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芦内 美愛 アシウチ ミリア 秋山 未來 アキヤマ ミライ 荒木 舞歩 アラキ マホ 秋山 眞子 アキヤマ マコ 石津 元崇 イシヅ モトタカ

伊藤 湊 イトウ ミナト 秋山 明日葉 アキヤマ アスハ 加賀山 梨鈴 カガヤマ リスズ 東 陽妙 アズマ ヒナタ 井上 凰雅 イノウエ オウガ

海野 奈花 ウミノ ナナ 安崎 美澪 アンザキ ミレイ 金木 そら カネキ ソラ 足立 梨梨子 アダチ リリコ 折田 昊斗 オリタ ソラト

江見 昇真 エミ ショウマ 石田 奏 イシダ ハク 金子 優笑 カネコ ユエミ 岡崎 初音 オカザキ ハツネ 金木 向人 カネキ コウト

神田 愛 カンダ マナ 奥畑 成 オクハタ ナル 北野 心結 キタノ ミユ 岡原 百花 オカハラ モモカ 嶋村 康 シマムラ ヤスシ

岸野 太一 キシノ タイチ 春日井 慧 カスガイ ケイ 栗田 そら クリタ ソラ 金木 もも カネキ モモ 杉本 侑翼 スギモト ユウスケ

古賀 悠佑 コガ ユウスケ 河本 恒太朗 カワモト コウタロウ 高本 愛葉 コウモト アイハ 加茂 眞桜 カモ マオ 田口 陽大 タグチ ヒナタ

小林 奎介 コバヤシ ケイスケ 北野 心遥 キタノ コハル 後藤 奈々 ゴトウ ナナ 木津 紅葉 キヅ クレハ 田中 健太 タナカ ケンタ

斎木 郁希 サイキ フミキ 高本 優芽 コウモト ユメ 小林 隼翔 コバヤシ ハヤト 阪上 和香 サカウエ ワカ 椿原 莉都 ツバキハラ リツ

菅 しずく スガ シズク 後藤 そよ ゴトウ ソヨ 酒井 しい サカイ シイ 津村 紗寿 ツムラ スズ 内木 智 ナイキ アキラ

高見 柚花 タカミ ユズカ 小山 楚嵐 コヤマ ソラン 関川 愛音 セキカワ メロディ 中尾 日菜多 ナカオ ヒナタ 中西 駿太朗 ナカニシ シュンタロウ

豊田 はるか トヨダ ハルカ 斎木 猛斗 サイキ タケト 田中 清賀 タナカ セイカ 中野 春風 ナカノ ハルカ 西浦 滉礎 ニシウラ コウキ

梨野 きこ ナシノ キコ 栖川 愛生 スガワ メイ 田渕 幹規 タブチ モトノリ 中野 桜 ナカノ サクラ 橋山 純乃介 ハシヤマ ジュンノスケ

西 美柚奈 ニシ ミユナ 園田 琉晟 ソノダ リュウセイ 中山 勇希 ナカヤマ ユウキ 松田 佳歩 マツダ カホ 松浦 矢 マツウラ タダシ

野崎 夕叶 ノザキ ユカナ 竹村 彩 タケムラ サナ 梨野 琥晴 ナシノ コハル 水嶋 美緒 ミズシマ ミオ 真山 武 マヤマ タケル

濱松 いちか ハママツ イチカ 坪井 大和 ツボイ ヤマト 野崎 夢広 ノザキ ユメヒロ 山崎 蒼依 ヤマサキ アオイ 光村 直人 ミツムラ ナオヒト

林 颯大 ハヤシ ソウタ 津村 恭作 ツムラ ツカサ 波多野 英傅 ハタノ エデン 南 柊斗 ミナミ シュウト

林 結宇 ハヤシ ユウ 中村 泉優 ナカムラ ミユ 林 穂乃花 ハヤシ ホノカ 八木 速斗 ヤギ ハヤト

廣田 さつき ヒロタ サツキ 西田 和桜 ニシダ ナオ 林 杏至 ハヤシ アンジ 山形 陸矢 ヤマガタ リクヤ

古川 希乃花 フルカワ ノノカ 橋本 美暖 ハシモト ミハル 林 優太 ハヤシ ユウタ 山中 翔太 ヤマナカ ショウタ

牧田 優輝 マキタ ユウキ 羽田 青空 ハダ ソラ 原 一葉 ハラ カズハ

増田 美優 マスダ ミユウ 林 有沙 ハヤシ アリサ 藤村 侃奈 フジムラ カンナ

平田 咲奈 ヒラタ サナ 増田 凛世 マスダ リンゼ

廣田 栞 ヒロタ シオリ 三浦 虎徹 ミウラ コテツ

古川 大智 フルカワ ダイチ 三浦 虎撞 ミウラ コドウ

堀田 隼人 ホリタ ハヤト 盛岡 培美 モリオカ ハイビ

本田 真央 ホンダ マオ 森本 明 モリモト メイ

幕内 心愛 マクウチ ココナ 山 真奈実 ヤマ マナミ

松本 里央菜 マツモト リオナ 山口 夢空 ヤマグチ ユラ

水谷 生 ミズタニ セイ 山脇 大和 ヤマワキ ヤマト

三宅 創樹 ミヤケ ソウジュ 吉野 惺太 ヨシノ セイタ

森 誠一郎 モリ セイイチロウ

盛岡 和貴 モリオカ カズキ

森野 絆 モリノ キズナ

山脇 将弥 ヤマワキ マサヤ

山脇 千果 ヤマワキ チカ

横道 花凛 ヨコミチ カリン

本田 恭子 ホンダ キョウコ 中野 成美 ナカノ ナルミ 秋山 豊 アキヤマ ユタカ 阿部 拓弥 アベ タクミ 荒居 美咲 アライ ミサキ 井上 祐二 イノウエ ユウジ

田中 諒 タナカ リョウ 中村 厚美 ナカムラ アツミ 浅田 隼輝 アサダ シュンキ 岩口 智洋 イワグチ トモヒロ 柏 綾音 カシワ アヤネ 追田 樹波 オイタ キナミ

林 奈津美 ハヤシ ナツミ 飯嶋 一之 イイジマ カズユキ 大野 允郁 オオノ マサフミ 菊川 花恋 キクカワ カレン 大石 賢太 オオイシ ケンタ

藤田 明美 フジタ アケミ 稲垣 早俊 イナガキ サトシ 清水 良祐 シミズ ヨシスケ 小林 舞 コバヤシ マイ 大石 拓嗣 オオイシ タクジ

川村 正幸 カワムラ マサユキ 田中 堅 タナカ ケン 末澤 結衣 スエザワ ユイ 尾崎 浩詔 オサキ ヒロアキ

國府 和輝 コクフ カズキ 東口 耕平 ヒガシグチ コウヘイ 抜井 美緒 ヌクイ ミオ 金山 達登 カナヤマ タツト

惣田 祐四郎 ソウダ ユウシロウ 平尾 一斗 ヒラオ カズト 泓 香蘭 フチ コウラン 小林 シモーネ コバヤシ シモーネ

谷口 泰樹 タニグチ タイキ 古川 英治 フルカワ エイジ 田口 雄登 タグチ ユウト

寺馬 康裕 テラマ ヤスヒロ 牧原 聖二 マキハラ セイジ 土谷 祐輝 ツチヤ ユウキ

中川 勇真 ナカガワ ユウマ 松永 闘吾 マツナガ トウゴ 中野 楓大 ナカノ フウタ

中村 浩規 ナカムラ ヒロキ 三戸 悟 ミト サトル 西浦 暖礎 ニシウラ ハルキ

福田 雄太 フクダ ユウタ 山田 良太 ヤマダ リョウタ 抜井 亮瑛 ヌクイ リョウエイ

松井 康平 マツイ コウヘイ 山中 幹太 ヤマナカ カンタ 林 憲一郎 ハヤシ ケンイチロウ

水谷 淳 ミズタニ ジュン 檜垣 誠妥 ヒガキ マサヤ

山中 智文 ヤマナカ トモフミ 牧田 康弘 マキタ ヤスヒロ

吉田 匡佑 ヨシダ キョウスケ 松田 竜一 マツダ リュウイチ

三根生 慶太 ミネオイ ケイタ

三根生 仁慈 ミネオイ ヒトシ

宮西 照幸 ミヤニシ テルユキ

オープン男子（1級以上）

U-15男子（中学1・2・3年）

ミドル女子（5級以上3級まで） ミドル男子（5級以上3級まで） マスター男子（3級以上1級まで） オープン女子（3級以上）ビギナー（初心者から6級まで）

U-8（小学1・2年） U-10（小学3・4年） U-12（小学5・6年） U-15女子（中学1・2・3年）


