
出場選手名簿 (3)

会　場

日　付

背番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

1 11137535 A 久保　祥平 田端　明日香 東　部 神奈川県 無所属

2 落合　駿太 徳永　はるか 未登録

3 11137830 B 古田　幸太郎 生方　伶奈 東　部 東京都 無所属

4 15001100 A 荒木　崚平 上田　桃加 九　州 な　し 九州

5 中村　秀斗 五十嵐　純 未登録

6 11127530 A 海老原　拳人 タカギ　ルナ 東　部 千葉県 無所属

7 15008060 B 井上 裕太 藤原 咲那 九　州 な　し 無所属

8 11137037 A 山本　哲郎 工藤　由美子 東　部 東京都 無所属

9 11147256 B 清水　勇洋 清水　季子 東　部 東京都 無所属

10 鈴木 涼也 藤田　すみれ 未登録

11 11147435 C 小原 晃一 勝俣 花菜 東　部 神奈川県 無所属

12 11107472 C 小島　獅桐 馬場 梨紗子 東　部 群馬県 無所属

13 11137855 C 金沢 剛有 市原 碧海 東　部 東京都 学　連

14 11127620 A 高橋　海 鈴木　柚葉 東　部 千葉県 無所属

15 木原 瑶万 武田　聡美 未登録

16 11147403 B 谷　茂秋 成田　奈津希 東　部 神奈川県 無所属

17 11117789 C 町田　篤人 山﨑　笑夢 東　部 埼玉県 無所属

18 15000373 A 八尋　祐馬 大隅　玲央奈 九　州 な　し 九州

19 13004219 C 髙橋　亮 杉山　佳奈海 中　部 な　し 中部

20 古井　竜平 植木　位歩 未登録

21 12000704 A 大木　大樹 大木　風香 北海道 な　し 北海道

22 石塚　航太 町田　歩美 未登録

23 11137585 B 川尻　幸司 長島　洋子 東　部 東京都 無所属

24 14004582 A 常國 天稔 染治 優香 西　部 な　し 西部

25 11127516 B 川崎　貴文 山田　梨奈 東　部 千葉県 無所属

26 吉浦　遥介 中田　理咲子 未登録

27 11157394 A 澤田　勇 高見　柚季 東　部 新潟県 無所属

28 11147351 A 大熊　和幸 吉田　詩子 東　部 東京都 無所属

29 池田　雅都 堀田　茜莉 未登録

30 11137778 B さが　ともゆき すずき　あきこ 東　部 東京都 無所属

31 13004120 A 山本　壮真 三喜　真梨菜 中　部 な　し 中部

32 11147429 C 外村　温仁 石井　アンジェリーナ 東　部 神奈川県 無所属

33 11137518 A 大久保　稔也 吉村　春香 東　部 東京都 無所属

34 14005785 B Ｖｏｌｋｏｖ　Ｓｅｒｈｉｉ 西山　さくら 西　部 な　し 西部

35 15006215 C 片倉　幹太 中山　ここ 九　州 な　し 九州

36 11137023 A 石田　茂之 矢野　美帆子 東　部 埼玉県 Ｎ・ＤＳ

37 森　大地 石川　優里 未登録

38 11117778 B 藤山　大輔 板橋　利紗 東　部 埼玉県 無所属

39 11127631 C 馬竹　達也 西島　茜 東　部 千葉県 無所属

40 12000980 A 大矢　裕介 大塚　恵那 北海道 な　し 北海道

41 15000371 B 古上　風太 湯野　ひより 九　州 な　し 九州

42 12001027 C 中島　瑠大 谷　和紗 北海道 な　し 無所属

43 11137556 A 滝下　司 大城　小住萌 東　部 東京都 無所属

44 梨木　勝輝 垣中　彩花 未登録

45 11131314 B 阿部　啓二 阿部　久美子 東　部 東京都 無所属

46 11147437 C 吉田 周平 吉田 有沙 東　部 神奈川県 無所属

47 11127579 B 押田　章利 大野　菜々子 東　部 千葉県 無所属

48 11127605 A 杉山　峻平 榊原　令華 東　部 千葉県 無所属

49 佐藤　風 山口　奈海 未登録

50 藤田　皐月 市川　智絵 未登録
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51 11127422 A 村瀬　賢一 小笹　詩織 東　部 埼玉県 無所属

52 11117761 B 松葉　正文 加賀美　良子 東　部 埼玉県 無所属

53 12001015 B 加藤　慈音 南　ひかる 北海道 な　し 北海道

54 14005663 A 上浦　光太郎 伊藤 梨乃 西　部 な　し 西部

55 安福　太郎 前澤　真凜 未登録

56 11127626 A 和田　英樹 川崎 和枝 東　部 千葉県 無所属

57 北川　航 小川　詩乃 未登録

58 11137759 B 畑上　和輝 渡辺　木々那 東　部 東京都 無所属

59 11070436 A 吉田　篤志 礒道 佑菜 東　部 千葉県 無所属

60 11145105 C 白井　泰昭 石井　かおり 東　部 神奈川県 無所属

61 13004214 B 坂梨　由季 角谷　美紀 中　部 な　し 中部

62 14005805 A 川東 慎太郎 榮岩 茉莉那 西　部 大阪府 無所属

63 11117717 B 三瓶　友則 浦田　和美 東　部 埼玉県 無所属

64 長尾　光留 奈佐原　友子 未登録

65 11137364 A 押川　慧悟 和田　知世 東　部 神奈川県 無所属

66 12001002 B 小原　海斗 工藤　実友 北海道 な　し 無所属

67 11137845 C 遠藤 顕広 高橋 奈津美 東　部 東京都 無所属

68 12000983 A 村上　敬太 藤本　百香 北海道 な　し 無所属

69 11117782 B 村山 諒地 小原 咲紀 東　部 埼玉県 学　連

70 13004128 B 山本　一真 安部 美咲 中　部 な　し 中部
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