
第１回全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート選手権大会　第２戦

エントリーリスト
【男子】

ゼッケン 氏名 氏名カナ 所属 ノービスA ノービスB ノービスC
101 田中　達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ IZUMITECHNO東北SC 〇
102 足利　海音 ｱｼｶｶﾞ ｶｲﾄ IZUMITECHNO東北SC 〇
103 佐藤　嘉柊 ｻﾄｳ ｶｼｭｳ ぐんま国際アカデミー 〇
104 濵崎　修人 ﾊﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾄ 川越SSC 〇
105 宇田　一稀 ｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ サテライトSC 〇
106 一木　碧月 ｲﾁｷ ﾐﾂﾞｷ 相模原SSC 〇
107 山中　壇 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞﾝ 川上中学校 〇
108 佐々木　泰雅 ｻｻｷ ﾀｲｶﾞ 南牧中学校 〇
109 村田　暁稔 ﾑﾗﾀ ｱｷﾄｼ イエローテイル 〇
110 矢﨑　雅登 ﾔｻﾞｷ ﾏｻﾄ 浜松スケートクラブ 〇
111 渋谷　瑛音 ｼﾌﾞﾔ ｴｲﾄ 愛知SSC 〇
112 岡本　丈道 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾐﾁ 滋賀スピードクラブ 〇
113 柴田　凌輔 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 滋賀スピードクラブ 〇
114 鈴木　円二 ｽｽﾞｷ ｴﾝｼﾞ 近江兄弟社中学校 〇
115 吉岡　佑真 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾏ 臨海スピードクラブ 〇
116 渡部　稜大 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｮｳﾀ サンコージュニア 〇
117 佐々木　馨悟 ｻｻｷ ｹｲｺﾞ 広島SSC 〇
118 水田　雅大 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 香川スピード部 〇
119 髙橋　良偉 ﾀｶﾊｼ ﾗｲ 福岡SSC 〇
120 森　瑛一朗 ﾓﾘ ｴｲｲﾁﾛｳ 福岡SSC 〇
121 大原　陽太 ｵｵﾊﾗ ﾖｳﾀ 福岡SSC 〇
122 権丈　蒼太朗 ｹﾝｼﾞｮｳ ｿｳﾀﾛｳ HSC 〇
123 齋藤　陽翔 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 熊本SCOA 〇
131 島田　創史 ｼﾏﾀﾞ ｿｳｼ Vortex 〇
132 白岩　醒実 ｼﾛｲﾜ ｼｮｳﾏ IZUMITECHNO東北SC 〇
133 髙橋　二翔 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄ 大宮SSC 〇
134 江原　輝 ｴﾊﾗ ﾋｶﾙ 川越SSC 〇
135 宮部　要 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅﾒ 東京北SS 〇
136 津堅　光祐 ﾂｹﾝ ｺｳｽｹ 相模原SSC 〇
137 渡辺　裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 相模原SSC 〇
138 和田　優剛 ﾜﾀﾞ ﾕｳｺﾞｳ 相模原SSC 〇
139 境田　稜 ｻｶｲﾀﾞ ﾘｮｳ 相模原SSC 〇
140 神長　輝 ｶﾐﾅｶﾞ ﾃﾙ 帝産クラブ 〇
141 内山　聡一郎 ｳﾁﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 上越SSC 〇
142 鈴木　聡一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 一宮中日SC 〇
143 小林　大師 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼ 一宮中日SC 〇
144 山口　透空 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｱ ひょうごSSC 〇
145 前田　耕助 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ ひょうごSSC 〇
146 中野　遥稀 ﾅｶﾉ ﾊﾙｷ ひょうごSSC 〇
147 守谷　海成 ﾓﾘﾔ ｶｲｾｲ 岡山SSC 〇
148 河上　侑聖 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｾｲ 広島SSC 〇
149 岸　寛生 ｷｼ ﾋﾛｷ ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ 〇
150 金子　琉生 ｶﾈｺ ﾙｲ 福岡SSC 〇
151 権丈　遼太朗 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ HSC 〇
161 加藤　絢真 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ ＡOMORI東北SC 〇
162 上原　三歩 ｳｴﾊﾗ ｻﾝﾎﾟ 高崎クラブ 〇
163 河口　真 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 相模原SSC 〇
164 山中　頼 ﾔﾏﾅｶ ﾗｲ 帝産クラブ 〇
165 吉沢　忍 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 帝産クラブ 〇
166 油井　凪音 ﾕｲ ﾅｷﾞﾄ 帝産クラブ 〇
167 三橋　楽志 ﾐﾂﾊｼ ｶﾞｸｼ 上越SSC 〇
168 村田　稜晴 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｾｲ イエローテイル 〇
169 谷口　黎翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚｲﾄ 愛知SSC 〇
170 山内　悠史 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞ 滋賀スピードクラブ 〇
171 柴田　悠人 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 滋賀スピードクラブ 〇
172 野村　陸 ﾉﾑﾗ ﾘｸ ひょうごSSC 〇
173 萩原　瑠迦 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾙｶ ひょうごSSC 〇
174 友貞　仁 ﾄﾓｻﾀﾞ ｼﾞﾝ 広島SSC 〇
175 岩村　理史 ｲﾜﾑﾗ ﾘﾋﾄ 福岡SSC 〇
176 時任　宏槙 ﾄｷﾄｳ ｺｳｼﾝ 福岡SSC 〇
177 廣瀬　昊希 ﾋﾛｾ ｺｳｷ 熊本SCOA 〇


