
1 橋本   優 (BS) (BD) 安藤   拓実 (BS) (BD) 三好   翔 (BS) (BD)

2 小林 　悠人 (BS) (BD) 横田   和樹 (BS) (BD) 八木   惟織 (BS) (BD)

3 五十嵐　 秋斗 (BS) (BD) 竹内   悠生 (BS) 篠原   大和 (BS) (BD)

4 大那　 慎 (BS) (BD) 宮内   友也 (BS) (BD) 堀内   将弘 (BS) (BD)

5 伊井 　大和 (BS) (BD) 宮坂   敦也 (BS) (BD) 高嶋   大和 (BS) (BD)

6 本間 　雄大 (BS) (BD) 上條   昂樹 (BS) (BD) 荒井   智也 (BS) (BD)

7 川崎　 永人 (BS) (BD) 百瀬   駿 (BS) (BD) 髙橋   裕輝 (BS) (BD)

8 佐藤　 直紀 (BS) (BD) 佐々木   誠也 (BS) (BD) 鈴木   悠真 (BS) (BD)

9 三輪   泰輝 (BS) 北原   聖之 (BS) (BD) 小林   壮悦 (BS) (BD)

10 古川   晃大 (BS) 上條   覚士 (BS) (BD) 門口   一輝 (BS) (BD)

11 横山   裕輝 (BS) (BD) 春日   友貴 (BS) (BD) 八木   隆斗 (BS) (BD)

12 稲川   翔 (BS) (BD) 原   章 (BD) 宮地   輝矢 (BS) (BD)

13 松田   華蓮 (GS) (GD) 吉澤   隼也 (BD) 市川   拓実 (BS) (BD)

14 斎藤   涼花 (GS) (GD) 高橋   侑希 (GS) (GD) 鈴木   雄也 (BS) (BD)

15 五十嵐   温 (GS) (GD) 佐藤   麗 (GS) (GD) 仁藤   圭翔 (BS) (BD)

16 青木   香織 (GS) (GD) 川井   有珠 (GS) (GD) 稲葉   達大 (BS) (BD)

17 遠藤   祐奈 (GS) (GD) 伊藤   千晶 (GS) (GD) 内田   彩貴 (GS) (GD)

18 目﨑   澪 (GS) (GD) 玉村   未波 (GS) (GD) 村松   怜実 (GS) (GD)

19 鴻江   佑芽 (GS) (GD) 栗原   萌 (GS) (GD) 野田   彩夏 (GS) (GD)

20 阿部   瑞生 (GS) (GD) 中澤   小菊 (GS) (GD) 加藤   亜哉子 (GS) (GD)

21 鷲尾   夕夏 (GS) (GD) 高野   遥 (GS) (GD) 山城   葉月 (GS) (GD)

22 佐藤   茉菜 (GS) (GD) 下嶋   ほのか (GS) (GD) 小林   那奈瀬 (GS) (GD)

23 山田   真未 (GS) (GD) 津野   琴音 (GS) (GD) 鈴木   悠加 (GS) (GD)

24 関﨑   真琴 (GS) (GD) 垂見   琴奈 (GS) (GD) 田辺   優真 (GS) (GD)

25 佐藤   美花 (GS) (GD) 青木   結那 (GS) (GD) 望月   里乃 (GS) (GD)

26 大野   みる (GS) (GD) 青木   天珠 (GS) (GD) 村田   さくら (GS) (GD)

27 毛利   正和 (MS) (MD) 三石   くるみ (GS) (GD) 大石   愛梨 (GS) (GD)

28 古川   海斗 (MS) （XD） 田口   和樹 (MS) (MD) 中西   美紅 (GS) (GD)

29 本間   雄大 (MS) (MD) 矢神   謙介 (MS) (MD) 石川   奈央 (GS) (GD)

30 内山   素直 (MS) (MD) 小林   裕史 (MS) (MD) 杉山   優衣 (GS) (GD)

31 鈴木   駿 (MS) (MD) 永多   敏行 (MS) (MD) 菅原   杏莉 (GS) (GD)

32 五十嵐   伊吹 (MS) (MD) 矢神   恒平 (MD) 見宮   美里 (GS) (GD)

33 谷川   稀一 (MS) (MD) 青木   慎一 （40XD） (40MD) 坂本   香奈 (GS) (GD)

34 樺澤   直人 (MS) (MD) 田中   隆夫 （40XD） (40MD) 川本   美緒佳 (GS) (GD)

35 松永   大祐 (MD) 川上   隆志 (40MD) 惟村   拓也 (MS)

36 小林   莉菜 (WS) （XD） 橋詰   幸夫 (40MD) 田中   勇成 (MS)

37 川端   日向乃 (WS) (WD) 金井   寿美江 （50XD） (40WD) 串山   悠平 (MS)

38 上村   早紀 (WS) (WD) 中村   典子 （40XD） (40WD) 栗下   大毅 （XD）

39 亀ヶ森   有 (30MS) 真瀬垣   智恵子（40XD） 岩渕   幸穂 （XD）

40 小泉   眞司 (50MD) 長谷川   武史 （XD）

41 伊藤   俊広 (50MD) 太田川   真希 (WS) （XD）

42 金井   辰夫 （50XD） 竹田   龍右 (30MD)

43 吉野   治樹 (30MD)
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参 加 選 手 名 簿
新　潟　県　　３９名 長　野　県　　４２名 静　岡　県　　４３名



1 安藤   遼太 (BS) (BD) 岩瀬   夢有人 (BS) (BD) 池田   大晟 (BS) (BD)

2 村瀬   康之介 (BS) (BD) 竹岡   房樹 (BS) (BD) 坂本   恭士郎 (BS) (BD)

3 城川   航輝 (BS) (BD) 田中   良洋 (BS) (BD) 山口   慎人 (BS) (BD)

4 近藤   輝 (BS) (BD) 大塚   涼平 (BS) (BD) 平井   遼 (BS) (BD)

5 酒井   瑚大 (BS) (BD) 藤本   琢矢 (BS) (BD) 竹川   真善 (BS) (BD)

6 今井   大湧 (BS) (BD) 蘭   学人 (BS) 出口   啓悟 (BS) (BD)

7 塔田   寛世 (BS) (BD) 加藤   滉士 (BS) (BD) 荒木   健太 (BS) (BD)

8 夏目   結保 (BS) (BD) 今西   達彦 (BS) (BD) 椿   陣 (BS) (BD)

9 片平   悠斗 (BS) (BD) 永井   優斗 (BS) 矢形   健太郎 (BS)

10 酒井   駿 (BS) (BD) 村瀬   亮一 (BS) (BD) 成田   亜美 (GS) (GD)

11 阿部   文哉 (BS) (BD) 猪野間   悠人 (BS) (BD) 山本   綺音 (GS) (GD)

12 竹林   雄 (BS) (BD) 近藤   優樹 (BS) (BD) 松田   真依 (GS) (GD)

13 清水   遼太郎 (BS) (BD) 大橋   康平 (BS) (BD) 玉田   朱乃 (GS) (GD)

14 田中   夢雲 (BS) (BD) 鬼頭   翼 (BS) (BD) 小林   楓 (GS) (GD)

15 細川   貴弘 (BS) (BD) 高橋   陸都 (BS) (BD) 山岡   未沙 (GS) (GD)

16 押切   拓馬 (BS) (BD) 名和   聖人 (BS) (BD) 梅村   愛理 (GS) (GD)

17 鈴木   翔太 (BS) (BD) 遠藤   歩美 (GS) (GD) 金子   暉 (GS) (GD)

18 深谷   拓未 (BS) (BD) 水野   成美 (GS) (GD) 坂﨑   楓 (GS) (GD)

19 木下   功太郎 (BS) (BD) 柴田   志歩 (GS) (GD) 辻井   彩加 (GS) (GD)

20 小島   直生 (BS) (BD) 栁瀬   麻里 (GS) (GD) 岩本   和久 (MD)

21 宇佐見   紗玲愛 (GS) (GD) 日比   杏夏 (GS) (GD) 稲垣   僚 (MD)

22 清田   芽生 (GS) (GD) 増谷   二葉 (GS) (GD) 倉屋   翔太 (MD)

23 井本   千翔 (GS) (GD) 坪井   彩佳 (GS) (GD) 泉   智貴 (MD)

24 塩飽   真夕 (GS) (GD) 秋田   奈納 (GS) (GD) 最明   紗恵 (WD)

25 池上   理紗子 (GS) (GD) 長岡   なつめ (GS) (GD) 宮本   華 (WD)

26 服部   栞奈 (GS) (GD) 松井   美沙紀 (GS) (GD) 馬場   義樹 (40MS) (40MD)

27 岸本   ひなた (GS) (GD) 水野   麻由 (GS) (GD) 谷   武芳 (40MD)

28 山本   実咲 (GS) (GD) 諸田   萌 (GS) (GD) 北川   三紀 (40WD)

29 舟橋   琴音 (GS) (GD) 成田   知香 (GS) (GD) 三輪   麻里子 (40WD)

30 松下   瑞季 (GS) (GD) 小川   菜々花 (GS) (GD) 澤井   美幸 (40WD)

31 三浦   加帆 (GS) (GD) 日下部   百香 (GS) (GD) 川口   真紀 (40WD)

32 旧井   沙耶花 (GS) (GD) 橋本   紗奈 (GS) (GD)    

33 杉野   未歩 (GS) (GD) 黒田   匠馬 (MS) (MD)    

34 樋口   莉瑳希 (GS) (GD) 田口   正英 (MS) (MD)    

35 辻   詩菜 (GS) (GD) 西尾   雅志 (MS)    

36 木村   菜緒 (GS) (GD) 青木   慎也 (MS) （XD）    

37 渡瀨   祐花 (GS) (GD) 倉田   大輔 (MS)    

38 小原   悠梨 (GS) (GD) 神田   真吾 (MS)    

39 深谷   はな江 (GS) (GD) 大橋   擁太郎 (MD)    

40 菊入   あかり (GS) (GD) 中原   美穂 (WS) （XD）    

41 日置   美和子 (40WD)    

42 立田   美鈴 (40WD)    

43    

44    

45    
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53

岐　阜　県　　４２名愛　知　県　　４０名 三　重　県　　３１名



1 鈴木　 利拓 (BS) (BD) 谷口   諒真 (BS) (BD) 藤田   啓汰 (BS) (BD)

2 髙井   俊暢 (BS) (BD) 谷野   悠太 (BS) (BD) 高橋   玄 (BS) (BD)

3 古賀   文也 (BS) (BD) 福原   聡 (BS) (BD) 石坂   真洸 (BS) (BD)

4 杉田   竜基 (BS) (BD) 伊藤   吏永 (BS) (BD) 幅口   遼 (BS) (BD)

5 南茂   蓮太 (BS) (BD) 若林   伸 (BS) (BD) 高田   将志 (BS) (BD)

6 稲村   亮太 (BS) (BD) 加藤   黎 (BS) (BD) 小池   潤 (BS) (BD)

7 長谷川   貴士 (BS) (BD) 高木   健心 (BS) (BD) 新堀   龍矢 (BS) (BD)

8 斎藤   楓 (BS) (BD) 山尾   奎介 (BS) (BD) 渡邊   拓己 (BS) (BD)

9 川井   優希 (BS) (BD) 加納   広大 (BS) (BD) 伊藤   駿 (BS) (BD)

10 中西   拓 (BS) (BD) 渡邊   恭平 (BS) (BD) 尾近   晃希 (BS) (BD)

11 屋敷   海斗 (BS) (BD) 竹田   亮太 (BS) (BD) 東   翔 (BS) (BD)

12 竹内   敦 (BS) (BD) 竹内   柊野 (BS) (BD) 城山   孟佳 (BS) (BD)

13 木村   茉梨奈 (GS) (GD) 澤野   健太 (BS) (BD) 齊藤   巧 (BS) (BD)

14 澤田   望空 (GS) (GD) 田中   翔 (BS) (BD) 大崎   広裕 (BS) (BD)

15 和田   明香里 (GS) (GD) 崎田   和真 (BS) (BD) 坂井   雄介 (BS) (BD)

16 大角   ひかり (GS) (GD) 直江   陽希 (BS) (BD) 前川   裕城 (BS) (BD)

17 田中   晴海 (GS) (GD) 谷口   拓大 (BD) 藤木   智識 (BS) (BD)

18 漆崎   美優 (GS) (GD) 長谷   亮介 (BD) 橋隅   舜希 (BS) (BD)

19 牧野   佐和 (GS) (GD) 南部   一伽 (GS) (GD) 山元   柊平 (BS) (BD)

20 渡邉   萌香 (GS) (GD) 楮   萌 (GS) (GD) 篠原   和成 (BS) (BD)

21 玉木   朱音 (GS) (GD) 堀   琴乃 (GS) (GD) 松村   拳士朗 (BS) (BD)

22 石丸   彩乃 (GS) (GD) 西方   美祐奈 (GS) (GD) 松田   悠斗 (BS) (BD)

23 安倍   雅奈 (GS) (GD) 谷口   沙弥 (GS) (GD) 松林   拓海 (BS) (BD)

24 向井   香穂 (GS) (GD) 塩谷   唯 (GS) (GD) 澤井   龍一 (BS) (BD)

25 中村   風月 (GS) (GD) 青木   萌恵子 (GS) (GD) 竹田   春香 (GS) (GD)

26 中野   沙羅 (GS) (GD) 西田   芽生 (GS) (GD) 島田   知沙 (GS) (GD)

27 大岡   兄昌 (MS) 上野   楓 (GS) (GD) 長江   瑠佳 (GS) (GD)

28 南   祐太 (MD) 高山   美月 (GS) (GD) 生木   萌果 (GS) (GD)

29 山口   夏樹 (MD) 木谷   日和 (GS) (GD) 松本   綾夏 (GS) (GD)

30 干場   綾乃 (GS) (GD) 清水   響 (GS) (GD)

31    円道   美穂 (GS) (GD) 川住   さくら (GS) (GD)

32    大川   芽紅 (GS) (GD) 柳原   朱里 (GS) (GD)

33    廣野   朱莉 (GS) (GD) 吉田   梨香 (GS) (GD)

34    冨澤   美緒 (GS) (GD) 魚躬   美佳 (GS) (GD)

35    松田   空莉 (GS) (GD) 向井   仁那 (GS) (GD)

36    川向   杏果 (GS) (GD) 松田   七瀬 (GS) (GD)

37    中橋   奈智 (GS) 向山   愛莉 (GS) (GD)

38    中谷   心萌 (GS) 本江   綾 (GS) (GD)

39    岡田   恭佳 (GD) 福島   紗里奈 (GS) (GD)

40    播摩   朋奈 (GD) 滝脇   瑠菜 (GS) (GD)

41 澤野   あみ (GD) 鍋谷   桃乃 (GS) (GD)

42    水上   京香 (GD) 中尾   智美 (GS) (GD)

43    毛利   智哉 (MS) (MD) 中野   佑紀 (GS) (GD)

44    坂井   文哉 (MS) (MD) 大橋   雪奈 (GS) (GD)

45    斉藤   壮輝 (MS) (MD) 堀川   萌 (GS) (GD)

46    樋渡   元志 (MD) 矢野   芹菜 (GS) (GD)

47    吉森   司 (MD) 下農 　走 (MS)

48    網   一馬 (MD) 山口 　容正 (MS)

49    山崎   晃 (MD) 塩澤　 一範 (MS) (MD)

50 山田　 翔太 (MD) 佐伯　 優人 (MS) (MD)

51    中川　 弘基 (MD) 古川 　太一 (MS) (MD)

52    卜部　 丈聡 (MD) 西村 　仁志 (MS) (MD)

53    荒木   美穂 (WS) 川辺　 暢 (MS)

   

福　井　県　　２９名 石　川　県　　５３名 富　山　県　　９５名



      

1 吉浦   真志 (MS) (MD)

2 瀬山 　貴之 (MS) (MD)

3 水戸　 将平 (MS)

4 伏間   清隆 (MS) (MD)

5 石井　 優佑 (MS)

6 中西 　勇太 (MS) (MD)

7 権藤 　公平　 (MD)

8 渡邊 　達哉 (MD)

9 髙田　 真吾 (MD)

10 稲葉　 靖典 (MD)

11 坂野 　友哉 (MD)

12 中井   宏亮 (MD)

13 今井 　隆志 （XD） (MD)

14 阿部　 智行 (MD)

15 草 　拓哉 (MD)

16 本川 　剛 (MD)

17 池田　 未紀 (WD)

18 森 　瑛理香 (WD)

19 高森 　奈津樹 (WD)

20 澤田 　千尋 (WD)

21 笠原 　芽衣 （XD）

22 源田   一成 (30MD)

23 志賀   陽成 (30MD)

24 松城   弘幸 (30MD)

25 楠   鉄騎 (30MD)

26 大和　 高広 (30MD)

27 高森 　裕哉 (30MD)

28 竹本 　妙子 (30WS) (30WD)

29 盛安 　朋子 (30WD)

30 竹内   直美 (30WD)

31 源田   奈緒子 (30WD)

32 寺井 　宏之 (40MS)

33 山田 　哲司   (40MD)

34 渡部 　孝洋   (40MD)

35 田辺 　建吾   （40XD） (40MD)

36 井本　 茂樹   (40MD)

37 松林　 友幸　 (40MD)

38 池田 　快治 (40MD)

39 浅野 　研一 （40XD）

40 越田 　真佐美 （40XD） (40WD)

41 玉谷　 奈津子 (40WD)

42 石田　 香   （40XD）

43
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