
所属クラブ 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6 選手7 選手8 選手9
男子 一部 烏合の衆 藤原 優作 高見沢 凌 鈴木 健太 佐竹 慧悟 光山 京介 安田 健 高橋 栄希

Venti① 栗田 昌征 浅井 匠汰 中川 翼 小澤 弘太 渡邉 崇 山本 智仁
ﾁｰﾑｽﾏｯｼｭ 中西 颯 冨永 僚 武田 雄平 由利 大地 羽鳥 偉信 渡邉 光
Anything① 野本 直俊 兒玉 悠太 古賀 隆介 新井 暢希 森 大樹 後迫 祈太郎

二部 FACE① 柳井 哲 梶原 康平 堀口 佳助 鈴木 涼平 松浦 弘明 阿部 真士
ﾁｰﾑBB 本田 祐次 板倉 伸夫 榎本 慶雄 片岡 佑介 福嶋 正久 木下 隆行 嶋田 佳之
BFC 渡辺 悟史 小川 直也 尾花 敦 神村 悠斗 森田 雄哉 齋藤 宏貴
坂戸ﾏｯｸｽ 佐藤 大輝 里 元気 相田 ジャンレノ 松坂 祐哉 山本 智也 小室 結生
北の国から 倉澤 龍司 勝倉 廉 島村 柊朱 今井 淳貴 福﨑 優太 栗原 太一
がんばれﾍﾞｱｰｽﾞ 五明 栄二 田中 将介 上条 貴之 阿部 大翔 小野 隼平 菅間 悠太
Venti② 植松 秀明 堀井 裕之 田中 栄樹 関谷 賢明 代田 翔 上松 裕太 藤江将大
trash 新井 賢太 河内 遼太 熊谷 朋博 小泉 涼太 田中 雄佑 三田 優輝
セカンドライフ 衣袋 高広 斎藤 有也 清水 勇 水野 修兵 久保田 賢 衣袋 真司 比留間 貴久
羽遊会 立澤 庸充 大朏 卓也 櫻井 勇人 荒井 和也 荒井 佑大 大城 要亮
KIC 富士原 浩次 豊田 智広 山口 純一 松島 弘樹 高橋 牧 大川 由華
かにぱん同好会 八木原 龍 青山 飛翔 永田 怜 小野里 幸汰 石岡 凌 石岡 匠

三部 Anything③ 岡安 裕之 寺林 明宏 鈴木 正樹 斧澤 良太 山本 大翔 桂川 大輝
成徳深谷 内田 悠希 石井 智也 金子 昌平 矢田 翔吾 島田 拓弥 荒川  雅樹
熊工A 好田 朋矢 堀内 元貴 久保 龍斗 中村 瞭介 田島 初菜 野口 芽生
ﾗﾝﾀﾞﾑ ﾊｰﾂ 赤澤 功 岡崎 将佳 牧野 義智 高嶋 真悟 田代 慧 岡田 和大
infix 大澤 博行 大澤 幸輝 小高 理寛 茂木 沙樹 飯塚 正友 郡司 裕真 柳瀬 真 田所 良太 大澤 千鶴子
高崎ｼｬﾄﾗ 土屋 尊文 増田 昌宏 戸塚 雅浩 斎藤 貴則 尾形 祐二 橋口 小百合
FACE② 渡部 宗行 齋藤 太 高林 祐也 新井 雄貴 田中 孝樹 志田 航平
常盤クラブ 松村 和典 納谷 隆憲 佐々木 学 櫻井 真 田島 正巳 亀石 貴之 後藤 信之
ﾚｸﾞｻﾞ 清田 英昭 猪又 宏貴 中島 俊光 大内 清加 篠原 毅之 岡部 隆行 齊藤 雅人 吉田 典弘
ﾁｰﾑふっかちゃんWith友遊ｸﾗﾌﾞ 大髙 秀紀 内山 貴幸 澁澤 武雄 鏡 幸一 伊藤 圭輔 村岡 洋 本田 太一
Kﾌﾚﾝｽﾞ 小泉 明 斉藤 弘樹 尾池 慶彦 大場 友徳 関口 敦夫 品川 芳明
Don chuck 今井 崇則 小川 要 堀越 正夫 山本 充 宮城 淳 剱持 和也
treamシルク 上田 崇史 鶴田 隆之 長谷川 浩伸 高橋 章仁 大滝 茂 馬場 怜奈
Wing 田中 耕太郎 高橋 功 森川 一成 小山 雄一郎 青木 雅成 鈴木 直樹 武政 明 
NORTH MONKEYS 小谷野 春慶 松島 崇男 栗原 三緒 野口 仁美 大橋 嵩 伊藤 大輔 高野 祐樹
ﾗﾌﾞｼｬﾄﾙ 田島 智明 遠藤 真仁 谷ツ田 一男 姜 日黙 根岸 和弘 野崎 精彦
豚骨ｸﾗﾌﾞ 岩崎 敬士 大澤 剛士 勅使川原 知志 蒲池 淳 吉田 朋生 津久井 健太 飯田 真生
藤沢ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 橘 雅志 山西 健一 塚本 光 枯芝 昇 木村 伸雄 神出 幸吉 鴨居 紀弘
熊工B 久慈 佳輔 萩原 直輝 髙橋 隆輔 捧 駿介 野中 廉 土田 翔也
熊工C 羽生田 北斗 門倉 勘三 山下部 光 沼澤 渉 関根 悠斗 青野 洸希
熊工D 豊田 沙碧 高山 侑弥 吉田 涼介 上林 大悟 植竹 創麻 飯塚 慶壽
深谷第一A 横川 裕大 吉澤 翔 神田 飛和 藤倉 海洋 岸本 結真 横瀬 魁斗
深谷第一B 茂木 智哉 佐藤 愛斗 田島 生舞 林 志翔 小林 涼也 庭山 葵 川原 幸晟

女子 一部 Hundsup 宮本 佳織 笹井 香織 須藤 詩織 原 木の実 齋藤 実鈴 黒川 綾乃
Liberty 関口 美希 加納 渚 阿部 紗英 柳 麻美 山本 希実 矢島 茉由子
FACE③ 田中 真冬 矢野 さつき 安野 仁美 金子 世梨奈 田村 郁恵 光山 珠生

二部 ﾁｰﾑ北部 池田 早紀 峰岸 翔奈 馬場 彩未 矢島 香奈 入澤 咲也 伊藤 紗羅
MAY 鈴木 かおり 小野里 こずえ 小林 麻理子 松村 紀子 武内 涼子 鴻田 史子
ﾁｰﾑ風羽 斉藤 智子 高橋 徳子 真庭 茂恵香 木村 尚絵 横尾 円 北村 なおみ
ﾏｽﾀｯﾁ 救仁郷 洋子 藤原 広恵 福島 静香 加藤 由紀 森 祥子 茂木 雅美
江南ﾄﾞｯﾂ 武政 純代 酒井 増美 倉澤 美緒 藤井 厚子 島田 綾子 木村 嘉恵
Anything② 栗原 あゆみ 渡邊 あさみ 兒玉 千尋 佐藤 絵里香 鈴木 里奈 中原 麻友美
ほりでい 上山 美奈 荒川 恵美子 山﨑 由美子 板倉 綾子 笠原 夏美 田端 薫
坂戸ﾏｰﾚｪ 下山 洋子 伝 裕美 鈴木 美佐子 丹羽 幸子 一條 千秋 高井 規子
Venti③ 櫻井 萌香 小林 未步 吉田 夏美 菅原 美里 秋山 慈 結城 穂奈美
深谷ｳｨｽﾞ 武田 宣枝 富田 邦子 河田 清美 野辺 幸子 安藤 仁美 高荷 栄利子

三部 Hokubu's 大橋 里彩 安嶋 亜美 小島 礼奈 小林 雪乃 飯野 未来 石附 彩海
Wing 福島 博子 島田 ゆり江 渋澤 良恵 最上 昌子 中島 みき 山 倫里
秩父ｼｬﾄﾙ 内田 幸子 設楽 美代子 加藤 光子 春日 弘子 宮下 加奈枝 永倉 葉子
Kﾌﾚﾝｽﾞ 渡辺 洋子 新井 潤子 六本木 美代 石川 藍 田嶋 直子 竹本 和子
ｻﾀﾃﾞｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 矢嶋 美和 丸田 寛子 市川 潤子 野田 由香子 島田 和子 大西 美智子
ﾀｷｵﾝｽﾏｯｼｭ 河邉 桜綺 田島 萌 大久保 愛来 髙橋 円香 加藤 愛望 浅見 裕茉 野村 夏鈴

種目


