
JTA登録NO 関東登録NO 氏 名 フリガナ
M131849 3507126 青沼 來央 アオヌマ ナオ
M690779 3507535 青沼 怜央 アオヌマ レオ
M131712 3507060 赤澤 創太 アカザワ ソウタ
M706310 3507687 赤羽根 裕希 アカハネ ユウキ
M158770 3507487 浅香  亜斗夢 アサカ アトム
M146995 3507449 阿部 倖大 アベ コウタ
M132002 3506526 阿部 成伯 アベ ナルトモ
M132007 3507144 天田 大惺 アマダ タイセイ
M131475 3507231 新井 健太 アライ ケンタ
M708623 3507708 新井 大賀 アライ タイガ
M131870 3506733 新井 奨久 アライ タスク
M703010 3507598 新井 翼 アライ タスク
M703814 3507635 新井 宏輔 アライ ヒロスケ
M131812 3506778 新井 勝也 アライ マサヤ
M691624 3507549 新井 陸翔 アライ リクト
M131402 3506953 荒木 孝彦 アラキ タカヒコ
M131397 3506863 有我 隼人 アルガ ハヤト
M131979 3506947 淡嶋 要 アワシマ ヨウ
M131875 3507027 安藤 龍之介 アンドウ リュウノスケ
M131472 3507134 飯田 翔琉 イイダ カケル
M708999 3500000 飯塚 勝宗 イイヅカ カツムネ
M690774 3507527 飯塚 正宗 イイヅカ マサムネ
M693539 3507592 五十嵐 桂梧 イガラシ ケイゴ
M131983 3507147 池田 遙斗 イケダ ハルト
M703801 3507624 石井 栄斗 イシイ エイト
M703811 3507633 石井 丈琉 イシイ タケル
M131610 3506956 石井 優希 イシイ ユウキ
M133401 3507368 石井 涼太郎 イシイ リョウタロウ
M701975 3507605 石内 心 イシウチ シン
M131438 3507176 石倉 裕人 イシクラ ヒロト
M704193 3507659 石田 昂嗣 イシダ コウシ
M132011 3507270 石田 蓮 イシダ レン
M704195 3507646 井田 空来 イダ ソラ
M131734 3506530 板橋 尚幹 イタバシ タカミ
M693526 3507517 市石 龍輝 イチイシ リュウキ
M131980 3506979 一木 奏志 イチキ ソウシ
M147015 3506785 一倉 和貴 イチクラ カズキ
M704938 3507668 糸井 涼雅 イトイ リョウガ
M131358 3507279 伊東 奨悟 イトウ ショウゴ
M131511 3507128 井上 彩斗 イノウエ アヤト
M131439 3507177 井上 泰地 イノウエ タイチ
M131440 3507178 井上 洋佑 イノウエ ヨウスケ
M158762 35 今井 信吉郎 イマイ シンキチロウ
M133402 3507369 今井 堆貴 イマイ タイキ

男子



M705610 3507676 今井 利玖哉 イマイ リクヤ
M131660 3507195 今泉 大綺 イマイズミ ダイキ
M131366 3507076 入澤 大 イリサワ ダイ
M707943 3507695 ヴァル 來偉 ヴァル ライ
M131694 3506938 上原 卯月 ウエハラ ウヅキ
M131695 3507183 上原 睦月 ウエハラ ムツキ
M707940 3507694 牛込 圭哉 ウシゴメ ケイヤ
M131679 3507112 内山 斗哉 ウチヤマ トウヤ
M703891 3507651 宇都宮 英智 ウツノミヤ エイチ
M131749 3506951 宇都宮 大地 ウツノミヤ タイチ
M131883 3507286 江幡 真桜斗 エバタ マオト
M131826 3507312 遠藤 悠大 エンドウ ユウダイ
M691354 3507548 老川 朱里 オイカワ シュリ
M709070 3500621 大川 海斗 オオカワ カイト
M133435 3507413 大木 陽登 オオキ ハルト
M709071 3507713 大久保 湊都 オオクボ ミナト
M708386 3507702 大澤 郁翔 オオサワ イクト
M158767 3507483 大沢 樹生 オオサワ イツキ
M131426 3506368 大野 真寛 オオノ マヒロ
M181339 3507620 大矢 陽幹 オオヤ アキトシ
M133543 3507367 岡田 櫂倫 オカダ カイリ
M131715 3507182 岡田 光世 オカダ コウセイ
M131615 3507309 岡田 拓士 オカダ タクト
M131696 3507191 岡田 勇将 オカダ ユウスケ
M146657 3507422 岡田 陸 オカダ リク
M131395 3506641 岡田 陸雅 オカダ リクマ
M690777 3507528 小熊 宏尚 オグマ ヒロタカ
M131814 3506867 尾崎 莉玖 オザキ リク
M131864 3506630 小内 陸空冬 オナイ リクト
M709494 3507716 小野 敦士 オノ アツト
M131509 3507015 小野 優太 オノ ユウタ
M131871 3506855 小野 友士 オノ ユウト
M701712 35 小野里 治哉 オノザト ハルヤ
M704458 3507661 小見 展世 オミ テンセイ
M703805 3507630 小山田 篤司 オヤマダ アツシ
M131714 3507125 尾張 隆晟 オワリ リュウセイ
M140226 3507429 柿沼 大翔 カキヌマ ヒロト
M150381 3507464 柿沼 勇翔 カキヌマ ユイト
M690778 3507529 角張 夢丸 カクバリ ユマ
M690214 3507491 笠井 涼哉 カサイ リョウヤ
M703813 3554057 梶塚 春人 カジヅカ ハルト
M131710 3506515 悴田 耀介 カセダ ヨウスケ
M133414 3507375 金澤 礼 カナザワ レイ
M690771 3507421 金谷 従道 カナヤ ツグミチ
M131850 3507141 金子 颯汰 カネコ ソウタ
M155498 3507472 金子 大晟 カネコ タイセイ



M131730 3507007 狩野 涼 カノウ リョウ
M131755 3507277 狩野 稜太 カノウ リョウタ
M131877 3507114 亀井 脩生 カメイ シュウ
M132009 3507253 亀田 大和 カメダ ヤマト
M154599 3507469 亀谷 和希 カメタニ カズキ
M154598 3507468 亀谷 晃生 カメタニ コウセイ
M131844 3506344 亀山 日向 カメヤマ ヒュウガ
M691340 3507503 川浦 颯人 カワウラ ハヤト
M690397 3507515 川島 恭佑 カワシマ キョウスケ
M690408 3507513 寒澤 槙太 カンザワ シンタ
M133439 3507398 岸 朋寛 キシ トモヒロ
M692238 3507552 木島 太一 キジマ タイチ
M131437 3506980 北爪 爽斗 キタヅメ ソウト
M131876 3507098 北爪 大貴 キタヅメ ダイキ
M146652 3507394 木ノ内 朔太郎 キノウチ サクタロウ
M690335 3507505 城代 悠貴 キノシロ ユウキ
M131920 3507332 木村 海斗 キムラ カイト
M158763 3507484 木村 泰楽 キムラ ヤスヨシ
M131360 3507282 木村 祐仁 キムラ ユウト
M131612 3506983 木村 祐月 キムラ ユヅキ
M708998 3507692 草間 仁和 クサマ トワ
M703807 3507631 鯨井 渉吾 クジライ ショウゴ
M131807 3506701 楠本 竜也 クスモト リュウヤ
M133434 3507403 工藤 優斗 クドウ ユウト
M131872 3506920 工藤 優之介 クドウ ユウノスケ
M131477 3507250 倉澤 宗詩 クラサワ ソウシ
M708521 3507706 倉林 航太郎 クラバヤシ コウタロウ
M131976 3506809 倉林 大愛 クラバヤシ ダイア
M156941 3507682 栗田 拓実 クリタ タクミ
M704415 3507628 栗原 絆 クリバラ キズナ
M132004 3506783 栗原 佳汰 クリハラ ケイタ
M131930 3507062 黒﨑 奏 クロサキ カナデ
M708657 3507710 黒崎 弦 クロサキ ゲン
M708384 3507704 桑原 一翔 クワバラ カズマ
M704055 3507647 桑原 準平 クワバラ ジュンペイ
M131924 3507080 監物 勇治 ケンモツ ユウジ
M709415 3507684 小池 しえる コイケ シエル
M133423 3507399 小池 雄大 コイケ ユウダイ
M690772 3506936 小泉 偉央 コイズミ イオ
M146992 3507148 黄 誠人 コウ マサト
M693888 3507578 小暮 啓致 コグレ ケイチ
M704937 3507669 小島 大輝 コジマ ダイキ
M146997 3507446 小島 直太 コジマ ナオタ
M693639 3507590 小関 結翔 コセキ ユイト
M709416 3507715 後藤 優心 ゴトウ ユウシン
M134895 3507423 小二田 知希 コニタ カズキ



M704935 3507671 ゴハール チーマ ゴハール チーマ
M146991 3507434 小林 魁翔 コバヤシ カイト
M131847 3506942 小林 慶也 コバヤシ ケイヤ
M155499 3507476 小林 祥太朗 コバヤシ ショウタロウ
M702647 3507616 小林 大雅 コバヤシ タイガ
M705918 3507677 小林 泰造 コバヤシ タイゾウ
M693887 3507600 小林 大地 コバヤシ ダイチ
M704941 3507667 小林 駿斗 コバヤシ ハヤト
M131821 3507121 小林 優弥 コバヤシ ユウヤ
M131939 3507162 小林 遼維 コバヤシ リョウイ
M708383 3507509 小林 伶吏 コバヤシ レイリ
M704940 3507670 小堀 晴貴 コボリ ハルキ
M131926 3506780 小茂田 柊羽 コモダ シュウ
M131932 3507287 小茂田 聖己 コモダ セナ
M131933 3507347 近藤 匠冴 コンドウ ショウゴ
M131984 3507265 近藤 颯人 コンドウ ハヤト
M703808 3507636 近藤 雄太 コンドウ ユウタ
M131605 3506897 齋藤 碧生 サイトウ アオイ
M131693 3506934 齊藤 昊成 サイトウ コウセイ
M131810 3506763 齋藤 壮太郎 サイトウ ソウタロウ
M131737 3507173 齊藤 壮哉 サイトウ ソウヤ
M131898 3506375 齊藤 凪星 サイトウ ナギホ
M131817 3506996 齋藤 豊都 サイトウ ユト
M131698 3507220 齊藤 睦人 サイトウ リクト
M131598 3506136 境 紅葉 サカイ モミジ
M703597 3507621 坂本 圭杜 サカモト ケイト
M709639 3507717 坂本 湊 サカモト ミナト
M131736 3506743 佐久間 知優 サクマ チヒロ
M702534 3507612 櫻沢 陸人 サクラザワ リクト
M146658 3507445 佐々木 奏真 ササキ ソウマ
M131370 3507344 笹口 夢斗 ササグチ ユイト
M131369 3507343 笹口 璃斗 ササグチ リト
M704388 3507663 笹澤 史太郎 ササザワ フミタロウ
M132001 3506525 佐藤 潤一 サトウ ジュンイチ
M709642 3507718 佐藤 嵩瑠 サトウ タケル
M708385 3507703 佐藤 七碧 サトウ ナナト
M159716 3507495 佐藤 羚 サトウ レイ
M131394 3506627 澤入 春斗 サワイリ ハルト
M131616 3507310 塩澤 佑真 シオザワ ユウマ
M131617 3507311 塩澤 竜馬 シオザワ リョウマ
M131852 3507349 重見 凜太 シゲミ リンタ
M690407 3507507 設樂 隼冬 シタラ ハヤト
M701625 3507603 品川 歩叶 シナガワ アユト
M131457 3506167 芝崎 玲鷹 シバザキ レオ
M701851 3507604 柴田 織仁 シバタ オルト
M131476 3507249 嶌田 櫂斗 シマダ カイト



M693510 3507564 清水 廉貴 シミズ キヨタカ
M693541 3507593 清水 翔瑛 シミズ ショウエイ
M158769 3507486 清水 隆寛 シミズ タカヒロ
M690341 3507481 清水 駿斗 シミズ ハヤト
M158768 3507485 清水 将貴 シミズ マサタカ
M704942 3507672 正田 大貴 ショウダ ダイキ
M133548 3507377 新保 凜太朗 シンボ リンタロウ
M131881 3507283 菅井 瑛斗 スガイ エイト
M131884 3507328 菅井 祐希 スガイ ユウキ
M691625 3507496 菅原 淳生 スガハラ アツキ
M690589 3507530 菅原 一誠 スガハラ イッセイ
M148737 3507296 菅谷 飛翔 スガヤ ツバサ
M131510 3507042 菅原 祐樹 スガワラ ユウキ
M701970 3507607 杉山 葵 スギヤマ アオイ
M706797 3507688 杉山 巧 スギヤマ タクミ
M131868 3506719 諏佐 尚哉 スサ ナオヤ
M701444 3507556 鈴木 旭 スズキ アサヒ
M134481 3507374 鈴木 一咲 スズキ イッサ
M131818 3507117 鈴木 一平 スズキ イッペイ
M131405 3507131 鈴木 俊大 スズキ シュンタ
M131390 3506430 鈴木 荘太郎 スズキ ショウタロウ
M691993 3507506 鈴木 直起 スズキ ナオキ
M131474 3507180 鈴木 遙 スズキ ハル
M131754 3507276 鈴木 暖人 スズキ ハルト
M703616 3507617 鈴木 陽大 スズキ ヒナタ
M131851 3507146 鈴木 洸喜 スズキ ヒロキ
M690398 3507475 鈴木 勇喜 スズキ ユウキ
M86822 3507618 鈴木 遼央 スズキ リオ
M154140 3507467 鈴木 陵太 スズキ リョウタ
M131401 3506952 須田 空凱 スダ クウガ
M131398 3506868 須田 大凱 スダ タイガ
M131900 3507293 須藤 健斗 ストウ ケント
M132012 3507304 須藤 朱生 ストウ シュウ
M705417 3507610 須藤 壮梧 ストウ ソウゴ
M134898 3507426 関口 慧 セキグチ ケイ
M690395 35 関根 勇河 セキネ ユウガ
M690334 3507504 関谷 虎次朗 セキヤ コジロウ
M693523 3507573 仙波 昂大 センバ コウタ
M154597 3507470 仙波 大芽 センバ タイガ
M133446 3507416 相馬 大夢 ソウマ ヒロム
M147173 3507448 反町 大輝 ソリマチ タイキ
M131820 3507120 尊馬 一偉 ソンマ カズイ
M693522 3507574 高井 奏多 タカイ カナタ
M709000 3507711 高尾 晃來 タカオ コウキ
M132005 3507017 高澤 旭寿 タカザワ キョクシュウ
M131400 3506937 高田 大地 タカダ ダイチ



M703012 35 高橋 桧渡 タカハシ カイト
M134901 3507348 高橋 皇丞 タカハシ コウスケ
M692148 3507550 高橋 航平 タカハシ コウヘイ
M703892 3507643 高橋 凛矩 タカハシ リク
M690333 3507501 高橋 流星 タカハシ リュウセイ
M131399 3506869 高橋 凌大 タカハシ リョウタ
M690394 3507482 高松 大翔 タカマツ ヒロト
M154601 3507473 田上 晴陽 タガミ ハルヒ
M133146 3507359 瀧野 欧介 タキノ オウスケ
M131774 3507227 武井 隼人 タケイ ハヤト
M708518 3507705 武井 龍成 タケイ リュウセイ
M708382 3507563 竹内 頼城 タケウチ ライキ
M131403 3507096 竹内 煉 タケウチ レン
M131923 3506914 竹澤 和寿 タケザワ カズトシ
M131433 3506802 田中 龍之介 タナカ リュウノスケ
M690409 3507510 谷 隆佳 タニ リュウケイ
M701442 3507553 田沼 翔琉 タヌマ カケル
M143175 3507443 田之頭 優真 タノカシラ ユウマ
M159194 3507489 田村 柊羽 タムラ シュウ
M705178 3507674 茅根 周作 チノネ シュウサク
M143179 3507442 茅根 奏平 チノネ ソウヘイ
M143176 3507440 千葉 悠成 チバ ユウセイ
M131931 3507268 千葉 涼也 チバ リョウヤ
M692802 3507609 塚越 健太 ツカゴシ ケンタ
M692783 3507557 土屋 朝陽 ツチヤ アサヒ
M708052 3507696 堤 陽汰 ツツミ ヒナタ
M701971 3507606 堤 真優 ツツミ マヒロ
M131481 3507331 角田 琉夏 ツノダ ルカ
M690337 3507502 鶴淵 颯真 ツルブチ ソウマ
M703810 3507627 弦巻 陽太 ツルマキ ハルタ
M143178 3507444 寺嶋 海里 テラジマ カイリ
M690380 3507511 寺島 和志 テラシマ カズシ
M133547 3507306 東野 恭孝 トウノ ヤスタカ
M692149 3507551 東宮 玄宜 トウミヤ ゲンキ
M131365 3506884 戸鹿野 智大 トガノ トモヒロ
M131502 3506582 徳増 尚哉 トクマス ナオヤ
M158771 3507490 富板 大智 トミイタ ダイチ
M704194 3507660 富澤 健人 トミザワ ケント
M131614 3507079 冨山 翔汰 トミヤマ ショウタ
M146993 3507447 永井 奏伊 ナガイ ソイ
M703802 3507625 ⾧尾 漣 ナガオ レン
M131678 3506911 中川 桂太 ナカガワ ケイタ
M131709 3506255 中澤 功成 ナカザワ コウセイ
M131716 3507198 中澤 大成 ナカザワ タイセイ
M138207 3507411 中澤 佑成 ナカザワ ユウセイ
M703806 3507632 中島 佳直人 ナカジマ カナト



M158761 3507135 中野 寛之 ナカノ ヒロユキ
M131825 3507300 中林 莉桜 ナカバヤシ リオ
M691344 3507531 中原 章一郎 ナカハラ ショウイチロウ
M154602 3507471 中村 優太 ナカムラ ユウタ
M131925 3507127 中本 裕規 ナカモト ヒロキ
M133447 3507417 中山 義親 ナカヤマ ヨシチカ
M131846 3506482 那須 徹平 ナス テッペイ
M131848 3506943 生井 祐介 ナマイ ユウスケ
M691356 3507547 新島 一颯 ニイジマ イッサ
M690773 3507532 沼田 蓮生 ヌマタ レンセイ
M131468 3506837 根岸 治朗 ネギシ ジロウ
M704414 3507140 根岸 大樹 ネギシ ダイキ
M132008 3507234 根岸 鈴都 ネギシ リント
M131816 3506954 根本 悠希 ネモト ユウキ
M155501 3507478 野上 颯介 ノガミ ソウスケ
M131809 3506761 野田 遼真 ノダ リョウマ
M131927 3506927 萩原 蒼太 ハギハラ ソウタ
M131753 3506909 萩原 大智 ハギワラ ダイチ
M131974 3506784 羽柴 陽輝 ハシバ ヒュウキ
M131806 3506517 橋本 宇弘 ハシモト タカヒロ
M131500 3506451 橋本 凌 ハシモト リョウ
M131359 3507281 ⾧谷川 佑樹 ハセガワ ユウキ
M708148 3507697 ⾧谷部 快和 ハセベ カイト
M693527 3507582 花村 葵生 ハナムラ アオイ
M133430 3507414 林 駿吾 ハヤシ シュンゴ
M131865 3506632 林 陽太 ハヤシ ヒナタ
M131507 3506999 林 琉星 ハヤシ リュウセイ
M693538 3507594 林 亮吾 ハヤシ リョウゴ
M131866 3506633 林 亮太 ハヤシ リョウタ
M703804 3507629 針谷 昊士朗 ハリガイ コウシロウ
M131987 3507337 春山 葵 ハルヤマ アオイ
M161660 3507494 春山 凌太 ハルヤマ リョウタ
M690901 3507493 菱沼 未侑 ヒシヌマ ミウ
M155500 3507479 平山 理久 ヒラヤマ リク
M703800 3507555 廣澤 尚行 ヒロサワ ナオユキ
M703812 3507634 福嶋 洸樹 フクシマ コウキ
M154157 3507465 福田 耕三 フクダ コウゾウ
M708149 3507679 福田 奏 フクダ ソウ
M132041 3506817 藤井 翔英 フジイ ショウエイ
M131504 3506822 藤巻 陽平 フジマキ ヨウヘイ
M130506 3507690 藤本 聖南 フジモト セナ
M138209 3507428 舟木 凱人 フナキ カイト
M131907 3506727 舟田 京平 フナダ キョウヘイ
M131609 3506935 古内 夕翔 フルウチ ユウト
M704936 3507666 星野 颯太 ホシノ ソウタ
M131606 3506898 星野 広登 ホシノ ヒロト



M131878 3507130 星野 元哉 ホシノ モトヤ
M154600 3507466 星野 理斗 ホシノ リト
M131512 3507129 星野 礼衣 ホシノ レイ
M131808 3506759 堀内 怜生 ホリウチ レオ
M131681 3507272 堀越 陸 ホリコシ リク
M131680 3507132 堀越 龍 ホリコシ リュウ
M133142 3507358 堀込 旭 ホリゴメ アサヒ
M133141 3507357 堀込 颯 ホリゴメ ハヤテ
M707180 3507680 本田 凱士 ホンダ カイト
M692782 3507561 本田 大翔 ホンダ ヤマト
M690402 3507512 本多 琉空 ホンダ リク
M704939 3507665 前原 由弥 マエハラ ユウヤ
M132010 3507255 亦野 匠 マタノ タクミ
M131981 3507002 町田 柊也 マチダ シュウヤ
M701624 3507597 松田 兼昇 マツダ ケンショウ
M131436 3506955 松本 京眞 マツモト ケイマ
M704816 3507622 松本 悠生 マツモト ユウキ
M693889 3507595 黛 瑛太 マユズミ エイタ
M708790 3507709 黛 大輝 マユズミ ダイキ
M131435 3506892 水出 颯太 ミズイデ ソウタ
M131929 3506964 瑞岩 凰紀 ミズイワ オウキ
M131928 3506963 瑞岩 悠紀 ミズイワ ユウキ
M134896 3507356 見戸 優太 ミト ユウタ
M131513 3507336 宮内 奏友 ミヤウチ ソウスケ
M131986 3507295 宮崎 咲泉 ミヤザキ ショウイ
M131985 3507294 宮崎 優希 ミヤザキ ユウキ
M131819 3507119 宮田 青空 ミヤタ ソラ
M131704 3507230 宮前 太雅 ミヤマエ タイガ
M701972 3507579 三輪 匠音 ミワ ショオン
M131853 3507353 村上 凌 ムラカミ リョウ
M708380 3507700 村野 璃来 ムラノ リク
M131973 3506758 米野 俊亮 メノ シュンスケ
M131752 3506905 望月 脩平 モチヅキ シュウヘイ
M131601 3506533 森 雄大 モリ ユウダイ
M131613 3507075 毛呂 祥梧 モロ ショウゴ
M131368 3507254 師岡 岳 モロオカ ガク
M131367 3507107 師岡 漣 モロオカ レン
M158765 3507480 矢島 心大朗 ヤジマ コタロウ
M131700 3507330 矢島 太陽 ヤジマ タイヨウ
M131882 3507284 矢内 洋太朗 ヤナイ ヨウタロウ
M131469 3506945 柳 宏優 ヤナギ コウユウ
M691897 3507492 藪下 博淳 ヤブシタ ヒロアツ
M708056 3507699 矢部 藍斗 ヤベ アイト
M708055 3507698 矢部 悠斗 ヤベ ユウト
M693540 3507596 山口 大喜 ヤマグチ ダイキ
M131404 3507122 山田 翔大 ヤマダ ショウダイ



M132013 3507305 山田 琉翔 ヤマダ ルト
M131879 3507273 大和 琉生 ヤマト ルイ
M131880 3507274 大和 怜生 ヤマト レイ
M131465 3506771 湯淺 颯太 ユアサ ソウタ
M708053 3507689 横内 奏人 ヨコウチ カナト
M131514 3507342 横須賀 英汰 ヨコスカ エイタ
M134482 3507388 吉田 舜平 ヨシダ シュンペイ
M131482 3507334 吉田 雄翔 ヨシダ ユウト
M131823 3507290 吉原 郁 ヨシハラ イク
M131735 3506736 吉本 悠翔 ヨシモト マサト
M705180 3507675 米澤 慶悟 ヨネザワ ケイゴ
M704054 3507640 龍 明博 リュウ アキヒロ
M131600 3506529 渡辺 歩夢 ワタナベ アユム
M708381 3507701 渡邊 煌大 ワタナベ コウダイ
M693508 3507565 渡邉 真洋 ワタナベ マヒロ
M146654 3507441 渡邊 璃音 ワタナベ リオン
M708520 3507707 渡部 蓮 ワタベ レン


