Division4からDivision5への降格
ライセンスNO 選手名

ライセンスNO

選手名

ライセンスNO

選手名

W'sDivision3からW'sDivision4への降格

DivisionFUNからDivision5へ残留

ライセンスNO

ライセンスNO

選手名

選手名

W'sDivisionFUNからW'sDivision4へ残留
ライセンスNO

選手名

ライセンスNO

選手名

5752 山田 昌樹

9602 中浦 幹太

8245 細田 英二

6771 長森 遥奏

7854 内藤 真佐人

9451 加藤 慎吾

9843 小川 祥子

7495 西桶 雅輝

9106 三浦 拓真

7811 黒崎 塁

8433 高橋 美弥子

7050 小串 映人

9040 冨岡 平祐

9190 和田 英子

8009 木下 勝志

9442 亀井 侑輝

1250 中尾 文亮

5045 西村 小百合

9238 大島 豊

9880 長谷川 航大

9751 村上 友香

6527 山田 龍錫

9784 犬塚 博章

9917 福田 征志

8119 尾形 真織

8728 澤部 真一

9440 小松 駿仁

9007 千葉 百惠

3557 高須賀 光弘

3029 山本 裕和

9989 加地 未来

8074 小野木 彩衣

9738 伊藤 雅也

9410 小見 克隆

9005 菅野 夏奈惠

3426 鈴木 雄也

8409 中村 祐介

4886 岩本 政樹

6235 鈴木 奈津子

9902 相場 健永

8660 本田 一葵

9402 齋藤 萌

9098 白石 裕二

8708 高橋 和美

10331 小林 蓮

7982 林 佑衣

7964 片山 太郎

7430 西村 一心

9727 和崎 結

2558 赤井 隆祐

7611 鈴木 亘

1319 飛弾 蔵

6618 寺岡 愛

9449 野々山 皓介

9680 福本 渉晟

9201 大西 穂香

8848 佐藤 淳一

7075 前田 昌彦

9390 矢羽田 達朗

9320 中野 成美

8622 清水 健之介

10126 大久保 優一

7506 藤村 万里

5774 福島 英男

9826 鈴木 英治

9312 八木 望美

9204 関川 慎介

9706 神薗 弘幸

9051 福澤 一郎

9108 坂本 泰章

6494 緒方 一広

6201 中村 寿賀子

9644 笠原 竜也

9301 松本 直哉

10010 若月 ゆもあ

9101 原田 智幸

7830 長久保 謙介

7659 林野 亘希

7098 白木 美希子

9248 柿沼 和也

8157 入江 拓実

10153 釣本 みずき

8265 碓井 健晃

8002 土井 敦史

3909 作元 文彦

5208 須藤 春子

9903 渡邊 健一朗

9290 安部 広生

3558 中村 厚美

5346 大楠 大介

5979 小出 行輝

8165 吉田 真也

4694 中田 翼

9581 菊池 匠

9642 井上 高志

6578 大森 さやか

9423 上田 健人

7694 新傳 大樹

10327 小林 陽人

7981 大嶋 あやの

9910 遠藤 陸斗

9281 中本 拓玖

7645 坂上 知志

6139 鳥羽 義和

4478 富山 尊史

5326 角田 香奈

8979 藤原 和馬

10269 浅田 大輝

7343 和泉 敏宏

3387 小田 亮

8731 三木 邦力

7580 佐久間 茜

9964 高嶋 俊之

9280 西村 翔

9620 鈴木 将太

3037 宮崎 章

8978 門前 亨

6536 森 まいか

8816 三鍋 匡史

9253 松本 晴輝

8001 谷口 允哉

6396 川西 智子

9873 山中 智文

9314 中川 和紀

9868 福元 伽奈

9414 藤井 一雄

9292 嘉悦 勇太

5831 近藤 丈義

157 原沢 弘一

9609 熊木 智幸

7604 小川 宏

7478 槙谷 和紘

5922 目々澤 侑大

4553 信田 春満

5923 木地尾 勇希

8041 高橋 重樹

8996 中村 友朗

7834 山崎 修一

7593 根本 和典

6193 橋詰 武知

9099 滝口 慶

7311 佐々木 龍成

5228 中島 啓喜

3313 中村 浩規

9219 木村 一智

2931 畑野 和宏

7549 中澤 信

1782 山口 謙悟

9374 渡部 久遠

3795 福田 暢彦

8234 芳野 聡

9304 大久保 慧

5955 山口 真輝

6761 佐々木 祥敬

9399 齋藤 周

8161 鈴木 崇司

7655 鈴木 康功

9329 村上 健

8130 紅 由伸

8962 山本 惇人

9361 五十嵐 優智

7138 臼井 淳

8251 菊地 康文

9179 高林 立樹

9652 宮崎 友希

9045 野田 樹

9318 鈴木 大佑

8103 木場 裕矢

9015 西畑 佑亮

9679 藤田 泰之

9058 田村 禎孝

9228 奥窪 拓樹

7453 伊藤 和空

9087 鷲尾 祥平

2789 高田 奏互

9364 駒田 篤史

6870 植村 健吾

6109 工藤 賢大

9725 伊藤 真矢

7514 越智 英直

9209 塚原 利幸

9412 成瀬 圭二

4688 吉川 諒太

8671 森 一将

9401 久冨木 大夢

10303 中澤 征大

7925 鈴木 盛央

8164 上田 寛

8223 難波 克輝

5079 山下 大輔

9408 森 祐多朗

6161 矢葺 貴博

9231 福森 陽平

8949 高松 裕一朗

8418 赤坂 真悟

7708 神野 周一郎

9192 渡邊 行宣

7475 高橋 孟

7329 小金澤 淳

9845 神中 辰郎

7996 野澤 恒太

7053 小島 宏

9668 藤田 昌伸

7717 照井 亮祐

8178 加藤 雄一郎

9467 今村 陽翔

9003 秋山 勝信

6154 後藤 洋之

9375 岩淵 慎

9149 大橋 翔太

4856 杉浦 陸

9481 伊藤 俊廷

4872 森 慎也

7625 鈴木 啓之

7378 田中 千

9102 飯塚 祐毅

7592 大西 竜彦

10140 楠原 匡人

7321 三上 武

8201 原田 幸範

9233 大沼 憲

4771 森 雅彦

7520 松﨑 昌英

9460 長澤 敦史

6007 松岡 儀篤

5467 木戸 耕太

9394 小林 邦俊

9084 石川 晃

8997 nam taewoo

9625 吉野川 郁海

9800 坂本 拓矢

7953 八木 遥音

9552 山本 篤史

9181 清田 隼人

6130 南條 憂斗

9109 近藤 薫

6769 安藤 大輝

9074 花岡 亮治

9257 友廣 英登

6114 吉田 龍弥

10218 今 航一朗

9034 塩沢 晃弘
8961 稲尾 充

10334 前田 亮

8309 荒木 康利
9195 有馬 一輝

9718 佐藤 俊弘

6044 橋本 裕一

9308 新谷 光男

10233 岡本 岳大

10141 佐藤 浩史

7313 稲垣 早俊

6199 増田 裕介

9539 小杉 剛

9082 小柳津 仁

7605 山本 和樹

10058 橋本 正成

6419 石丸 清吾

7618 渡邉 竜也

8986 杉本 一将

7552 栗林 周二郎

8172 石崎 寿明

9946 杉本 晴徠

9836 片江 マリア
5904 里 佳加

