
※氏名五十音順

1 秋山 大晴 46 都築 成海 1 青木 優之 46 須山 賢一

2 足立 海世 47 寺田 文太 2 我妻 雅俊 47 曽根 敬一朗

3 安室 弦 48 友重 リキ 3 安部 亙 48 高橋 誠

4 新井 央真 49 鳥養 快斗 4 猪狩 優樹 49 多田 幸人

5 荒河 伊織 50 鳥潟 一太 5 石田 佳央 50 田所 邦友

6 荒河 正宗 51 長沢 侑磨 6 石津 健太 51 田邉 成則

7 飯田 翔斗 52 西大條 府時丸 7 石橋 雅史 52 田村 和巳

8 石川 拳大 53 西田 陽登 8 井出 牧雄 53 東峰 正樹

9 石舘 太郎 54 西野 拳史 9 伊東 勝彦 54 友重 達郎

10 板橋 賢正 55 二宮 虎亜 10 遠藤 清治 55 永井 耕介

11 伊藤 健汰 56 野中 渓佑 11 大江 陽一郎 56 中村 直樹

12 今福 カレン 57 野中 秀馬 12 大江 良太 57 鍋田 慎介

13 岩瀬 裕哉 58 橋本 大河 13 大田 達三 58 西村 和洋

14 大住 唯斗 59 橋本 太陽 14 大瀧 忍 59 野口 泰男

15 大塚 昂摩 60 浜矢 凪 15 小笠原 貢 60 馬場 大輔

16 大橋 茅人 61 早坂 健汰 16 小栗 大士 61 原田 光

17 小野 里弦 62 林 海亜 17 小笹 雅也 62 平野 安展

18 小濃 来波 63 藤沼 佳太郎 18 小嶋 大地 63 福田 雅博

19 金沢 太規 64 藤間 玄絆 19 小高 洋平 64 舟野 認

20 菊地 一汰 65 藤原 大 20 小野 誠 65 古川 光彦

21 菊地 汰士 66 本田 匡世 21 軽部 英和 66 本間 崇寛

22 木村 美海 67 三木 望未 22 菊田 公雄 67 前田 淳

23 国重 波音 68 森 大斗 23 菊田 雅彦 68 真木 健一

24 窪田 栞太 69 矢野 司 24 木村 圭佑 69 松倉 円

25 河野 真ノ彩 70 薮内 大河 25 熊川 秀和 70 松本 信吾

26 小杉 究 71 山口 大介 26 黒宮 康志 71 三木 正行

27 小西 一粋 72 山田 海光 27 桑原 芳浩 72 宮脇 雅志

28 小林 浩太朗 73 山本 秀哉 28 小林 建一郎 73 三好 全

29 小松 凛輝 74 吉田 琥太郎 29 小林 賢和 74 村上 英令

30 齋藤 幹太 75 吉野 菜 30 五来 潤 75 山中 勇海

31 佐藤 頼斗 76 和氣 堆人 31 斎藤 真一 76 山中 峰喬

32 持齋 心 77 和氣 陸人 32 三枝 幹男 77 吉田 健太郎

33 篠崎 倫太朗 78 渡邉 壱孔 33 酒井 正洋 78 龍秀 忠

34 菅原 大地 34 坂本 應尚 79 渡辺 拓真

35 鈴木 一歩 35 佐藤 弘一朗

36 鈴木 慈英 36 宍戸 和道

37 鈴木 耀竣 37 宍戸 健太

38 強矢 凛太郎 38 島田 稔也

39 髙井 汰朗 39 志村 仁

40 髙井 悠二朗 40 神一 人

41 高木 虹陽 41 進士 吉廣

42 田鎖 俊之介 42 鈴木 健太

43 田中 志門 43 鈴木 重紀

44 田邉 大成 44 鈴木 健士

45 都築 然 45 強矢 典男
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ショートボード
メン 1・2級

ショートボード
マスター 1・2級



※氏名五十音順

1 相川 伊吹 41 真田 啓 81 星野 優之介 1 相原 鼓太 41 鈴木 颯人

2 青木 叶歩 42 佐野 哲也 82 本田 拓也 2 青野 蓮 42 鈴木 祐也

3 飯田 夕惺 43 白柏 歓大 83 真木 大河 3 浅川 凌 43 鈴木 玲哉

4 飯塚 翔也 44 末崎 晃太 84 増畠 希 4 飯田 あんじ 44 髙橋 琉一

5 飯原 瑠海 45 杉﨑 海太 85 松野 太郎 5 伊賀 康平 45 竹下 浩

6 石井 芯磨 46 鈴木 亜漣 86 真鍋 久人 6 猪狩 渚斗 46 武田 生央

7 石井 波琉輝 47 髙橋 康国 87 丸島 龍道 7 石塚 樹 47 多田 七海

8 石原 旭 48 高橋 優哉 88 三上 仁志 8 石橋 和喜 48 棚橋 永

9 石山 汰一 49 田口 祐也 89 水上 寛斗 9 伊藤 陽之助 49 道家 泰斗

10 市川 斉頼 50 武田 友 90 宮澤 輝 10 井上 友輝 50 富田 夏生

11 伊藤 光汰 51 竹森 喜和 91 宮本 海里 11 伊波 洋介 51 富田 祥生

12 岩崎 弘樹 52 竹森 大地 92 宮本 竜樹 12 岩本 功太 52 中川 金乃佑

13 岩本 涼 53 田中 瑠聖 93 武藤 波琉 13 内山 隼平 53 中出 陽

14 宇津木 善仁 54 田邊 希弥 94 目代 泰弘 14 榎戸 崇人 54 長原 良太

15 逢野 晴 55 谷岡 茂実 95 杢谷 健人 15 海老原 翼 55 野口 海斗

16 小野 吉樹 56 谷澤 優心 96 杢谷 憂人 16 大越 裕介 56 箱谷 拓人

17 川畑 永芯 57 中鉢 心人 97 森脇 幸祈 17 小野 田智治 57 長谷川 奨

18 加藤 胡那 58 中鉢 晴心 98 安川 亜門 18 加藤 琉碧 58 蜂谷 寛己

19 加藤 誠 59 豊田 未空 99 安川 歩杜 19 加藤 琉夏 59 原沢 中

20 金子 大輔 60 内藤 優 100 山田 蒼悟 20 川上 治利 60 藤島 宏幸

21 上村 淳 61 中島 海輝 101 山田 琉太 21 木村 健人 61 藤田 一輝

22 川野 正成 62 中谷 康夫 102 山田 竜平 22 日下 萊音 62 舟橋 暖人

23 菅野 琢弥 63 長原 航太 103 大和 剛 23 黒澤 進也 63 星野 王佑

24 菊間 陸 64 名取 晴 104 湯之 前匠 24 桑原 叶夢 64 細川 一海

25 木原 一真 65 西田 虎大朗 105 吉岡 壽太郎 25 ｸﾜﾊﾞﾗｹｲﾁ 希海 65 前田 佳蔵

26 具志堅 然 66 長谷川 力 106 吉川 大翔 26 鯉沼 多輔 66 昌山 蓮汰

27 國武 快成 67 花井 良洋 107 吉川 英弘 27 小嶋 誓羅 67 水野 滉大

28 久保池 大和 68 羽田 世星 108 吉野 大郎 28 小寺 拓海 68 村上 慶砥

29 栗城 将太郎 69 林岳 広 109 渡辺 晃樹 29 小林 恵太朗 69 柳沼 和則

30 河野 文哉 70 原田 颯 110 渡部 海斗 30 小林 波瑠 70 山懸 新吾

31 河本 遼大 71 坂東 智信 31 小牧 隆翔 71 山田 青空

32 小口 勝裕 72 比嘉 秀太郎 32 駒崎 仁耶 72 渡辺 琥太朗

33 小林 獅門 73 平田 和史 33 齋藤 透真 73 渡辺 潤

34 小林 一 74 平田 拓海 34 桜花 大樹 74 渡邊 創士

35 齋藤 竜司 75 平田 将大 35 笹木 渚詩 75 渡辺 空

36 酒井 颯大 76 廣田 明典 36 佐藤 幹人

37 佐久間 壱彩 77 藤井 拓斗 37 下山田 光希

38 櫻井 佑太 78 藤田 健 38 末崎 星太

39 佐藤 一紀 79 藤谷 日向 39 須加崎 隼

40 佐藤 友 80 古屋 拓 40 菅谷 太

ショートボード
メン・マスター 4・5級

ショートボード
メン・マスター 3級



※氏名五十音順

1 飯塚 美空 1 飯田 香織 1 小田 唯鈴 1 藍原 渚

2 石井 有沙 2 飯塚 麻以 2 木津 優芽 2 飯田 虹花

3 伊東 葵 3 石田 真子 3 草深 心虹 3 伊波 優月

4 上門 涼風 4 大江 なぎさ 4 鍬野 杏瑞 4 遠藤 雪乃

5 窪田 怜 5 太田 絢 5 坂本 奈津子 5 岡海 那

6 清水 心春 6 荻原 浩子 6 田中 江梨奈 6 嘉手納 美羽

7 清水 ひなた 7 神谷 真理子 7 濱口 菜摘 7 倉持 恵

8 清水 ひなの 8 清永 亜希子 8 七海 裕子 8 桑折 知里

9 庄司 莉花 9 古賀 恵 9 平田 咲帆 9 小林 咲喜

10 鈴木 莉珠 10 真田 美聖 10 古橋 乙都 10 佐藤 仁美

11 高橋 結奈 11 澤田 七奈緒 11 水野 千郷 11 菅野 久美子

12 髙橋 莉衣奈 12 田上 さくら 12 森 舞果 12 鈴木 萌々葉

13 登坂 祐妃 13 田中 愛子 13 行廣 唯波 13 相馬 美優

14 中井 美波 14 田部井 加菜子 14 髙橋 榛名

15 長崎 来海 15 中泉 亜紀 15 長尾 茜

16 花井 澄香 16 中原 由未 16 中川 莉呂

17 馬場 心 17 菱沼 富美 17 中澤 亜海

18 原田 紫 18 山田 美貴子 18 中塩 ひかる

19 平井 こいまり 19 百合草 綾 19 成瀬 まあれ

20 信心 乃音

21 古橋 都瑚

22 本郷 優希

23 松田 海娃

24 三輪 希望

25 吉原 杏奈

26 渡辺 陽子

ショートボード
ガールズ１・２級

ショートボード
ウィメン１・２級

ショートボード
ガールズ、ウィメン

３級

ショートボード
ガールズ、ウィメン

４・５級



※氏名五十音順

1 阿部 龍亮 1 會澤 亮太 1 秋山 育男 1 浅井 義則 1 麻 裕子

2 伊藤 竜彦 2 安孫子 大至 2 芦苅 勝仁 2 荒井 勇太 2 浅水 三千代

3 今井 康平 3 新川 瑛士 3 遠藤 晃 3 有山 隆彦 3 飯田 香織

4 江端 幸男 4 新川 コウ 4 大池 義博 4 池田 孝行 4 飯田 恵

5 加瀬 真吾 5 五十鈴川 駿 5 大森 伸悟 5 市川 真人 5 池田 八重子

6 北村 健一 6 井上 修太朗 6 大山 弘晃 6 井上 直 6 石井 志延

7 工藤 孝夫 7 大和田 直樹 7 小崎 宗大 7 押尾 和正 7 市川 恵里香

8 酒井 達矢 8 菅野 大介 8 尾崎 賢 8 金子 健二 8 伊藤 真紀子

9 鈴木 頼聰 9 小泉 祐樹 9 鬼塚 秀之 9 鯨岡 誠 9 鵜澤 京子

10 高橋 立太 10 笹川 正人 10 小野 督 10 工藤 竜一 10 内田 早穂子

11 武田 真一 11 佐藤 直也 11 海野 敏郎 11 久保田 辰彦 11 大石 梨花

12 田中 勇吉 12 高岡 潤史 12 来住野 達也 12 小林 貴志 12 小浜 香代子

13 堀井 創 13 髙木 昭博 13 小山 俊樹 13 小林 渉 13 金田 三枝子

14 高橋 道博 14 佐川 幸男 14 櫻井 国雄 14 叶多 和子

15 田中 光 15 佐野 十志哉 15 佐藤 忠夫 15 椛沢 実里

16 田村 隆浩 16 菅生 和明 16 嶋田 桂吾 16 唐木 麻貴

17 長南 和也 17 鈴木 正彦 17 島森 敬介 17 河合 妃富美

18 土屋 康太郎 18 瀬田 健一 18 杉本 裕樹 18 川崎 智子

19 中野 道明 19 高橋 健治 19 高畠 幹夫 19 北村 亜希子

20 中村 公亮 20 戸井田 雅秋 20 田口 和哉 20 小林 理砂

21 西川 仁朗 21 野口 泰男 21 田本 圭 21 齋藤 エリー

22 服部 優 22 秦野 真一 22 辻 範也 22 佐々木 美恵子

23 平田 拓海 23 藤原 健 23 中西 啓文 23 佐藤 絵美

24 星野 優之介 24 真崎 晋哉 24 中野 将司 24 高井 亜矢子

25 三浦 史博 25 松坂 正年 25 野澤 啓介 25 髙橋 しい子

26 村山 聖 26 丸山 肇 26 野澤 英之 26 高村 邦代

27 村山 綾 27 三宅 俊司 27 野地 洋孝 27 多田 友祈子

28 本宮 世雅 28 渡邉 長臣 28 野尻 慎也 28 田中 綾帆

29 森山 貴幸 29 渡辺 真通 29 原寛 大 29 玉熊 祐美江

30 横手 倫太朗 30 平野 亮 30 田村 聡美

31 渡邉 岳 31 前田 秀樹 31 寺山 扶希

32 三上 良平 32 沼口 愛理

33 三嶋 壮 33 藤倉 佳枝

34 満田 伸吾 34 細田 晴子

35 宮内 和幸 35 丸山 亜希子

36 村澤 寛幸 36 山田 智子

37 村山 晶裕 37 横江 真木子

38 本宮 剛史 38 渡邊 佐登美

39 柳沼 祐一

40 横山 政則

41 吉原 保

ＬＢウィメンＬＢメン 3・4・5級ＬＢメン 1・2級
ＬＢマスター
3・4・5級

ＬＢマスター 1・2級



※氏名五十音順

1 飯高 大輔 1 上野 芳正 1 阿部 三緒里 1 飯島 和己

2 宇野 誠則 2 加藤 修一 2 今井 かおり 2 伊藤 愛

3 榎戸 崇人 3 栗本 裕史 3 宇井 千春 3 伊藤 杏子

4 岡 英樹 4 佐藤 康一 4 鵜澤 百亜菜 4 宇井 愛花

5 鍵和田 福司 5 高部 英美 5 大木 咲桜 5 小野 波音

6 木下 陸雄 6 村上 栄治 6 川島 真紀 6 小山田 早希

7 佐藤 海斗 7 望月 実 7 國武 寧々花 7 小松 崎鈴

8 佐山 直樹 8 下地 ケイト 8 櫻井 めぐみ

9 杉澤 嘉洋 9 鈴木 知子 9 佐々木 亜依

10 遠山 純 10 松原 玲子 10 清宮 麻紀

11 穂積 隆昭 11 村主 香織 11 瀬田 七海

12 村主 禎光 12 安見 春香 12 高見 澤綾子

13 渡邊 大輔 13 西澤 佳穂

14 渡邉 秀憲 14 西澤 琴野

15 渡辺 康弘 15 藤岡 海莉

16 松本 恵子

17 的場 有美

18 安井 美紀

19 山田 真貴子

20 芳本 みどり

ＢＢメン
1・2級

ＢＢメン
3・4・5級

ＢＢウィメン
1・2級

ＢＢウィメン
3・4・5級


