
 ８DXCUP2018エントリー名簿　

招待 津村 恭作 ツムラ ツカサ 招待 吉野 惺太 ヨシノ セイタ 招待 隅谷 樂 スミタニ ウタ

1 河本 恒太朗 カワモト コウタロウ 1 柏 龍弥 カシワ リュウヤ 1 東 陽妙 アズマ ヒナタ

2 小山 楚嵐 コヤマ ソラン 2 北川 嶺大 キタガワ ミネヒロ 2 荒居 美咲 アライ ミサキ

3 竹村 彩 タケムラ サナ 3 小林 隼翔 コバヤシ ハヤト 3 一與 芽生 イチクミ メイ

4 坪井 大和 ツボイ ヤマト 4 西尾 洸音 ニシオ ヒロト 4 榎 優月 エノキ ユヅキ

5 中峰 優唯 ナカミネ ユイ 5 西田 美優 ニシダ ミユ 5 菊川 花恋 キクカワ カレン

6 橋本 美暖 ハシモト ミハル 6 林 優太 ハヤシ ユウタ 6 藏敷 マナト クラシキ マナト

7 濱田 一護 ハマダ イチゴ 7 藤村 侃奈 フジムラ カンナ 7 山東 美空 サンドウ ミク

8 三木 龍之介 ミキ リュウノスケ 8 増田 凛世 マスダ リンゼ 8 杉本 侑翼 スギモト ユウスケ

9 横道 花凛 ヨコミチ カリン 9 三浦 虎徹 ミウラ コテツ 9 谷井 和季 タニイ カズキ

10 栖川 愛生 スガワ メイ 10 三浦 虎撞 ミウラ コドウ 10 椿原 莉都 ツバキハラ リツ

11 森本 明 モリモト メイ 11 内木 智 ナイキ アキラ

12 山田 帆華 ヤマダ ホノカ 12 中井 葵衣 ナカイ アオイ

13 渡邊 碧音 ワタナベ ミネ 13 抜井 美緒 ヌクイ ミオ

14 辻岡 夏陽 ツジオカ ナツヨ 14 藤井 友稀 フジイ トモキ

15 林 杏至 ハヤシ アンジ 15 堀内 綾月 ホリウチ アヅキ

16 増田 心瑚 マスダ ココ

17 松岡 玲央 マツオカ レオ

18 松田 佳歩 マツダ カホ

19 森 奈央 モリ ナオ

20 津村 紗寿 ツムラ スズ

21 末澤 結衣 スエザワ ユイ

22 西浦 滉礎 ニシウラ コウキ

23 田中 健太 タナカ ケンタ

U-8（定員10名） U-10（定員15名） U-12（定員20名）



 ８DXCUP2018エントリー名簿　

招待 中村 厚美 ナカムラ アツミ 招待 菅尾 哲也 スガオ テツヤ 招待 前田 宏 マエダ ヒロシ

1 植松 和奏 ウエマツ ワカナ 金岩 純也 カナイワ ジュンヤ 天内 凛 アマナイ リン

2 谷口 泰樹 タニグチ タイキ 1 乾 亜弥 イヌイ アヤ 梅鉢 紘嗣 ウメバチ ヒロツグ

3 玉置 典克 タマキ ノリカツ 2 乾 知里 イヌイ チサト 1 植松 良介 ウエマツ リョウスケ

4 寺前 咲来 テラマエ サキ 3 岩崎 友哉 イワサキ トモヤ 2 金子 佳祐 カネコ ケイスケ

5 中岡 匡英 ナカオカ マサテル 4 尾野 貴史 オノ タカシ 3 小林 シモーネコバヤシ シモーネ

6 中山 祥太 ナカヤマ ショウタ 5 香西 守 コウニシ マモル 4 塩沢 勇人 シオザワ ユウト

7 林 哲也 ハヤシ テツヤ 6 高上 泰弘 タカガミ ヤスヒロ 5 塚田 信司 ツカダ シンジ

8 三木 邦力 ミキ クニヨシ 7 竹原 栄作 タケハラ エイサク 6 辻本 匠 ツジモト タクミ

9 シニヴィルタ 陸マルクス シニヴィルタ リクマルクス 8 塚越 亮太 ツカゴシ リョウタ 7 土橋 遼 ツチハシ リョウ

10 大石　 拓嗣 オオイシ タクジ 9 中村 浩規 ナカムラ ヒロキ 8 西浦 暖礎 ニシウラ ハルキ

10 林 奈津美 ハヤシ ナツミ 9 西尾 日汰 ニシオ ハルタ

11 松田 千明 マツダ チアキ 10 古川 英治 フルカワ エイジ

12 南谷 宣嘉 ミナミタニ ヒロヨシ 11 森井 優輔 モリイ ユウスケ

13 山本 勝毅 ヤマモト マサキ 12 山下 光 ヤマシタ ヒカル

14 大西 惇太 オオニシ ジュンタ 13 上田 建一 ウエダ ケンイチ

14

ビギナー（定員10名） ミドル（定員15名） マスター（定員15名）



 ８DXCUP2018エントリー名簿　

招待 中川 瑠 ナカガワ リュウ 招待 三島 陸 ミシマ リク

1 柏 綾音 カシワ アヤネ 吉岡 祐明 ヨシオカ ヒロアキ

2 小林 舞 コバヤシ マイ 北江 優弥 キタエ ユウヤ

3 小山 芹菜 コヤマ セリナ 1 木元 勇太 キモト ユウタ

4 杉村 紗恵子 スギムラ サエコ 2 小畑 侑大 コバタ ユウタ

5 3 田中 秀東 タナカ ヒデト

6 4 丹　 遥平 タン ヨウヘイ

7 5 橋本 伊織 ハシモト イオリ

8 6 濱田 健介 ハマダ ケンスケ

9 7 藤脇 祐二 フジワキ ユウジ

8 松井 裕和 マツイ ヒロカズ

9 松岡 尚輔 マツオカ ナオスケ

10

11

12

13

オープン女子（定員10名） オープン男子（定員15名）


