
男性　213名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム
101 梅林 寛人 ウメバヤシ ヒロト 海鹿島

102 瀬下 雄司 セジモ ユウジ 海鹿島

103 飯塚 洋介 イイツカ ヨウスケ 海鹿島

104 竹田 陸央 タケダ リクオ 海鹿島

105 井上 虎太郎 イノウエ コタロウ 海鹿島

106 草山 悟志 クサヤマ サトシ 海鹿島

107 齋藤 一煕 サイトウ カズキ 海鹿島

108 比嘉 貴博 ヒガ タカヒロ 海鹿島

109 西村 凌 ニシムラ リョウ 海鹿島

110 下山 昂輝 シモヤマ コウキ 海鹿島

111 田村 憲章 タムラ トシユキ 銚子

112 岡部 直人 オカベ ナオト 銚子

113 富山 正樹 トミヤマ マサキ 銚子

114 富所 拓哉 トミドコロ タクヤ 銚子

115 堀内 敦貴 ホリウチ アツキ 銚子

116 中里 秀平 ナカザト シュウヘイ 銚子

117 前嶋 修 マエジマ シュウ 銚子

118 平野 湧也 ヒラノ ユウヤ 銚子

119 平地 渉 ヒラチ ワタル 銚子

120 北澤 将吾 キタザワ ショウゴ 銚子

121 数澤 康貴 カズサワ コウキ 銚子

122 瀬川 望 セガワ ノゾミ 横芝光

123 小野寺 慶 オノデラ ケイ 横芝光

124 猪俣 潤 イノマタ ジュン 横芝光

125 熊谷 俊輝 クマガイ シュンキ 横芝光

126 日髙 兼士 ヒダカ ケンシ 横芝光

127 濱砂 虎太 ハマスナ コウタ 横芝光

128 村上 佳輔 ムラカミ ケイスケ 蓮沼

129 秋葉 佳祐 アキバ ケイスケ 蓮沼

130 大西 飛翔 オオニシ ツバサ 蓮沼

131 坂口 智 サカグチ サトシ 蓮沼

132
ワタナベ
ブルーノ 誠

ワタナベ
ブルーノ マコト 蓮沼

133 井田 馨也 イダ ケイヤ 蓮沼

134 平紙 慎也 ヒラガミ シンヤ 小松

135 田中 丈一 タナカ ジョウイチ 小松

136 渡邉 剛也 ワタナベ タカヤ 小松

137 田村 祐朔 タムラ ユウサク 小松

138 弓削 匠 ユゲ タクミ 白幡

139 濱村 勇太 ハマムラ ユウタ 白幡

140 佐野 航介 サノ コウスケ 白幡

141 中岡 大志郎 ナカオカ タイシロウ 白幡

142 池端 拓海 イケハタ タクミ 本須賀

143 川田 航平 カワタ コウヘイ 本須賀

144 河野 裕一郎 カワノ ユウイチロウ本須賀

選手番号　一般・マスターズ



選手番号 姓 名 セイ メイ チーム
145 清水 義輝 シミズ ヨシキ 本須賀

146 光野 智大 コウノ トモヒロ 本須賀

147 前田 凌 マエダ リョウ 本須賀

148 中村 歩眸 ナカムラ アユム 本須賀

149 南澤 穂昂 ミナミサワ ホタカ 本須賀

150 不動 賢太 フドウ ケンタ 本須賀

151 矢内 健斗 ヤウチ ケント 作田

152 髙風聞 和樹 コウブン カズキ 作田

153 河崎 将吾 カワサキ ショウゴ 作田

154 池 浩澄 イケ ヒロスミ 片貝

155 宮崎 大志 ミヤザキ ダイシ 片貝

156 大野 祥吾 オオノ ショウゴ 片貝

157 惟村 太希 コレムラ ヒロキ 片貝

158 奥津 遼也 オクツ リョウヤ 片貝

159 堀 智也 ホリ トモヤ 片貝

160 北 峻介 キタ シュンスケ 片貝

161 平野 武 ヒラノ タケル 片貝

162 中村 夏樹 ナカムラ ナツキ 片貝

163 湊口 翔太 ミナトグチ ショウタ 片貝

164 岩下 徳太 イワシタ トクタ 片貝

165 小原 和明 オバラ カズアキ 不動堂

166 大野 裕之 オオノ ヒロユキ 不動堂

167 若月 悠輔 ワカツキ ユウスケ 不動堂

168 芳賀 翔悟 ハガ ショウゴ 不動堂

169 大和田 大寛 オオワダ マサヒロ 不動堂

170 大隣 優貴 オオドナリ ユウキ 不動堂

171 秋山 拓也 アキヤマ タクヤ 不動堂

172 原田 岳虎 ハラダ タケトラ 不動堂

173 福島 拓 フクシマ タク 御宿

174 土肥 慎平 ドヒ シンペイ 御宿

175 島田 龍太 シマダ リュウタ 御宿

176 山中 裕二 ヤマナカ ユウジ 御宿

177 幸壬 翼 コウジン ツバサ 御宿

178 伊藤 裕太 イトウ ユウタ 御宿

179 萩谷 駿 ハギヤ シュン 御宿

180 大城 リカルド オオシロ リカルド 御宿

181 川端 良太 カワバタ リョウタ 御宿

182 野村 爽人 ノムラ アキト 御宿

183 紫芝 凌太 シシバ リョウタ 御宿

184 天野 龍太郎 アマノ リュウタロウ御宿

185 伊藤 亮介 イトウ リョウスケ 御宿

186 佐藤 祐介 サトウ ユウスケ 御宿

187 元田 隼斗 モトダ ハヤト 御宿

188 田坂 充也 タサカ アツヤ 御宿

189 鈴木 公陸 スズキ ヒロム 御宿

190 野々村 勇二 ノノムラ ユウジ 勝浦中央

191 井口 遥希 イグチ ハルキ 勝浦中央

192 木村 霞月 キムラ カズキ 勝浦中央



選手番号 姓 名 セイ メイ チーム
193 榎本 宏暉 エノモト ヒロキ 勝浦中央

194 清水 寛大 シミズ カンタ 勝浦中央

195 田中 海輝人 タナカ ミキト 勝浦中央

196 上門 光輝 ウエジョウ コウキ 勝浦中央

197 谷田 和也 タニダ カズヤ 勝浦鵜原

198 澤田 芳岐 サワダ ヨシキ 勝浦鵜原

199 塚田 達也 ツカダ タツヤ 勝浦鵜原

200 日原 玲 ヒハラ レイ 勝浦鵜原

201 塚野 優樹 ツカノ ユウキ 勝浦鵜原

202 丸山 亮也 マルヤマ リョウヤ 勝浦鵜原

203 宮川 悠斗 ミヤカワ ユウト 勝浦鵜原

204 日原 玲 ヒハラ レイ 勝浦鵜原

205 石井 和馬 イシイ カズマ 勝浦守谷

206 土井 仁博 ドイ マサヒロ 勝浦守谷

207 松本 康佑 マツモト コウスケ 勝浦守谷

208 大山 祐 オオヤマ ユウ 勝浦守谷

209 芹澤 勇作 セリザワ ユウサク 勝浦守谷

210 柴崎 健太 シバサキ ケンタ 勝浦守谷

211 谷下田 拓海 ヤゲタ タクミ 勝浦守谷

212 亀ノ上 僚仁 カメノウエ トモヒト 勝浦守谷

213 永石 哲朗 ナガイシ テツロウ 勝浦興津

214 坂江 一希 サカエ カズキ 勝浦興津

215 信澤 莞爾 ノブサワ カンジ 勝浦興津

216 山口 佳祐 ヤマグチ ケイスケ 勝浦興津

217 徳永 武尊 トクナガ タケル 勝浦興津

218 遠藤 舜也 エンドウ シュンヤ 勝浦興津

219 安里 翼 アサト ツバサ 勝浦興津

220 加藤 弘樹 カトウ コウキ 天津小湊

221 松尾 俊志 マツオ シュンジ 天津小湊

222 ことじ 達郎 コトジ タツロウ 天津小湊

223 田村 祐太 タムラ ユウタ 天津小湊

224 加藤 慎一朗 カトウ シンイチロウ天津小湊

225 坂本　 全亮 サカモト ゼンリョウ 天津小湊

226 岡野 文哉 オカノ フミヤ 天津小湊

227 永井 聡 ナガイ サトシ 天津小湊

228 石川 達也 イシカワ タツヤ 天津小湊

229 厚澤 泰稚 アツサワ タイチ 天津小湊

230 金谷 貫汰 カナヤ カンタ 天津小湊

231 太田 怜於 オオタ レオ 鴨川

232 五十川 光 イソカワ ヒカル 鴨川

233 井田 智也 イダ トモヤ 鴨川

234 工藤 詩音 クドウ シオン 鴨川

235 佐々木 奨 ササキ タスク 鴨川

236 松村 稜 マツムラ リョウ 鴨川

237 清治 大雅 セイジ タイガ 鴨川

238 信坂 宜希 ノブサカ ヨシキ 鴨川

239 有賀 海斗 アリガ カイト 鴨川

240 有原 和俊 アリハラ カズトシ 和田浦



選手番号 姓 名 セイ メイ チーム
241 平根 匠 ヒラネ タクミ 和田浦

242 工藤 英俊 クドウ ヒデトシ 和田浦

243 徳応 涼輔 トクオ リョウスケ 和田浦

244 杉本 開 スギモト カイ 南千倉

245 都築 拓馬 ツヅキ タクマ 南千倉

246 飯上 拓海 イイガミ タクミ 南千倉

247 小山 広将 コヤマ ヒロマサ 南千倉

248 田島 嵐士 タジマ アラシ 南千倉

249 神谷 祥平 カンタニ ショウヘイ 南千倉

250 深水 雄 フカミ ユウ 南千倉

251 椿 大志 ツバキ タイシ 南千倉

252 斉藤 敦 サイトウ アツシ 南千倉

253 川上 康志郎 カワカミ コウシロウ 白浜

254 小林 駿太 コバヤシ シュンタ 白浜

255 庄司 裕也 ショウジ ユウヤ 白浜

256 田原 大地 タハラ ダイチ 白浜

257 橋本 皓平 ハシモト コウヘイ 白浜

258 池沢 司 イケザワ ツカサ 白浜

259 阿部 雄斗 アベ ユウト 白浜

260 鵜木 勇輔 ウノキ ユウスケ 館山

261 岩井 壮司 イワイ ソウシ 館山

262 堀部 雄大 ホリベ タケヒロ 館山

263 森山 悟 モリヤマ サトル 館山

264 斎藤 健一郎 サイトウ ケンイチロウ館山

265 篠田 将輝 シノダ マサキ 館山

266 河本 一茂 カワモト カズシゲ 館山

267 飯沼 誠司 イイヌマ セイジ 館山

268 木津谷 富洋 キツヤ トミヒロ 館山

269 米田 入海 ヨネダ イルカ 館山

270 伊藤 孝彦 イトウ タカヒコ 館山

271 前田 哲志 マエダ サトシ 館山

272 松本 拓 マツモト タク 富浦

273 林 勇佑 ハヤシ ユウスケ 富浦

274 上村 尚輝 カミムラ ナオキ 富浦

275 古木 海翔 コキ カイト 富浦

276 前田 裕理 マエダ ヒロマサ 富浦

277 大壁 拓実 オオカベ タクミ 富浦

278 西海 颯太 ニシガイ ソウタ 富浦

279 遠藤 玖斗 エンドウ キュウト 富浦

280 高橋 翼斗 タカハシ ヨクト 富浦

281 松永 祐 マツナガ ユウ 富浦

282 田家 友也 タンゲ トモヤ 富浦

283 高山 恭治 タカヤマ キョウジ 岩井

284 樋下 一樹 ヒノシタ カズキ 岩井

285 前田 将生 マエダ ショーイ 岩井

286 赤坂 祐太 アカサカ ユウタ 岩井

287 天野 翔太 アマノ ショウタ 岩井

288 市川 滋基 イチカワ シゲキ 岩井



選手番号 姓 名 セイ メイ チーム
289 新井 大介 アライ ダイスケ 岩井

290 佐藤 亮佑 サトウ リョウスケ 岩井

291 安達 雄太 アダチ ユウタ 岩井臨海学園

292 江川 陽介 エガワ ヨウスケ 鋸南

293 宮崎 翔 ミヤザキ ショウ 鋸南

294 宮林 晃太郎 ミヤバヤシ コウタロウ 鋸南

295 猪野 佳宏 イノ ヨシヒロ 鋸南

296 河野 稜平 カワノ リョウヘイ 鋸南

297 生川 大樹 ナルカワ ダイキ 鋸南

298 京極 康高 キョウゴク ヤスタカ 鋸南

299 石塚 洋成 イシヅカ ヒロナリ 鋸南

300 山口 泰世 ヤマグチ タイセイ 鋸南

301 渡辺 杏太 ワタナベ キョウタ 新舞子

302 山本 拓海 ヤマモト タクミ 新舞子

303 鈴木 海成 スズキ カイセイ 新舞子

304 佐々野 健司 ササノ ケンジ 新舞子

305 上村 航貴 カミムラ コウキ 新舞子

306 安達 海人 アダチ カイト 新舞子

307 板垣 俊輔 イタガキ シュンスケ 富津

308 青葉 光生 アオバ コウセイ 富津

309 佐々木 直哉 ササキ ナオヤ 富津

310 柿崎 稔 カキサキ ミノル 富津

311 重岡 寛大 シゲオカ ヒロヤ 富津

312 島田 大介 シマダ ダイスケ 富津

313 石井 大樹 イシイ ダイキ 富津

女性　88名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム名
501 深谷 徳香 フカヤ ノリカ 海鹿島

502 城所 侑沙 キドコロ アリサ 海鹿島

503 山本 めばえ ヤマモト メバエ 海鹿島

504 藤井 こころ フジイ ココロ 海鹿島

505 佐藤 里咲 サトウ リサ 海鹿島

506 神宮司 好美 ジングウジ コノミ 銚子

507 佐野 七美 サノ ナナミ 銚子

508 前川 紗槻 マエカワ サキ 銚子

509 金子 知沙 カネコ チサ 銚子

510 望月 優香 モチヅキ ユウカ 銚子

511 林 なぎさ ハヤシ ナギサ 横芝光

512 神谷 海花 カミヤ ウミカ 横芝光

513 赤坂 杏子 アカサカ キョウコ 横芝光

514 高部 朱里 タカベ シュリ 蓮沼

515 罍 京香 モタイ キョウカ 蓮沼

516 矢萩 晴 ヤハギ ハル 蓮沼

517 椎野 比菜 シイノ ヒナ 小松

518 若林 明穂 ワカバヤシ アキホ 小松

519 牧 由佳 マキ ユカ 小松

520 宮原 凪沙 ミヤハラ ナギサ 小松



選手番号 姓 名 セイ メイ チーム
521 水本 佑奈 ミズモト ユナ 小松

522 村田 佳央瑠 ムラタ カオル 小松

523 田之上 紗和子 タノウエ サワコ 白幡

524 中澤 葉月 ナカザワ ハヅキ 白幡

525 坪内 郁実 ツボウチ イクミ 白幡

526 中村 紗也香 ナカムラ サヤカ 白幡

527 濱谷 真羽 ハマタニ マウ 白幡

528 佐々木 萌衣 ササキ モエ 本須賀

529 平野 季実子 ヒラノ キミコ 本須賀

530 伊井 理子 イイ リコ 本須賀

531 島本 菜々子 シマモト ナナコ 本須賀

532 板橋 ひかり イタバシ ヒカリ 作田

533 杉本 早紀 スギモト サキ 作田

534 山口 恵奈 ヤマグチ エナ 片貝

535 安達 奈緒 アダチ ナオ 片貝

536 伊藤 陽菜 イトウ ハルナ 片貝

537 荒巻 芽衣 アラマキ メイ 片貝

538 新田 舞夏 ニッタ マイカ 不動堂

539 田中 実穂 タナカ ミホ 不動堂

540 藪本 誉 ヤブモト ホマレ 不動堂

541 斉藤 祐佳里 サイトウ ユカリ 御宿

542 関原 春佳 セキハラ ハルカ 御宿

543 岡本 仁奈 オカモト ニナ 御宿

544 但野 安菜 タダノ アンナ 勝浦中央

545 橋本 真実 ハシモト マミ 勝浦中央

546 佐川 はるな サガワ ハルナ 勝浦鵜原

547 丹羽 久美 ニワ ヒサミ 勝浦鵜原

548 井戸上 萌 イドガミ モエ 勝浦守谷

549 坪井 あかね ツボイ アカネ 勝浦興津

550 喜瀬 知有良 キセ チユラ 勝浦興津

551 町田 遥加 マチダ ハルカ 天津小湊

552 山城　 日向子 ヤマシロ ヒナコ 天津小湊

553 大野 碧 オオノ アオイ 天津小湊

554 落合 さくら オチアイ サクラ 天津小湊

555 石塚 円香 イシヅカ マドカ 鴨川

556 阿形 芽生 アガタ メイ 鴨川

557 佐藤 美帆 サトウ ミホ 鴨川

558 橋本 未央 ハシモト ミオ 鴨川

559 久保 美沙代 クボ ミサヨ 和田浦

560 北原 由実子 キタハラ ユミコ 和田浦

561 伊藤 舞香 イトウ マイカ 和田浦

562 中井 優波 ナカイ ユナ 和田浦

563 岩井 美幸 イワイ ミユキ 南千倉

564 片山 沙里 カタヤマ サリ 南千倉

565 久保田 風子 クボタ フウコ 南千倉

566 瀬田 萌莉 セタ モエリ 南千倉

567 田中 優果 タナカ ユウカ 白浜

568 鴨下 桃加 カモシタ モモカ 白浜



選手番号 姓 名 セイ メイ チーム
569 小松 花穂 コマツ ハナミ 白浜

570 蜂須 静香 ハチス シズカ 白浜

571 輿石 晴歩 コシイシ ハルホ 館山

572 正木 友海 マサキ ユミ 館山

573 堺澤 舞香 サカイザワ マイカ 館山

574 根岸 春果 ネギシ ハルカ 館山

575 津和崎 美怜 ツワザキ ミサト 館山

576 木村 萌恵 キムラ モエ 富浦

577 齋藤 莉那 サイトウ リナ 富浦

578 杉崎 友梨 スギザキ ユリ 岩井

579 関口 瑠唯 セキグチ ルイ 岩井

580 吉國 春菜 ヨシクニ ハルナ 岩井

581 安達 恵理 アダチ エリ 岩井臨海学園

582 吉久 楓 ヨシヒサ カエデ 鋸南

583 櫻井 美乃 サクライ ヨシノ 鋸南

584 金子 美佳 カネコ ミカ 鋸南

585 小林 未奈 コバヤシ ミナ 鋸南

586 杉山 奈々美 スギヤマ ナナミ 鋸南

587 仙道田 良 センドウダ リョウ 富津
588 小林 英 コバヤシ ハナ 富津


