
 ８DX 2018-2019  シリーズ戦登録者名簿

カテゴリー

1 U-8（小学1・2年） 河本 恒太朗 カワモト コウタロウ

2 U-8（小学1・2年） 斎木 猛斗 サイキ タケト

3 U-8（小学1・2年） 杉江 美咲 スギエ ミサキ

4 U-8（小学1・2年） 竹村 彩 タケムラ サナ

5 U-8（小学1・2年） 平木 圭太 ヒラキ ケイタ

6 U-8（小学1・2年） 松本 里央菜 マツモト リオナ

7 U-8（小学1・2年） 盛岡 和貴 モリオカ カズキ

8 U-10（小学3・4年） 浅田 陽彩 アサダ ヒイロ

9 U-10（小学3・4年） 阿部 隼 アベ シュン

10 U-10（小学3・4年） 江口 舞香 エグチ マイカ

11 U-10（小学3・4年） 柏 龍弥 カシワ リュウヤ

12 U-10（小学3・4年） 岸谷 一生 キシタニ カズキ

13 U-10（小学3・4年） 北川 嶺大 キタガワ ミネヒロ

14 U-10（小学3・4年） 小山 楚嵐 コヤマ ソラン

15 U-10（小学3・4年） 新村 悠弘 シンムラ ヒサヒロ

16 U-10（小学3・4年） 栖川 愛生 スガワ メイ

17 U-10（小学3・4年） 津村 恭作 ツムラ ツカサ

18 U-10（小学3・4年） 中山 愛惟 ナカヤマ メイ

19 U-10（小学3・4年） 西田 和桜 ニシダ ナオ

20 U-10（小学3・4年） 橋本 美暖 ハシモト ミハル

21 U-10（小学3・4年） 濱田 一護 ハマダ イチゴ

22 U-10（小学3・4年） 林 杏至 ハヤシ アンジ

23 U-10（小学3・4年） 林 優太 ハヤシ ユウタ

24 U-10（小学3・4年） 東口 督 ヒガシグチ トク

25 U-10（小学3・4年） 三宅 創樹 ミヤケ ソウジュ

26 U-10（小学3・4年） 森本 明 モリモト メイ

27 U-10（小学3・4年） 吉野 惺太 ヨシノ セイタ

28 U-12（小学5・6年） 秋山 眞子 アキヤマ マコ

29 U-12（小学5・6年） 東 陽妙 アズマ ヒナタ

30 U-12（小学5・6年） 一與 芽生 イチクミ メイ

31 U-12（小学5・6年） 上続 桃央 ウエツギ トア

32 U-12（小学5・6年） 岡島 泉 オカジマ イズミ

33 U-12（小学5・6年） 小椋 ジョナス オグラ ジョナス

34 U-12（小学5・6年） 折田 昊斗 オリタ ソラト

35 U-12（小学5・6年） 加茂 眞桜 カモ マオ

36 U-12（小学5・6年） 菊川 花恋 キクカワ カレン

37 U-12（小学5・6年） 藏敷 慎人 クラシキ マナト

38 U-12（小学5・6年） 杉江 一馬 スギエ カズマ

39 U-12（小学5・6年） 杉本 侑翼 スギモト ユウスケ

40 U-12（小学5・6年） 隅谷 樂 スミタニ ウタ

41 U-12（小学5・6年） 田中 健太 タナカ ケンタ

42 U-12（小学5・6年） 田渕 幹規 タブチ モトノリ

43 U-12（小学5・6年） 辻岡 夏陽 ツジオカ ナツヨ

44 U-12（小学5・6年） 内木 智 ナイキ アキラ

45 U-12（小学5・6年） 中尾 日菜多 ナカオ ヒナタ

46 U-12（小学5・6年） 中山 勇希 ナカヤマ ユウキ

47 U-12（小学5・6年） 抜井 美緒 ヌクイ ミオ

48 U-12（小学5・6年） 橋本 みつき ハシモト ミツキ

49 U-12（小学5・6年） 藤村 侃奈 フジムラ カンナ

50 U-12（小学5・6年） 堀内 綾月 ホリウチ アズキ

51 U-12（小学5・6年） 増田 心瑚 マスダ ココ

52 U-12（小学5・6年） 松田 佳歩 マツダ カホ

53 U-12（小学5・6年） 水嶋 美緒 ミズシマ ミオ

54 U-12（小学5・6年） 盛岡 培美 モリオカ ハイビ

55 U-12（小学5・6年） 山中 翔太 ヤマナカ ショウタ
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56 U-15女子（中学1・2・3年） 荒居 美咲 アライ ミサキ

57 U-15女子（中学1・2・3年） 乾 知里 イヌイ チサト

58 U-15女子（中学1・2・3年） 岡原 百花 オカハラ モモカ

59 U-15女子（中学1・2・3年） 柏 綾音 カシワ アヤネ

60 U-15女子（中学1・2・3年） 末澤 結衣 スエザワ ユイ

61 U-15女子（中学1・2・3年） 津村 紗寿 ツムラ スズ

62 U-15男子（中学1・2・3年） 仲　 圭吾 ナカ ケイゴ

63 U-15男子（中学1・2・3年） 西浦 滉礎 ニシウラ コウキ

64 U-15男子（中学1・2・3年） 西尾 日汰 ニシオ ハルタ

65 U-15男子（中学1・2・3年） 松岡 玲央 マツオカ レオ

66 ビギナー男子（初心者から6級まで） 秋山 豊 アキヤマ ユタカ

67 ビギナー男子（初心者から6級まで） 木村 晃大 キムラ アキヒロ

68 ビギナー男子（初心者から6級まで） 栗林 周二郎 クリバヤシ シュウジロウ

69 ビギナー男子（初心者から6級まで） 下川 敦志 シモカワ アツシ

70 ビギナー男子（初心者から6級まで） 松村 栄一 マツムラ エイイチ

71 ミドル女子（5級以上3級まで） 乾 亜弥 イヌイ アヤ

72 ミドル女子（5級以上3級まで） 阪上 和香 サカウエ ワカ

73 ミドル女子（5級以上3級まで） 津野 和奏 ツノ ワカナ

74 ミドル女子（5級以上3級まで） 中野 桜 ナカノ サクラ

75 ミドル女子（5級以上3級まで） 中野 春風 ナカノ ハルカ

76 ミドル女子（5級以上3級まで） 中村 厚美 ナカムラ アツミ

77 ミドル女子（5級以上3級まで） 林 奈津美 ハヤシ ナツミ

78 ミドル男子（5級以上3級まで） 井上 高志 イノウエ タカシ

79 ミドル男子（5級以上3級まで） 江上 龍馬 エガミ リョウマ

80 ミドル男子（5級以上3級まで） 國府 和輝 コクフ カズキ

81 ミドル男子（5級以上3級まで） 竹原 栄作 タケハラ エイサク

82 ミドル男子（5級以上3級まで） 谷口 泰樹 タニグチ タイキ

83 ミドル男子（5級以上3級まで） 塚越 亮太 ツカゴシ リョウタ

84 ミドル男子（5級以上3級まで） 中村 浩規 ナカムラ ヒロキ

85 ミドル男子（5級以上3級まで） 名塩 博史 ナシオ ヒロシ

86 ミドル男子（5級以上3級まで） 三木 邦力 ミキ クニヨシ

87 マスター男子（3級以上1級まで） 大石 拓嗣 オオイシ タクジ

88 マスター男子（3級以上1級まで） 土谷 祐輝 ツチヤ ユウキ

89 マスター男子（3級以上1級まで） 寺西 良介 テラニシ リョウスケ

90 マスター男子（3級以上1級まで） 中野 順司 ナカノ ジュンシ

91 マスター男子（3級以上1級まで） 林 柊晴 ハヤシ シュウセイ

92 マスター男子（3級以上1級まで） 古川 英治 フルカワ エイジ

93 マスター男子（3級以上1級まで） 真木 蒼太 マキ ソウタ

94 マスター男子（3級以上1級まで） 牧原 聖二 マキハラ セイジ

95 オープン女子（3級以上） 菅野 怜 カンノ レイ

96 オープン女子（3級以上） 中川 瑠 ナカガワ リュウ

97 オープン男子（1級以上） 北江 優弥 キタエ ユウヤ

98 オープン男子（1級以上） 小林 シモーネ コバヤシ シモーネ

99 オープン男子（1級以上） 菅沼 郁巳 スガヌマ イクミ

100 オープン男子（1級以上） 田中 一暢 タナカ カズマサ

101 オープン男子（1級以上） 丹 遥平 タン ヨウヘイ

102 オープン男子（1級以上） 藤脇 祐二 フジワキ ユウジ
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