
女子　出場選手名簿

番号 氏名　カナ 所属
1 小池　佑奈 コイケ　ユナ 中京大学

2 渡邉　碧 ワタナベ　アオイ トヨタ自動車

3 髙木　伶乃 タカギ　レノ 一宮中日SC

4 松本　怜華 マツモト　レイカ 愛知SSC

5 間宮　悠 マミヤ　ユウ 滋賀スピードクラブ

6 岡本　帆乃花 オカモト　ホノカ 滋賀スピードクラブ

7 中川　そら ナカガワ　ソラ 同志社大学

8 金澤　あゆみ カナザワ　アユミ 同志社大学

9 吉岡　杏珠 ヨシオカ　アンジュ 臨海スピードクラブ

10 木野　ななえ キノ　ナナエ 関西大学

11 島根　くるみ シマネ　クルミ 阪南大学

12 佐々木　那奈子 ササキ　ナナコ 阪南大学

13 上田　ゆりあ ウエダ　ユリア 帝塚山学院高校

14 中村　香織 ナカムラ　カオリ 関西学院大学

15 冨田　結未 トミタ　ユミ 関西学院大学

16 今西　唯 イマニシ　ユイ 関西学院大学

17 東　美月 アズマ　ミズキ 新神戸スピードゼミ

18 長森　遥南 ナガモリ　ハルナ 新神戸スピードゼミ

19 嶋田　帆果 シマダ　ホノカ ひょうごSSC

20 嶋田　利渚 シマダ　リナ ひょうごSSC

21 石川　優希 イシカワ　ユウキ ひょうごSSC

22 羽根　美夢希 ハネ　ミユキ ひょうごSSC

23 太田　琴音 オオタ　コトネ ひょうごSSC

24 比企　智花 ヒキ　トモカ ひょうごSSC

25 木南　更紗 キナミ　サラサ ひょうごSSC

26 奥山　奈緒子 オクヤマ　ナオコ ひょうごSSC

27 吉田　友香 ヨシダ　トモカ 岡山SSC

28 上田　彩乃 ウエダ　アヤノ 岡山SSC

29 中島　未莉 ナカシマ　ミレイ 倉敷高校

30 谷本　陽 タニモト　ハル 広島SSC

31 大田　愛海 オオタ　アミ 広島SSC

32 友貞　結菜 トモサダ　ユナ 広島SSC

33 中野　結菜 ナカノ　ユイナ 広島SSC

34 江平　千優 エヒラ　チヒロ 福岡SSC

35 権丈　若葉 ケンジョウ　ワカバ HSC

36 藤井　胡実 フジイ　クルミ HSC

37 迫　志帆 サコ　シホ HSC

38 髙橋　花菜 タカハシ　ハナ 九州高等学校
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51 岩下　聖 イワシタ　ヒジリ 福井県スポーツ協会

52 三澤　夏陽 ミサワ　ナツヒ トヨタ自動車

53 林　伊吹 ハヤシ　イブキ トヨタ自動車

54 右田　友陵 ミギタ　トモタカ 一宮中日SC

55 石原　悠生 イシハラ　ハルキ 一宮中日SC

56 鈴木　孝嘉 スズキ　タカヒロ 一宮中日SC

57 井上　弥佑人 イノウエ　ミユウト 愛知SSC

58 石垣　賢汰 イシガキ　ケンタ 愛知SSC

59 髙野　晃生 タカノ　コウキ 愛知SSC

60 八神　利来 ヤガミ　リク 愛知SSC

61 夏目　笑 ナツメ　エム 中京大中京高校

62 山田　拓夢 ヤマダ　ヒロム 浅野組・中京建設(株)

63 貴志　洸祐 キシ　コウスケ 滋賀スピードクラブ

64 間宮　皐 マミヤ　サツキ 滋賀スピードクラブ

65 森岡　空良 モリオカ　ソラ 滋賀スピードクラブ

66 岡本　大尊 オカモト　タイソン 滋賀スピードクラブ

67 安藤　蒼人 アンドウ　ソウト 滋賀スピードクラブ

68 石本　歩 イシモト　アユム 滋賀スピードクラブ

69 柴田　凌輔 シバタ　リョウスケ 滋賀スピードクラブ

70 前田　奏 マエダ　ソウ 滋賀スピードクラブ

71 清水　悠太 シミズ　ユウタ 立命館大学

72 中　祐喜 ナカ　ユウキ 同志社大学

73 田村　直己 タムラ　ナオキ 同志社大学

74 薄井　優駿 ウスイ　ユウシュン 同志社大学

75 岩﨑　凌万 イワサキ　リョウマ 大阪経済大学

76 冨吉　誠 トミヨシ　マコト 大阪経済大学

77 目黒　祐介 メグロ　ユウスケ 大阪経済大学

78 関　隆清 セキ　リュウセイ 大阪経済大学

79 目片　友一 メカタ　ユウイチ 関西大学

80 岩田　颯 イワタ　ハヤト 関西大学

81 芥川　栞太 アクタガワ　カンタ 関西大学

82 中道　涼 ナカミチ　リョウ 関西大学

83 渡邊　啓太 ワタナベ　ケイタ 阪南大学

84 高岡　健太 タカオカ　ケンタ 阪南大学

85 梅田　匠 ウメダ　タクミ 阪南大学

86 松津　秀太 マツヅ　シュウタ 阪南大学

87 安田　圭希 ヤスダ　ヨシキ 阪南大学

88 井上　幹皓 イノウエ　ミキヒロ 阪南大学

89 大塚　貴之 オオツカ　タカユキ 阪南大学

90 水上　樹 ミズカミ　イツキ サンコージュニア

91 和田　拓実 ワダ　タクミ アナン学園高校

92 三好　瑛久 ミヨシ　テルヒサ 関西学院高等部

93 吉田　啓人 ヨシダ　ヒロト 関西学院大学

94 芥川　丈 アクタガワ　ジョウ 関西学院大学

95 佐野　祐希 サノ　ユウキ 関西学院大学

96 三村　浩晃 ミムラ　ヒロアキ 関西学院大学

97 佐藤　有都 サトウ　アルト 関西学院大学

98 中原　直輝 ナカハラ　ナオキ 関西学院大学

99 山名　諒 ヤマナ　リョウ 新神戸スピードゼミ

100 松林　佑倭 マツバヤシ　ユイ 新神戸スピードゼミ

101 渕上　結太 フチガミ　ユウタ ひょうごSSC

102 小山　陸 コヤマ　リク （株）シュゼットＨＤ

103 青戸　智大 アオト　チヒロ 湖遊館スケートクラブ

104 鵜川　瑛楽 ウガワ　アキラ 広島SSC

105 上瀬　亮 カミセ　リョウ 広島SSC

106 川本　丈 カワモト　ジョウ 広島SSC

107 元木　貴一 モトキ　キイチ 香川スピード部

108 越智　大翔 オチ　ダイト ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ

109 小田　琥太郎 オダ　コタロウ ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ

110 髙橋　晶 タカハシ　アキラ 福岡SSC

111 入江　旺介 イリエ　オウスケ 福岡SSC

112 大石　虎之介 オオイシ　トラノスケ 福岡SSC

113 江平　昂太 エヒラ　コウタ 福岡SSC

114 播磨　亮汰 ハリマ　リョウタ HSC

115 馬場　雄大 ババ　ユウダイ HSC

116 垣波　武蔵 カキナミ　ムサシ 沖学園

117 石村　紀介 イシムラ　ノリスケ 熊本SCOA
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