崎 賢
10 ボーイズ・ジュニア 岸本 竜海 16 ロングメン 嶋 俊範
11 ボーイズ・ジュニア 新谷 瑞稀 1 マスター 佐藤 弘一朗
12 ボーイズ・ジュニア 綱村 海斗 2 マスター 谷口 弘和 Ｕ１８　ビギナー 吉田 柔太郎
13 ボーイズ・ジュニア 西田 陽登 3 マスター 坂本 外喜雄 Ｕ１８　ビギナー 谷澤 優心
14 ボーイズ・ジュニア 窪田 栞太 4 マスター 鈴木 一也 Ｕ１８　ビギナー 榊原 伶
15 ボーイズ・ジュニア 澤田 海晴 5 マスター 土井 孝 Ｕ１８　ビギナー 上野 仁惟留
16 ボーイズ・ジュニア 大塚  弥央 6 マスター 岡田 哲章 Ｕ１８　ビギナー 橋本 優星
17 ボーイズ・ジュニア 島崎 天蒔 7 マスター 野口 明弘
18 ボーイズ・ジュニア 岡村 晃友 8 マスター 東田 聖 ウィメンズ　ビギナー 鈴木 莉珠
19 ボーイズ・ジュニア 休場 匠 9 マスター 茶木 重人 ウィメンズ　ビギナー 井高 柚紀
20 ボーイズ・ジュニア 神田 莉玖 10 マスター 松原 善志光 ウィメンズ　ビギナー 東本 りか
21 ボーイズ・ジュニア 染川 真之介 11 マスター 小野 元嗣 ウィメンズ　ビギナー 駒田 裕美子
22 ボーイズ・ジュニア 安田 響真 12 マスター 清水 淳哉 ウィメンズ　ビギナー 大村 遥
23 ボーイズ・ジュニア 岩瀬 裕哉 13 マスター 松尾 英治 ウィメンズ　ビギナー 榊原 響
24 ボーイズ・ジュニア 中村 海満 14 マスター 軽部 英和 ウィメンズ　ビギナー 今枝 栄
25 ボーイズ・ジュニア 西世古 篤哉 15 マスター 寺尾 雅史
26 ボーイズ・ジュニア 浜村 アルハ 16 マスター 森沢 次郎 メンズ　ビギナー 瀧口 礼智
27 ボーイズ・ジュニア 竹田 彪吾 メンズ　ビギナー 木谷 和也
28 ボーイズ・ジュニア 山田 鈴大 1 グランドマスター、カフナ 山賀 幸一郎 メンズ　ビギナー 古川 雄尉
29 ボーイズ・ジュニア 本田 孝義 2 グランドマスター、カフナ 小谷 和宏
30 ボーイズ・ジュニア 鳥潟 一太 3 グランドマスター、カフナ 小野澤 正樹 ロングウィメン キャンセル

4 グランドマスター、カフナ 関根 一男 ガールズ キャンセル
1 メン 多田 晃治 5 グランドマスター、カフナ 南出 繁郎 ＢＢウィメン キャンセル
2 メン 田邑 星斗 6 グランドマスター、カフナ 新井 健一 ＢＢメン キャンセル
3 メン 山中 泰輔 7 グランドマスター、カフナ 久野 孝
4 メン 荒川 照夫 8 グランドマスター、カフナ 佐加 良一
5 メン 一柳 祐人 9 グランドマスター、カフナ 三輪 真一
6 メン 坂根 碩人 10 グランドマスター、カフナ 松本 晃一
7 メン 三浦 海斗 11 グランドマスター、カフナ 坂本 應尚
8 メン 瀬戸 優貴 12 グランドマスター、カフナ 加藤 政一
9 メン 大西 隼人 13 グランドマスター、カフナ 山中 雅由
10 メン 前田 将太郎 14 グランドマスター、カフナ 志村 仁
11 メン 田富 海凪 15 グランドマスター、カフナ 山西 敦司
12 メン 新井 健太 16 グランドマスター、カフナ 加藤 貴久
13 メン 軽部 太氣
14 メン 森 将真
15 メン 川上 将真
16 メン 清水 海志
17 メン 日比野 翔
18 メン 島田 健斗
19 メン 坂本 雄太
20 メン 奥 秀太
21 メン 上田 隆平
22 メン 染川 格之真
23 メン 柳本 淳真
24 メン 岸部 京哉
25 メン 伊藤 遼


