
ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
⿊川　かなえ くろかわ　かなえ
⿊川　朋⼦ くろかわ　ともこ
⿊崎　幹太 くろさき　かんた
船倉　元樹 ふなくら　もとき
山本　周平 やまもと　しゅうへい
⼭本　亮太 やまもと　りょうた
井上　明凜 いのうえ　あかり
井上　朝希生 いのうえ　あきお
高橋　風夏 たかはし　ふうか
高橋　洋人 たかはし　ひろと
藤田　希瑠々 ふじた　きらら
吉野　⼆郎 よしの　じろう
田中　柊也 たなか　とうや
田中　勇 たなか　いさむ
竹澤　みなみ たけざわ　みなみ
塩澤　優生 しおざわ　ゆい
神崎　真翔香 かんざき　まどか
神崎　武央 かんざき　たけお
寺内　涼 てらうち　りょう
寺内　一彦 てらうち　かずひこ
三橋　葵香 みつはし　あいか
三橋　征裕 みつはし　まさひろ
尾座元　彩羽 おざもと　いろは
尾座元　美枝子 おざもと　みえこ
日暮　新太 ひぐらし　あらた
⽇暮　正⾏ ひぐらし　まさゆき

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
永柄　豪 ながえ　ごう
⼩林　誠 こばやし　まこと

岩撫　菜々子 いわなで　ななこ
岩撫　一人 いわなで　かずひと
野田　大和 のだ　やまと
野田　征広 のだ　ゆきひろ
森　颯大 もり　さつき
森　秋文 もり　あきふみ
小池　悠太 こいけ　ゆうた
小池　広晃 こいけ　ひろあき
佐藤　瑠穂乃 さとう　りおの
佐藤　理恵 さとう　りえ
新井　美結 あらい　みゆう
新井　達也 あらい　たつや
⽯川　諒介 いしかわ　りょうすけ
石川　敦 いしかわ　あつし
⻄尾　和⾺ にしお　かずま
⻄尾　由希⼦ にしお　ゆきこ
美濃　麗華 みの　れいか
美濃　秀太郎 みの　しゅうたろう
丹　佑⽉ たん　ゆづき
丹　正⼈ たん　まさと

冨田　颯之介 とみた　りゅうのすけ
冨田　智大 とみた　ともひろ
新田　椿 にった　つばき
新田　百世 にった　ももよ
野崎ランジャン のざき　らんじゃん
カラリカル　サージ からりかる　さーじ
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
網谷　翼 あみたに　たすく
網谷　大喜 あみたに　だいき
宮田　凪菜 みやた　なな
宮田　敬 みやた　たかし
木幡　莉花 こわた　りか
木幡　貴文 こわた　たかふみ
本井　舞鈴 もとい　まりん
本井　友子 もとい　ともこ
益子　航 ますこ　わたる
益子　崇 ますこ　たかし
皿谷　創 さらたに　つくる
皿谷　武 さらたに　たけし
明石　春香 あかし　はるか
明石　雄之 あかし　てるゆき
鈴⽊　竣 すずき　しゅん
鈴⽊　勲 すずき　いさお

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
⻑⾕川　遥花 はせがわ　はるか
⻑⾕川　幸樹 はせがわ　こうき
川名　星瑠 かわな　せる
川名　英樹 かわな　ひでき
井上　颯藍② いのうえ　そら
井上　佳織 いのうえ　かおり
木幡　大河① こわた　たいが
木幡　志乃 こわた　しの
畑中　彩花 はたなか　あやか
畑中　香 はたなか　かおり
⼩林　きらら こばやし　きらら
⼩林　淳⼦ こばやし　じゅんこ
寺山　涼太 てらやま　りょうた
寺山　智明 てらやま　ともあき
伊井　小春② いい　こはる
伊井　孝⾏ いい　たかゆき
⼤澤　夏來 おおさわ　なつき
大澤　佳男 おおさわ　よしお
蔣　宇⾠ しょう　うたつ
蔣　中傑 しょう　ちゅうけつ
後藤　明芭 ごとう　あきは
後藤　⼤亮 ごとう　たいすけ
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
伊藤　凰翔 いとう　おうが
伊藤　⻁治 いとう　こうじ
中沢　亜美花 なかざわ　あみか
中沢　崇 なかざわ　たかし
高宮　未来 たかみや　みく
高宮　由美 たかみや　ゆみ
飯田　萌 いいだ　もえ
飯田　早紀 いいだ　さき
平尾　遼芽 ひらお　りょうが
平尾　悟 ひらお　さとる

佐久間　琴未 さくま　ことみ
佐久間　政幸 さくま　まさゆき
小島　未夢 こじま　みゆ
小島　和美 こじま　かずみ
上田　萌華 うえだ　もか
上田　裕子 うえだ　ゆうこ
景山　明日香 かげやま　あすか
景山　千恵子 かげやま　ちえこ

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
鈴⽊　怜依 すずき　れい
鈴⽊　茜 すずき　あかね
本田　すみれ ほんだ　すみれ
本田　洋一 ほんだ　よういち
岩尾　柚希 いわお　ゆずき
岩尾　智之 いわお　ともゆき
齋藤　大 さいとう　だい
齋藤美由紀 さいとう　みゆき
篠塚　小桜 しのづか　こはる
篠塚　誠 しのづか　まこと

⼆ノ上　拓⽃ にのがみ　たくと
二ノ上　順二 にのがみ　じゅんじ
林　瑠⾹ はやし　るか
林　崇⽂ はやし　たかぶみ
秋山　悦輝 あきやま　のぶてる
秋山　大輔 あきやま　だいすけ
萬治　美紀 まんじ　みき
萬治　晴美 まんじ　はるみ
⼀條　彩葉 いちじょう　いろは
一條　隆之 いちじょう　たかゆき
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ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
石野　真聖 いしの　まなと
⽯野　奈弥⼦ いしの　なみこ
藤田　亜美 ふじた　あみ
藤田　佳孝 ふじた　よしたか
熊崎　亜子 くまざき　あこ
熊崎　弘己 くまざき　ひろき
内田　颯斗 うちだ　はやと
内田　京子 うちだ　きょうこ
村田　真慈 むらた　しんじ
村田　健 むらた　けん
吉田　耕晟 よしだ　こうせい
吉田　朋広 よしだ　ともひろ
川濱　愛梨 かわはま　あいり
川濱　周弥 かわはま　しゅうや

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
高宮　彩衣 たかみや　さえ
高宮　一禎 たかみや　かつよし
石川　颯祐 いしかわ　さすけ
石川　知子 いしかわ　ともこ
内田　凱士 うちだ　かいと
内⽥　真理 うちだ　まり
岩尾　美柚 いわお　みゆ
岩尾　智子 いわお　ともこ
山本　和慶 やまもと　かずよし
山本　剛司 やまもと　たけし
⽯橋　凜々花 いしばし　りりか
石橋　聖仁 いしばし　まさひと
関　まなる せき　まなる
関　伸平 せき　しんぺい
富永　万結 とみなが　まゆ
富永　琢磨 とみなが　たくま
新井　⾥奈 あらい　りな
新井　悦子 あらい　えつこ
佐藤　⾥菜 さとう　りな
佐藤　由貴 さとう　ゆき
佐藤　アクア さとう　あくあ
張　銀淑 ちゃん うんすく
野田　華愛 のだ　はなあ
野田　華織 のだ　かおり

ブロック No. 氏名 ふりがな 所属クラブ
繁森　心美 しげもり　ここみ
繁森　和夫 しげもり　かずお
春貴　彩乃 はるき　さやか
春貴　玲⼦ はるき　れいこ
中沢　嵐 なかざわ　あらし
中沢　綾 なかざわ　あや

鈴⽊　聡⼀郎① すずき　そういちろう
鈴⽊　道代 すずき　みちよ
⽥島　亮太 たじま　りょうた
田島　沙織 たじま　さおり

根岸　亜麻椰① ねぎし　あまな
根岸　亜子 ねぎし　あこ
吉野　佑海 よしの　ゆみ
吉野　佑哉 よしの　ゆうや
秋山　紗輝 あきやま　さき
秋山　真澄 あきやま　ますみ
瀬田　雄一 せた　ゆういち
瀬⽥　範⾏ せた　のりゆき
寺尾　結衣 てらお　ゆい
寺尾　真一 てらお　しんいち
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