
氏名 クラス 氏名 クラス 氏名 クラス
伊藤 拓生 M10 山田 大雅 M20A 阿部 遼太郎 M20E

古田島 研人 M10 阿部 冬星 M20A 伊藤 元春 M20E

古田島 拓人 M10 伊地知 淳 M20A 伊藤 良介 M20E

須藤 元 M10 遠藤 優介 M20A 伊藤 頌太 M20E

伊藤 和生 M12 岡本 哲史 M20A 衣笠 舜登 M20E

小比賀 草太 M12 河野 隼司 M20A 薗部 駿太 M20E

入江 啓至 M12 角野 裕之 M20A 加藤 千晴 M20E

奥村 尚史 M15A 金子 稜 M20A 萱尾 澄人 M20E

屋敷 龍吾 M15A 熊木 智哉 M20A 丸山 ゆう M20E

居蔵　 亮志 M15A 原 柊斗 M20A 岩田 慈樹 M20E

三枝 雄一 M15A 左右田 駿 M20A 宮川 靖弥 M20E

寺村　 涼介 M15A 山見 泰輝 M20A 宮嶋 哲矢 M20E

柴田 日向 M15A 小俣 敦宏 M20A 金子 哲士 M20E

信原 瑛斗 M15A 松嶋 亮弥 M20A 古池 将樹 M20E

谷村 康介 M15A 森 恒大 M20A 溝井 翔太 M20E

天野 雄貴 M15A 千葉 滉平 M20A 国沢 楽 M20E

徳地 一真 M15A 倉田 瞭一 M20A 国沢 琉 M20E

伊勢 悠一朗 M18A 村田 千真 M20A 市川 礼偉 M20E

伊藤 悠真 M18A 渡邉 勇熙 M20A 若月 俊宏 M20E

一力 直太郎 M18A 東條 秀祐 M20A 住吉 将英 M20E

遠藤 颯汰 M18A 藤井 一樹 M20A 小寺 義伸 M20E

塩野 遼介 M18A 藤井 悠輝 M20A 小牧 弘季 M20E

岡部 泰良 M18A 藤原 悠平 M20A 小林 尚暉 M20E

岸 大輝 M18A 福田 拓亮 M20A 森清 星也 M20E

久米 慧 M18A 西浦 裕 M20E

宮川 優斗 M18A 石崎 建 M20E

栗田 稜也 M18A 石森 晃 M20E

高橋 裕貴 M18A 石川 創也 M20E

三宅 晟央 M18A 石田 倫啓 M20E

山村 瑛 M18A 祖父江 有祐 M20E

山本 剛司 M18A 太田 知也 M20E

小松 響介 M18A 大石 洋輔 M20E

小泉 慶恭 M18A 棚橋 一樹 M20E

小幡 佳祐 M18A 谷野 文史 M20E

信原 颯斗 M18A 池田 匠 M20E

森 旭陽 M18A 竹花 佳祐 M20E

森 創之介 M18A 朝間 玲羽 M20E

生田 真大 M18A 椎名 晃丈 M20E

石川 翔太 M18A 田淵 ヒカル M20E

曽田 和輝 M18A 南 吏玖 M20E

早松 勇輝 M18A 冨沢 隆成 M20E

早川 正真 M18A 片岡 佑太 M20E

塚越 貴哉 M18A 豊田 健登 M20E

辻本 雄一朗 M18A 有澤 達哉 M20E

田上 朋樹 M18A 鈴木 京佑 M20E

田村 勇眸 M18A 鈴木 皓紀 M20E

田中 健人 M18A 和佐田 祥太朗 M20E

藤原 考太郎 M18A 櫻井 一樹 M20E

道家 洋平 M18A 櫻木 嵩斗 M20E

飯田 康幹 M18A

富田 健生 M18A

福井 陽貴 M18A

木村 真大 M18A

鈴木 翔 M18A

澤木 智哉 M18A

齋藤 晴輝 M18A



氏名 クラス 氏名 クラス 氏名 クラス
黃耀濱 M21A 若松 甫 M21A 中谷 鴻太 M21A

伊藤 光祐 M21A 出原 優一 M21A 中嶋 律起 M21A

伊藤 祐 M21A 小原 和彦 M21A 中野 喬博 M21A

衣川 浩輔 M21A 小池 剛大 M21A 長岡 凌生 M21A

磯邉 岳晃 M21A 小田 隼士 M21A 津田 卓磨 M21A

稲田 優幸 M21A 小比賀 健司 M21A 坪井 政樹 M21A

奥尾 優理 M21A 小野 裕人 M21A 殿垣 佳治 M21A

押切 嶺於 M21A 小林 伸次 M21A 田中 悠 M21A

岡田 怜真 M21A 小林 哲郎 M21A 田濃 邦彦 M21A

岩垣 和也 M21A 小髙 敦志 M21A 渡辺 鷹志 M21A

亀家 貴志 M21A 松崎 崇志 M21A 嶋崎 渉 M21A

吉田 薪史 M21A 松本 諒 M21A 東 将央 M21A

吉田 勉 M21A 上村 太城 M21A 桃本 一輝 M21A

吉澤 雄大 M21A 森川 周 M21A 湯浅 博晶 M21A

久保川 和馬 M21A 森田 夏水 M21A 到津 春樹 M21A

橋本 大佳 M21A 神谷 孫斗 M21A 藤原 真吾 M21A

玉木 圭介 M21A 菅沼 友仁 M21A 藤原 大樹 M21A

近藤 康満 M21A 菅野 正太 M21A 藤本 翔太 M21A

金田 蓮 M21A 瀬川 出 M21A 得能 渉 M21A

桑原 大樹 M21A 清水 伸好 M21A 楠 健志 M21A

古屋 洸 M21A 生田 崚 M21A 日下 雅広 M21A

古関 駿介 M21A 西下 遼介 M21A 白石 達也 M21A

古田島 貴之 M21A 西田 直人 M21A 八神 遥介 M21A

江野 弘太郎 M21A 西平 楽 M21A 板橋 侑樹 M21A

荒川 悠人 M21A 西名 慧史 M21A 飯田 泰史 M21A

高見澤 翔一 M21A 青芳 龍 M21A 比企野 純一 M21A

高野 兼也 M21A 石田 晴輝 M21A 樋口 一志 M21A

高野 智也 M21A 石渡 望 M21A 浜野 奎 M21A

高野 陽平 M21A 石野 夏幹 M21A 武田 剛 M21A

高野橋 侑大 M21A 前中 脩人 M21A 芳賀 太史 M21A

高柳 知朗 M21A 倉地 草太 M21A 豊永 雄郎 M21A

高浪 高二郎 M21A 蔵田 真彦 M21A 豊田 伸平 M21A

国沢 五月 M21A 村井 智也 M21A 望月 ヤマト M21A

今野 陽一 M21A 村上 巧 M21A 本村 汰一郎 M21A

根本 夏林 M21A 大江 恒男 M21A 木下 達仁 M21A

佐藤 公洋 M21A 大石 征裕 M21A 木島 佑輔 M21A

坂本 健悟 M21A 大東 祐汰 M21A 野口 晃太郎 M21A

三浦 開登 M21A 大木 孝 M21A 野村 崚太 M21A

山崎 貴彦 M21A 谷口 文弥 M21A 野沢 星雅 M21A

山田 基生 M21A 丹治 洸太郎 M21A 鈴木 悟 M21A

山本 淳史 M21A 池田 直樹 M21A 和田 康次郎 M21A

山本 明史 M21A



氏名 クラス 氏名 クラス 氏名 クラス
横溝 隆夫 M21AS Håvard Mo Vaadal M21E 菊澤 恵三 M35A

後藤 和樹 M21AS Tam Wing Chung M21E 三野 隆志 M35A

今泉 知也 M21AS 伊藤 樹 M21E 小暮 喜代志 M35A

三上 拓真 M21AS 稲森 剛 M21E 池 陽平 M35A

深野 広大 M21AS 塩平 真士 M21E 坪居 大介 M35A

神野 直紀 M21AS 加藤 岬 M21E 藤生 考志 M35A

水嶋 孝久 M21AS 角田 貴大 M21E 武藤 拓王 M35A

西田 成佑 M21AS 岩井 龍之介 M21E 福田 雅秀 M35A

大田 浩 M21AS 橘 孝祐 M21E 木村 耕平 M35A

中村 憲 M21AS 宮本 樹 M21E 橋本 浩一 M40A

橋本 正毅 M21E 兼田 僚太郎 M40A

粂 潤哉 M21E 今泉 正喜 M40A

結城 克哉 M21E 桜井 剛 M40A

戸上 直哉 M21E 小林 亜紀夫 M40A

佐藤 遼平 M21E 須藤 馨 M40A

三浦 一将 M21E 菅原 琢 M40A

寺垣内 航 M21E 赤井 秀和 M40A

篠原 岳夫 M21E 大橋 晴彦 M40A

柴沼 健 M21E 大林 俊彦 M40A

種市 雅也 M21E 尾田 継之 M40A

小泉 成行 M21E 蛭田 晃仁 M40A

小泉 知貴 M21E 平山 友啓 M40A

松下 睦生 M21E Chan Ka Shing Ricky M45A

松尾 怜治 M21E 伊東 公人 M45A

松澤 俊行 M21E 伊藤 夏生 M45A

上島 浩平 M21E 奥田 健史 M45A

新 隆徳 M21E 吉村 年史 M45A

新田見 俊宣 M21E 宮本 幸治 M45A

森河 俊成 M21E 山田 健一 M45A

杉浦 弘太郎 M21E 緒方 賢史 M45A

菅谷 裕志 M21E 小林 岳人 M45A

西村 駿 M21E 小林 博文 M45A

川島 聖也 M21E 信原 靖 M45A

前田 裕太 M21E 新貝 康将 M45A

大橋 陽樹 M21E 森 竜生 M45A

大田 将司 M21E 西村 和人 M45A

谷川 友太 M21E 前川 一彦 M45A

築地 孝和 M21E 大野 聡生 M45A

猪俣 祐貴 M21E 土井 洋平 M45A

長縄 知晃 M21E 東 裕明 M45A

鳥居 洸太 M21E 半田 太郎 M45A

田邉 拓也 M21E 木村 晴彦 M45A

唐木 朋也 M21E

南河 駿 M21E

入江 崇 M21E

馬 樂軒 M21E

白 誕安 M21E

尾崎 弘和 M21E

平山 遼太 M21E

北見 匠 M21E

堀田 遼 M21E

堀尾 健太郎 M21E

柳下 大 M21E

濱宇津 佑亮 M21E



氏名 クラス 氏名 クラス 氏名 クラス
Vetter Joerg M50A 中原　信一 M60A 横手　義雄 M80A

稲田 旬哉 M50A 阿部 昌隆 M60A 永元 秀和 M80A

鵜飼 須彦 M50A 愛場 庸雅 M60A 原田 憲夫 M80A

浦瀬 太郎 M50A 伊東 博司 M60A 小畑 睦 M80A

永瀬 真一 M50A 宇野 浩一 M60A 植木 国勝 M80A

丸山 則和 M50A 奥山 景得 M60A 石田 亘宏 M80A

丘村 彰敏 M50A 久保田 優 M60A 高橋 厚 M85A

高橋 公康 M50A 五十嵐 則仁 M60A 小嶋 裕 M85A

佐藤 信彦 M50A 荒井 正敏 M60A 土屋　武 MBL

三田 一英 M50A 黒羽 和之 M60A 宇治橋 祐之 MBL

山本 賀彦 M50A 山崎 弘文 M60A 加藤 以千弘 MBL

小泉 辰喜 M50A 小山 清 M60A 久保田 宏彰 MBL

小島 由幸 M50A 土屋 晴彦 M60A 金井 桂一 MBL

小野田 敦 M50A 鈴木 規弘 M60A 綱 淳壱郎 MBL

青木 俊之 M50A 鈴木 宏 M60A 荒木 政紀 MBL

滝 正晴 M50A 鈴木 恒久 M60A 今井 信也 MBL

田代 雅之 M50A 新家　秀男 M65A 根本 雅昭 MBL

藤平 正敏 M50A 大原　一由 M65A 佐藤 繁 MBL

白石 哲男 M50A 浦野 弘 M65A 斎藤 康弘 MBL

牧ヶ野 敏明 M50A 永田 実 M65A 山崎 雅司 MBL

木村 修 M50A 加藤 昭次 M65A 小崎 靖典 MBL

柳澤 貴 M50A 加藤 昭治 M65A 小山 敏彦 MBL

落合 公也 M50A 海老沢 正 M65A 小寺 実 MBL

鈴木 挙直 M50A 関野 賢二 M65A 赤坂 太郎 MBL

大町 宏志 M55A 橋本 八州馬 M65A 浅沼 英博 MBL

井口 良範 M55A 三澤 儀男 M65A 長谷川 照恭 MBL

井上 仁 M55A 小笠原 揚太郎 M65A 田辺 洋一 MBL

岡田 泰三 M55A 小林 二郎 M65A 馬淵 洋志 MBL

岡本 隆之 M55A 上田 俊雄 M65A 冨塚 修宏 MBL

下山 敬史 M55A 石井 龍男 M65A 廣田 雅幸 MBL

角岡 明 M55A 大塚 校市 M65A 齋藤 彰 MBL

笠原 健司 M55A 平島 俊次 M65A 世良　清 MBS

茅野 耕治 M55A 林 博 M65A 高木　 律月 MBS

宮崎 敦司 M55A 鈴木 正夫 M65A 松本 敬 MBS

後閑 茂弘 M55A 小川　晃弘 M70A 須田 雄大 MBS

佐野 弘明 M55A 谷口　直夫 M70A 星野 佑太 MBS

三科 伸之 M55A 伊藤 清 M70A 清住 英昭 MBS

三宅 亙 M55A 山口 征矢 M70A 青山 慶啓 MBS

山田 一善 M55A 山本 博司 M70A 中野 航輔 MBS

小倉 秀一 M55A 児玉 拓 M70A 町田 涼介 MBS

杉本 光正 M55A 鹿野 勘次 M70A 津久井 照夫 MBS

太矢 隆士 M55A 若梅 友行 M70A 的場 洋輔 MBS

谷垣 宣孝 M55A 小嶋 愼一 M70A 尾藤 碩 MBS

池田 博 M55A 大場 隆夫 M70A 野中 好夫 MBS

中島 克行 M55A 津金沢 民男 M70A 伊藤 嵩真 MJS

町井 稔 M55A 岡野　英雄 M75A 工藤 友喜 MJS

長嶺 陽一 M55A 鈴木　榮一 M75A 笹嶋 建吾 MJS

笛木 勉 M55A 河村 健二 M75A 寺嶋 謙一郎 MJS

楠見 耕介 M55A 海野 忠秋 M75A 森 倭渡 MJS

梅林 正治 M55A 久保 善正 M75A 清古 光 MJS

柏樹 芳雄 M55A 原野 幸男 M75A 清水 嘉人 MJS

飛松 淳一 M55A 今井 信親 M75A 竹下 晴山 MJS

豊島 利男 M55A 小橋 至 M75A 中村 僚佑 MJS

木村 佳司 M55A 小幡 昭次 M75A 田中 琉偉 MJS

齋藤 英之 M55A 中山 勝 M75A 福室 凜 MJS

齋藤 和助 M55A 田中 博 M75A 名雪 青葉 MJS

田島 三郎 M75A

尾上 俊雄 M75A

平島 勝彦 M75A



氏名 クラス 氏名 クラス 氏名 クラス
丸山 永梨奈 W10 稲辺 穂乃香 W21A 伊佐野 はる香 W21E

佐藤 果凜 W12 浦瀬 香子 W21A 伊部 琴美 W21E

落合 美那 W12 古田島 泰代 W21A 稲毛 日菜子 W21E

丸山 里那子 W18A 高橋 摩帆 W21A 下村 淳子 W21E

竹原 綾音 W18A 高橋 利奈 W21A 加納 尚子 W21E

楢原 麻里 W18A 佐野 響 W21A 河村 優花 W21E

飯沼 友梨 W18A 山根 萌加 W21A 皆川 美紀子 W21E

栗本 美緒 W20A 小野澤 清楓 W21A 宮川 早穂 W21E

佐々木 亜珠 W20A 小林 美咲 W21A 宮本 知江子 W21E

佐藤 美那子 W20A 松田 沙也加 W21A 宮本 和奏 W21E

山崎 璃果 W20A 松田 千果 W21A 五味 あずさ W21E

小林 璃衣紗 W20A 水嶋 直子 W21A 江幡 禎子 W21E

須本 みずほ W20A 菅原 真優 W21A 高橋 ひなの W21E

田村 一紗 W20A 清水 容子 W21A 高橋 友理奈 W21E

藤平 歩 W20A 清野 幸 W21A 高野 由紀 W21E

冨山 詩央里 W20A 石坪 夕奈 W21A 佐野 萌子 W21E

明田 彩里 W20A 中村 茉菜 W21A 山岸 夏希 W21E

余語 文香 W20A 中野 真優 W21A 山森 汐莉 W21E

阿部 悠 W20E 藤井 菜実 W21A 酒井 佳子 W21E

永山 尚佳 W20E 二俣 みな子 W21A 出田 涼子 W21E

河野 珠里亜 W20E 半田 博子 W21A 勝山 佳恵 W21E

岩﨑 佑美 W20E 木本 円花 W21A 小竹 佳穂 W21E

橋本 花恵 W20E 和波 明日香 W21A 新井 宏美 W21E

古田島 鈴音 W20E 關 明日香 W21A 盛合 美誉 W21E

五十嵐 羽奏 W20E 金子 詩乃 W21AS 増澤 すず W21E

香取 瑞穂 W20E 古谷 直央 W21AS 椎名 麻美 W21E

佐藤 珠穂 W20E 松下 綾 W21AS 落合 志保子 W21E

秋山 美怜 W20E 常住 紗織 W21AS 立花 和祈 W21E

小橋 唯華 W20E 増田 七彩 W21AS 宇野 明子 W35A

小林 祐子 W20E 渡辺 円香 W21AS 宮川 祐子 W35A

世良 史佳 W20E 三好 暢子 W35A

池ヶ谷 みのり W20E 寺嶋 貴美江 W35A

中村 莉子 W20E 松本 和美 W35A

冨永 万由 W20E 村越 久子 W35A

片岡 茅悠 W20E 和田 美千代 W35A

明神 紀子 W20E 須藤 友絵 W40A

落合 英那 W20E 高津 寿三鈴 W45A

髙倉 玲衣 W20E 緒方 美智 W45A

小林 正子 W45A

丸山 由美子 W50A

金原 和泉 W50A

山田 京子 W50A

田中 拓美 W50A

佐久間　千恵子 W55A

大里 真理子 W55A

渡辺 加与美 W55A

服部 早苗 W55A

齋藤 まどか W55A



氏名 クラス
伊東 陽子 W60A

高橋 明美 W60A

三井 由美 W60A

成田 美奈子 W60A

大塚 ふみ子 W60A

髙村　陽子 W65A

山本 陽子 W65A

若梅 節子 W65A

酒井 か代子 W65A

小野寺 はるみ W65A

植松 裕子 W65A

福田 瑞恵 W70A

海野 とみ子 W70A

今井 栄 W70A

大場 節子 W70A

芝　聖子 W75A

加藤 伶子 W75A

田中 洋子 W75A

久保 君子 W80A

石田 美代子 W80A

伊藤 千絵 WBL

小林 有美子 WBL

池田 玲子 WBL

笛木 典子 WBL

野口 珠希 WBL

齋藤 恵梨 WBL

佐藤 実紀 WBS

佐藤 奈穂子 WBS

小笠原　 鈴奈 WBS

北島 咲江 WBS

吉田 茉莉枝 WJS

大栗 由希 WJS

中村 咲野 WJS

渡邉 裕子 WJS


