
ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 メンバー２氏名 メンバー３氏名 メンバー４氏名 メンバー５氏名

43001 岡本　厚子 おかもとファミリー 岡本　夏空 岡本　葉奈 岡本　美咲 加藤　優佳

43002 神長　孝行 こもれび 神長　希彩 神長　咲彩 神長　結彩 神長　文恵

43003 石井　美耶子 はすみくらぶ 石井　芙実 石井　俊樹 石井　一俊 石井　律子

43004 岩間　恵里花 イワマサービス 岩間　智也 岩間　來希翔 岩間　莉里杏 岩間　和弘

43005 石井　健夫 チーム生瀬 石井　琴望 石井　潤 石井　まい 石井　久子

43006 菅野　智鶴 住友生命 菅野　颯介 小室　智子 馬上　麗華 佐久間　絵美

43007 長山　観士 大久保小 長山　颯甫 長山　楓奈 片桐　未來 片桐　勇翔

43008 朽津　秀治 日立市役所 朽津　陽和 朽津　美穂 朽津　咲和 朽津　咲太

43009 伊藤　晶絵 日立総合病院 伊藤　翼 鈴木　みわ子 土子　沙衣 木村　恵

43010 平須賀　大 日鉄テックスエンジ株式会社 平須賀　将人 平須賀　怜奈 平須賀　美海 平須賀　英美

43011 乾　芳明 津田ソフトボールスポーツ少年団 海野　瑛人 飛田　眞虎 河野　武史 乾　蒼輔

43012 中嶋　利光 津田ソフトボール少年団 中嶋　秀羽 髙木　絢士 長崎　光琉 中林　悠翔

43013 大部　三千雄 津田ソフトボール少年団 大部　悠真 中川　大輝 中川　唯仁 水谷　俊介

43014 岡崎　健一 津田ソフトボール少年団 岡崎　華瑠 都築　颯士 福本　迅 福本　漣

43015 田尻　一成 津田ソフト少年団 田尻　篤紀 高橋　博子 高橋　漣 高橋　莉子

43016 藤井　麻紀子 認知症チーム 中村　朱里 西野　智子 中村　優紀子 春山　なおみ

43017 東條　亮 青柳ブルース 東條　隼大 東條　恵 東條　健次郎 東條　喜美江

43018 矢原　正博 鵜 矢原　凛乃 矢原　望美 相馬　大佑 相馬　美香

43019 滝口　由衣 ＊ＴＫＧＣｆａｍ＊ 滝口　叶翔 滝口　結望 滝口　結月 滝口　加寿也

43020 𠮷田　長邦 𠮷田　妙子 𠮷田　長史 𠮷田　長司 𠮷田　長礼

43021 矢島　友紀 矢島　遼人 矢島　実祈 矢島　千勢 矢島　崇

43022 生田目　文子 椎名　奏太 椎名　和佳奈 椎名　由佳 椎名　千紗

43023 櫻井　奈緒美 櫻井　玲愛 櫻井　瑠愛 櫻井　理愛 櫻井　進一

43024 武石　晃二 武石　和仁 武石　理佳 武石　実季 武石　健吾

43025 瀬下　和芳 瀬下　涼葉 瀬下　百葉 瀬下　心葉 瀬下　真由美

43026 須藤　奈央 須藤　新太 須藤　慶太 須藤　詩乃 滑川　れいな

43027 小室　めぐみ 小室　結志 小室　咲人 小室　諭 川﨑　美香子

43028 加藤　朋絵 加藤　優希穂 加藤　駆 金澤　明里 加藤　史晃

43029 沼田　佳寛 沼田　莉菜 沼田　理沙 沼田　修一 沼田　快翔

43030 江幡　貴子 江幡　栞音 江幡　栞鈴 江幡　心奏 江幡　敦史

43031 梶山　貴弘 梶山　未来 梶山　未結 梶山　未琴 梶山　美由紀

43032 瀬川　恭江 瀬川　裕麻 瀬川　晴斗 瀬川　もも 瀬川　真人

43033 浅野　勇樹 浅野　拓海 浅野　湊人 浅野　渚 浅野　亜沙美

43034 吉田　泰 吉田　龍太朗 吉田　尚馬 吉田　唯花 吉田　沙織

43035 遠藤　章弘 遠藤　宙昊 遠藤　大馳 遠藤　優芽 遠藤　博美

43036 東谷　麻美 東谷　昇 東谷　龍 東谷　怜 東谷　育

43037 沼田　佑樹 沼田　悠誠 沼田　怜 沼田　さゆり 沼田　政江

43038 大内　美樹 大内　莉々果 大内　洋輔 大内　莉來 大内　結太朗

43039 鈴木　花奈 鈴木　愛翔 鈴木　慎一 鈴木　心徠 鈴木　優芽

43040 松原　弘治 松原　想空 松原　徹 松原　仁美 小室　梨津子

43041 根本　恵美 根本　紗英 根本　美香 根本　果歩 根本　厚子

43042 橋本　絵美理 橋本　春陽 橋本　理翔 仁平　有路 仁平　久美子

43043 河野　大輔 河野　有倖 河野　倖奈 河野　凪倖 河野　千尋

43044 斉藤　由美子 江幡　ひかり 小泉　歩夢 小泉　久美子 斉藤　帆夏

43045 山田　智子 山田　未來 山田　勝之 山田　駿太 山田　真士

43046 近藤　あゆみ 近藤　佳菜 近藤　由美 近藤　雅哉 近藤　直哉

43047 渡邉　康則 渡邉　翔 渡邉　晄 渡邉　穣 渡邉　理恵子

43048 山田　理英 山田　彩月 山田　壮太朗 山田　杏咲 山田　哲也

43049 鬼澤　豪 鬼澤　奈々 鬼澤　幸々 鬼澤　実々 鬼澤　陽子

43050 滝浪　透 滝浪　叶翔 滝浪　瑛太 滝浪　結仁 滝浪　美幸

43051 宇野　由姫 宇野　心椛 宇野　松雲 宇野　千恵子 荒川　幸子

43052 渡部　隼高 渡部　晴 渡部　美幸 渡部　咲 渡部　倫太郎

43053 椎名　正隆 椎名　花穂 椎名　恵子 椎名　智紀 椎名　真利絵

43054 鈴木　祐也 鈴木　麗奈 堀江　健太 堀江　志帆 堀江　芽依

43055 横田　浩子 横田　有紗 田上　楓真 田上　奈津紀 横田　正樹

43056 小松澤　佳子 小松澤　美空 小松澤　蒼 小松澤　煌 小松澤　伸弥

43057 茅根　恵輔 茅根　彩夏里 茅根　紗弥 茅根　陽乃 茅根　美夏

43058 滑川　和之 藤井　浩輔 藤井　聖也 藤井　明佳 滑川　ひろみ

43059 鈴木　晶希 鈴木　煌牙 佐藤　美佳 佐藤　優月 佐藤　陽瑠

43060 小林　泰範 小林　琉生 小林　幸愛 小林　蓮 小林　朔空



43061 芝田　幸祐 芝田　歩実 芝田　雅代 嶋田　友和 嶋田　智佳

43062 箱島　浩央 箱島　楓 箱島　瞬 箱島　昌代 箱島　翼

43063 渡邊　孝雄 岩澤　賢一 岩澤　光代 岩澤　裕美子 渡邊　洋子

43064 大森　雄二 大森　晃太 大森　なつみ 大森　遥真 大森　直人

43065 鈴木　正季 鈴木　結菜 鈴木　千恵子 鈴木　達雄 鈴木　由美子

43066 由井　由美子 由井　愛珠 由井　孝雄 由井　晴翔 川又　すえ子

43067 鈴木　ゆかり 阿部　日咲 阿部　健太郎 鈴木　信一 鈴木　美智子

43068 菅谷　和也 菅谷　晴治 菅谷　虹太 菅谷　睦美 菅谷　美智

43069 會澤　玲輔 丸山　奏人 丸山　力 丸山　弘美 會澤　真由美

43070 飯山　彩也香 飯山　陽翔 飯山　陽彩 飯山　心陽 飯山　浩暢

43071 伊藤　創 伊藤　誓 黒澤　笑子 岩﨑　暁子 岩﨑　怜花

43072 高橋　和善 高橋　ゆかり 高橋　諒太朗 高橋　希々果 高橋　漣

43073 後藤　隆 後藤　まどか 後藤　優花 後藤　聖翔 降矢　まり子

43074 平田　博之 平田　聡子 平田　望羽 平田　夏歩 平田　恭大

43075 高野　郁恵 高野　健太 高野　航輝 高野　優華 井上　知佳

43076 荒井　和也 荒井　千晶 荒井　颯太 荒井　咲穂 荒井　琴心

43077 川村　真奈美 川村　孝浩 川村　浩大 川村　侑大 川村　晃大

43078 鈴木　三千代 鈴木　さくら 鈴木　桃花 鈴木　蒼音 鈴木　晶子

43079 松澤　信幸 松澤　桃子 松澤　治己 松澤　直己 松澤　知己

43080 石川　哲也 石川　結菜 石川　真也 吉澤　紀三子 石川　育子

43081 佐藤　茂次 平野　宙香理 平野　心咲 平野　憲護 佐藤　ゆうひ

43082 塩澤　栄子 平子　勝江 石川　美枝 西　美千代 西　哲平

43083 池田　匡 池田　美幸 池田　悠真 池田　千紘 池田　衣織

43084 山中　幸 山中　洸明 齋藤　亮一 齋藤　みよ子 齋藤　工之亮


