
No. 氏名 ふりがな 性別 学年 No. 氏名 ふりがな 性別 学年 No. 氏名 ふりがな 性別 学年

101 岡部　 玲希 オカベ ルキ 男 1年 301 木下　蒼士 キノシタアト 男 3年 701 小林　瑞喜 コバヤシ　ミズキ 男 中学3年

102 田中　寧汰 タナカネイタ 男 1年 302 片山　立樹 カタヤマリツキ 男 3年 702 渡邊　晴太 ワタナベ　ハルタ 男 中学2年

103 小谷　 龍之介 オダニ リュウノスケ 男 1年 303 飯田　奏太 イイダ　ソウタ 男 3年 703 木津　航弥 キヅ　コウヤ 男 中学2年

104 江淵　聖音 エブチ　シオン 男 1年 304 中上　 賢俊 ナカガミ ケンシュン 男 3年 704 山岸　葉 ヤマギシ　ヨウ 男 中学2年

105 大島　悠暉 オオシマ　ハルキ 男 1年 305 米田　大雅 ヨネダ　タイガ 男 3年 705 佐野 蒼門 サノ　アオト 男 中学2年

106 福井　崚大朗 フクイリョウタロウ 男 1年 306 福井　蒼大朗 フクイソウタロウ 男 3年 706 香山　宙良 コウヤマ　ソラ 男 中学2年

107 嶌本　惟斗 シマモト　ユイト 男 1年 307 嶌本　晏士 シマモト　アンジ 男 3年 707 西川　夢羽理 ニシカワ　ユウリ 男 中学2年

108 池田　凛太郎 イケダリンタロウ 男 1年 308 寺嶋　芭瑠 テラシマハル 男 3年 708 近藤　大空 コンドウ　ソラ 男 中学2年

109 岡野　琉叶 オカノ　ルカ 男 1年 309 小川　玄 オガワ　ヒカル 男 3年 709 岡井　翔平 オカイ　ショウヘイ 男 中学2年

110 鎌田　樹 カマダ イツキ 男 1年 310 西川　凌駕 ニシカワリョウガ 男 3年 710 藤田　彪我 フジタ　ヒュウガ 男 中学2年
711 前川　大樹 マエガワ　ダイキ 男 中学2年

11 片山　菜月 カタヤマナツキ 女 1年 31 山田　結々 ヤマダユユ 女 3年 712 大山　瑛明 オオヤマ　エイメイ 男 中学2年

12 真里　谷海 マリタニウミ 女 1年 32 中城　美種 ナカギウタネ 女 3年 713 上田　瑚太郎 ウエダ　コタロウ 男 中学2年

13 岸田　 虹湖 キシダ　ニコ 女 1年 714 石倉　彰吾 イシクラ　ショウゴ 男 中学2年

14 越智　咲月 オチ　サツキ 女 1年 715 大藤　都冴 ダイトウ　トウゴ 男 中学2年

15 中上　 実愛花 ナカガミ ジェイカ 女 1年 401 矢野　修一朗 ヤノシュウイチロウ 男 4年 716 村上　龍空 ムラカミ　リュウク 男 中学2年

16 山田　依奈 ヤマダエナ 女 1年 402 野間　 碧羽 ノマ アオハ 男 4年 717 天川　達心 アマカワ　タツミ 男 中学2年

17 丸目　凪沙 マルメ　ナギサ 女 1年 403 越智　湊 オチ　ミナト 男 4年 718 大澤　仁 オオザワ　ジン 男 中学2年

404 中上　 泰朗明 ナカガミ タイロア 男 4年 719 里田　柊登 サトダ　シュウト 男 中学2年

405 西川　龍斗 ニシカワ　リュウト 男 4年 720 松本　優輝 マツモト　ユウキ 男 中学2年

406 岡部　玲生 オカベ　レイ 男 4年 721 鎌田　航輔 カマタ　コウスケ 男 中学2年

201 芝田　奏祐 シバタソウスケ 男 2年 407 安野　楽 ヤスノ　ガク 男 4年 722 青谷　英吾 アオタニ　エイゴ 男 中学2年

202 金岡　 遼太朗 カナオカ リョウタロウ 男 2年 93 吉野 琥太郎 ヨシノ　コタロウ 男 4年 723 仲川　聖 ナカガワ　ヒジリ 男 中学2年

203 伝野　琉生 デンノルイ 男 2年 724 岡本　一斉 オカモト　イッセイ 男 中学2年

204 山本　 結翔 ヤマモト ユウト 男 2年 41 田中　理子 タナカ リコ 女 4年 725 江阪　竜樹 エサカ　タツキ 男 中学2年

205 西村　拓海 ニシムラタクミ 男 2年 42 福野　鈴菜 フクノ　スズナ 女 4年 726 木津　博道 キヅ　ヒロミチ 男 中学2年

206 押山　紘大 オシヤマコウタ 男 2年 727 角田　太一 カクダ　タイチ 男 中学2年

207 谷村　 颯太 タニムラ ソウタ 男 2年 728 一井　信之丞 イチイ　シンノジョウ 男 中学1年

208 辻 　泰駿 ツジ タイシュン 男 2年 501 西村　海翔 ニシムラカイト 男 5年 729 谷　春秀 タニ　カズヒデ 男 中学1年

209 矢野　泰暉 ヤノタイキ 男 2年 502 松木　大輝 マツキ　ダイキ 男 5年 730 佐々木　宙 ササキ　ソラ 男 中学1年

210 佐藤　淳平 サトウ　ジュンペイ 男 2年 503 岡部　玲空 オカベ　リク 男 5年 731 田中　一晟 タナカ　イッセイ 男 中学1年

211 野間　 天稀 ノマ テンマ 男 2年 732 勝嶌　劉斗 カツシマ　リュウト 男 中学1年

212 池上　志穏 イケガミ　シオン 男 2年 51 卯田　理子 ウダリコ 女 5年 733 田福　雄輝 タフク　ユウキ 男 中学1年

213 西澤　悠毅 ニシザワ　ハルキ 男 2年 52 森　　はな モリ　ハナ 女 5年 734 吉田　和真 ヨシダ　カズマ 男 中学1年

214 岸田　凌空 キシダ　リク 男 2年 735 岡本　瑛介 オカモト　エイスケ 男 中学1年

215 茶谷　幸太朗 チャタニ　コウタロウ 男 2年 736 松浦　暉流 マツウラ　ヒカル 男 中学1年

216 川波多　優大 カワハタ　ユウダイ 男 2年 601 起　　龍也 オコシ リュウヤ 男 6年 737 川﨑　駿 カワサキ　シュン 男 中学1年

217 御牧　温也 ミマキ ハルヤ 男 2年 602 道下　留希都 ミチシタ　ルキト 男 6年 738 北村　輝星 キタムラ　キラ 男 中学1年

218 岡室　緑 オカムロ　ミドリ 男 2年 603 平田 琉維斗 ヒラタ　ルイト 男 6年 739 髙橋　大也 タカハシ　ダイヤ 男 中学1年

219 吉野　颯太郎 ヨシノ　ソウタロウ 男 2年 740 井ノ口　空祥 イノグチ　クウショウ 男 中学1年

61 瀧本　茉莉 タキモト　マリ 女 6年 741 中川　陸 ナカガワ　リク 男 中学1年

21 落合　夢来 オチアイ　ユラ 女 2年 62 福野　夏未 フクノ　ナツミ 女 6年 742 瀬津　魁士 セツ　カイシ 男 中学1年

22 松井　明香里 マツイ　アカリ 女 2年 743 廣瀬　蒼二 ヒロセ　ソウジ 男 中学1年
744 八坂　隆 ヤサカ　タカシ 男 中学1年

801 山本　 哲也 ヤマモト テツヤ 男 成人 745 吉川　仁 ヨシカワ　ジン 男 中学1年

802 瀧本　真 タキモト　マコト 男 成人 746 向　将斗 ムカイ　マサト 男 中学1年

803 松代　 弘 マツダイ ヒロシ 男 成人 747 谷口　琥汰朗 タニグチ　コタロウ 男 中学1年

804 真里谷　康徳 マリタニヤスノリ 男 成人

805 茶谷　和彦 チャタニ　カズヒコ 男 成人

806 小川　稔 オガワ　ミノル 男 成人

807 岡室　敦夫 オカムロ　アツオ 男 成人

808 松井　昭義 マツイ　アキヨシ 男 成人

809 丸目　啓介 マルメ　ケイスケ 男 成人 ※名前の掲載がない、あるいは訂正等がありましたら、
　 お手数ではございますが下記までご連絡をお願いいたします。

81 押山　美由貴 オシヤマミユキ 女 成人

82 小谷　 江実子 オダニ エミコ 女 成人 　NPO法人BIWAKO　SPORTS　CLUB　(担当：土井)
83 中上　 紗希 ナカガミ サキ 女 成人

84 松木　詩織 マツキ　シオリ 女 成人 　　　電話　０９０－３８６５－０７２２
91 小川　美也子 オガワ　ミヤコ 女 成人

92 山田　由紀子 ヤマダユキコ 女 成人 　　　メール　biwakosc@gmail.com


