
1740 東田 臣 1318 長谷川 高志 1447 西口 小百合 1045 東田 剛 1731 時任 修斗 1685 川邉 高志

1459 荒井 有佳里 1183 石橋 康夫 1365 柳 貴之 1094 迫田 清彦 1771 横山 泰貴 1708 吉松 俊貴

1479 恵島 隼人 1311 原田 修治 1540 宮城 裕至 1068 野村 佳史 1772 黒木 まこと 1709 奥村 昇治

1622 荒井 大輔 1458 山本 順也 1746 藤本 祐輝 1095 林 幸子 1773 野路 大起 1719 金村 慎史郎

1648 新井 伸之 1478 小島 芳敬 1793 河本 篤弥 1238 曽我 俊介 1774 大野 剛志 1725 石丸 達也

1741 川畑 昴稀 1700 久下 尚也 1290 辻 裕充 1784 赤井 東暉 1744 鈴木 紀仁

1743 塩尻 雅和 1781 弥源治 渉 1407 窪喜 真一郎 1792 長田 淳志 1799 北村 和磨

1788 関口 大輝 1408 金本 仁在

1762 村上 真幸 1791 西田 拓也

1790 清水 景太 1801 戸石　るみ

1412 上村 譲二 1379 新 良斗 1490 宮司 浩貴 1003 小泉 雄二 1422 松田 竜太郎 1048 竪山 雅生

1002 朝村 勉久 1504 本多 慎八 1586 西岡 正人 1413 森本 善樹 1397 山本 範宗 1033 宝田 友二

1680 下浦 敏徳 1646 山本 篤 1588 宮野 猛洋 1445 全 恵美 1766 松岡 裕志 1263 溝渕 敏明

1787 竹島 一輝 1663 勢戸 雄太 1644 冨士谷 順一 1528 宮崎 昭二郎 1767 堀田 勇貴 1300 仁木 匠

1798 片岡 真也 1664 西川 歩 1759 奥田 浩泰 1568 金川 吉宏 1769 柿添 秋乃 1410 餘慶 成一

1748 東原 成兆 1761 扶川 紘大 1637 濱口 直樹 1786 片岡 幸司 1611 宮野 麻衣

1789 中川 健心 1754 中野 弘章 1711 阪井 知加

1755 芝山 真 1765 安永 慎祐

1800 近藤 良雄

1580 大桃 雄也 1735 稲垣 蒼磨 1154 中村 輝章 1331 倉田 広勝 1794 長野 成人

1221 田中 由香 1182 野村 紗希 1062 天野 正信 1240 黒田 信行 1600 當 大起

1702 三神山 善子 1400 平岡 麻衣 1170 大瀬 久雄 1287 百田 真 1760 鈴木 裕

1717 横山 弘和 1485 門之園 真也 1264 安藤 正昭 1498 牧江 孝徳 1795 大橋 郁海

1721 今城 政宏 1613 宇都宮 和正 1297 由井 洋至 1610 松永 敏明 1796 島坂 信宏

1704 岡本 篤 1335 今中 保彦 1671 向井 俊樹 1797 片岡 裕貴

1723 田中 陸斗 1315 岡野 智宏 1736 荒本 秀孝 1802 舘本 雄平

1764 小谷 啓太 1737 松永 知子 1803 甲斐 夕也

1739 越水 敏男

新規会員（ゲストなし） 途中入会

　２０２３年度 前期　チーム名簿　
2023/5/15

A GIANT KILLING PIXIES GUNS Bonnie&Clyde MINERVA BUCCANEER

Gastation

C Cote Kote Artemis Maggie's tortue bleu Sammy Stone

B Salire 竜巻工業 HIGH SIDE OFF TIME SpArrow


