
競技 番号 性別 年齢区分 所属

1 関 茉莉那 セキ マリナ 女 １部 ひたちなか市

2 中村 圭佑 ナカムラ ケイスケ 男 １部 取手市

3 瀨谷 俊祐 セヤ シュンスケ 男 １部 常陸太田市

4 谷田川 深央 ヤタガワ ミオ 女 １部 茨城県立水戸特別支援学校

5 渡久地 亮 トクチ リョウ 男 １部 小美玉市

6 内田 瑠夏 ウチダ ルカ 男 １部 茨城県立水戸特別支援学校

7 内田 聖渚 ウチダ セナ 男 １部 茨城県立水戸特別支援学校

8 田所 慶悟 タドコロ ケンゴ 男 １部 常陸大宮市

9 海老原 響 エビハラ ヒビキ 男 １部 神栖市

10 菅生 久子 スゴウ ヒサコ 女 ２部 龍ケ崎市

11 伊藤 文子 イトウ フミコ 女 ２部 水戸市

12 石井 大地 イシイ ダイチ 男 １部 常陸太田市

13 横瀬 悠平 ヨコセ ユウヘイ 男 １部 行方市

14 石田 厚司 イシダ アツシ 男 ２部 茨城町

15 大崎 法子 オオサキ ノリコ 女 ２部 茨城福祉工場

16 村上 佳貴 ムラカミ ヨシキ 男 １部 小美玉市

17 佐藤 譲 サトウ ユズル 男 ２部 つどい

18 大和田 里奈 オオワダ リナ 女 １部 茨城県立盲学校

19 吉澤 大樹 ヨシザワ ダイキ 男 １部 茨城県立盲学校

20 会沢 勝 アイザワ マサル 男 ２部 水戸市

21 公文 桜子 クモン サクラコ 女 １部 茨城県立盲学校

22 山田 鈴夏 ヤマダ スズカ 女 １部 筑西市

23 茅根 沙恵 チノネ サエ 女 １部 茨城県立盲学校

24 小中 天翔 コナカ カケル 男 １部 茨城県立盲学校

25 小野﨑 結香 オノザキ ユイカ 女 １部 茨城県立盲学校

26 関 達哉 セキ タツヤ 男 １部 茨城県立盲学校

27 小林 勇樹 コバヤシ ユウキ 男 １部 茨城県立盲学校

28 宮田 倭亜輝 ミヤタ カズアキ 男 １部 茨城県立水戸聾学校

29 山中 聖奈 ヤマナカ セイナ 女 １部 茨城県立水戸聾学校

30 関野 明日香 セキノ アスカ 女 １部 茨城町

31 小関 雄太 コセキ ユウタ 男 １部 牛久市

32 増子 勝也 マスコ カツヤ 男 １部 茨城福祉工場

33 西野 忠 ニシノ タダシ 男 ２部 茨城福祉工場

34 池田 博 イケダ ヒロシ 男 ２部 桜川市

35 江橋 淳志 エバシ アツシ 男 少年 茨城県立水戸高等特別支援学校

36 坂井 皐暉 サカイ コウキ 男 少年 茨城県立結城特別支援学校

37 須田 暁仁 スダ アキヒト 男 少年 茨城県立協和特別支援学校

38 細谷 英斗 ホソヤ ユウト 男 少年 茨城県立鹿島特別支援学校

39 室橋 力輝 ムロハシ リキ 男 少年 茨城県立水戸飯富特別支援学校

40 横田 加奈子 ヨコタ カナコ 女 少年 茨城県立友部特別支援学校
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41 浅見 弘夢 アサミ ヒロム 男 少年 茨城県立常陸太田特別支援学校

42 荒木 裕也 アラキ ユウヤ 男 少年 茨城県立結城特別支援学校

43 磯貝 七海 イソガイ ナナミ 女 少年 茨城県立常陸太田特別支援学校

44 川﨑 優希 カワサキ ユウキ 男 少年 茨城県立水戸高等特別支援学校

45 小林 彩夏 コバヤシ アヤカ 女 少年 茨城県立北茨城特別支援学校

46 松本 和真 マツモト カズマ 男 少年 茨城県立水戸高等特別支援学校

47 安掛 良子 アガケ リョウコ 女 少年 千波ハピネス

48 阿部 ひかり アベ ヒカリ 女 少年 茨城福祉工場

49 平 菜々子 タイラ ナナコ 女 少年 つくば市

50 永井 創平 ナガイ ソウヘイ 男 少年 土浦市

51 萩谷 大輝 ハギヤ ダイキ 男 少年 茨城町

52 松﨑 雄大 マツザキ ユウダイ 男 少年 石岡市

53 石井 舞 イシイ マイ 女 少年 日立市

54 中川 諒人 ナカガワ リョウト 男 少年 筑西市

55 山形 歩夢 ヤマガタ アユム 男 青年 日立市

56 小沼 稜太 オヌマ リョウタ 男 青年 筑西市

57 日毛 友紀 ヒケ トモノリ 男 青年 常陸太田市

58 安井 謙太郎 ヤスイ ケンタロウ 男 青年 筑峯学園

59 谷部 亮太 ヤベ リョウタ 男 青年 常陸太田市

60 小倉 健吾 オグラ ケンゴ 男 青年 ともにー

61 上田 航 ウエタ ワタル 男 青年 小美玉市

62 小川 拓称 オガワ タクヤ 男 青年 ともにー

63 稲見 喜美江 イナミ キミエ 女 壮年 リバティ若栗

64 高岡 憲夫 タカオカ ノリオ 男 壮年 日立市

65 久松 英男 ヒサマツ ヒデオ 男 壮年 未来

66 円谷 由香利 ツムラヤ ユカリ 女 壮年 なるみ園

67 宮田 顕 ミヤタ アキラ 男 壮年 日立市

68 木村 智敬 キムラ トモヒロ 男 壮年 日立市

1 野間 由雅 ノマ ユキマサ 男 １部 つくばみらい市

2 竹内 学 タケウチ マナブ 男 １部 取手市

3 米沢 元明 ヨネザワ モトアキ 男 ２部 ひたちなか市

4 山口 由里子 ヤマグチ ユリコ 女 ２部 下妻市

5 廣江 麻実 ヒロエ アサミ 女 ２部 八千代町

6 黒川 英一 クロカワ エイイチ 男 ２部 土浦市

7 平野 エリ子 ヒラノ エリコ 女 １部 龍ヶ崎市

8 佐藤 薫 サトウ カオル 男 ２部 土浦市

9 石田 聡美 イシダ サトミ 女 １部 取手市

10 北嶋 昇 キタジマ ノボル 男 ２部 つくば市

11 小川 祥子 オガワ ショウコ 女 ２部 古河市

12 生田 英史 イクタ エイジ 男 ２部 つくば市
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13 石川 裕涼 イシカワ ユウスケ 男 少年 ひたちなか市

14 佐藤 凌雅 サトウ リョウガ 男 少年 水戸市

15 荻野 航大 オギノ コウタ 男 少年 日立市

16 武田 颯斗 タケダ ハヤト 男 少年 那珂市

17 絹川 彩乃 キヌガワ アヤノ 女 青年 鹿嶋市

18 坂本 杏 サカモト アンズ 女 青年 石岡市

19 川又 圭佑 カワマタ ケイスケ 男 青年 那珂市

20 櫻井 大朗 サクライ ヒロアキ 男 青年 土浦市

1 市川 重己 イチカワ シゲミ 男 １部 水戸市

2 川木 嘉 カワキ タダシ 男 ２部 守谷市

3 石山 寛義 イシヤマ ヒロヨシ 男 ２部 鉾田市

4 豊島 清美 トヨシマ キヨミ 女 ２部 つくば市

1 髙橋 等 タカハシ ヒトシ 男 ２部 神栖市

2 前田 節代 マエダ セツヨ 女 ２部 筑西市

3 安藤 薫 アンドウ カオル 男 ２部 水戸市

4 平塚 好紀 ヒラツカ ヨシノリ 男 ２部 鹿嶋市

5 藤枝 紘平 フジエダ コウヘイ 男 １部 茨城県立友部特別支援学校

6 金澤 美紀 カナザワ ミキ 女 １部 茨城県立水戸聾学校

7 仲田 幸 ナカタ サチ 女 １部 茨城県立水戸聾学校

8 飯島 寿則 イイジマ トシノリ 男 １部 潮来市

9 江連 亮太 エヅレ リョウタ 男 少年 茨城県立北茨城特別支援学校

10 榎田 虎鉄 エノキダ コテツ 男 少年 茨城県立水戸高等特別支援学校

11 大森 優穂 オオモリ ユウホ 女 少年 茨城県立常陸太田特別支援学校

12 桜井 航希 サクライ コウキ 男 少年 茨城県立結城特別支援学校

13 佐藤 優斗 サトウ ユウト 男 少年 北茨城市

14 小濱 悠太 コハマ ユウタ 男 青年 日立市

15 菅野 拓実 カンノ タクミ 男 青年 高萩市

16 舛田 みなみ マスダ ミナミ 女 青年 北茨城市

17 遠藤 勝利 エンドウ カツトシ 男 青年 古河市

18 平手 昭彦 ヒラテ アキヒコ 男 壮年 おおぞら

19 笹嶋 達也 ササジマ タツヤ 男 壮年 ディライトホーム

20 本田 喜代美 ホンダ キヨミ 女 壮年 ディライトホーム

21 齊藤 直子 サイトウ ナオコ 女 壮年 ディライトホーム

22 片岡 弥生 カタオカ ヤヨイ 女 壮年 日立市

23 岡部 英樹 オカベ ヒデキ 男 壮年 ふわり

24 冨田 浩二 トミタ コウジ 男 壮年 神栖市

1 小島 陵 コジマ リョウ 男 １部 水戸市

2 額賀 勝彦 ヌカガ カツヒコ 男 ２部 石岡市

1 山本 真誠 ヤマモト マコト 男 １部 鉾田市

2 石井 勝 イシイ マサル 男 １部 石岡市
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3 坂本 良太 サカモト リョウタ 男 １部 つくば市

4 桜庭 美雪 サクラバ ミユキ 女 ２部 ひたちなか市

5 宗前 光春 ソウゼン ミツハル 男 ２部 牛久市

6 鬼澤 一久 オニザワ カズヒサ 男 ２部 水戸市

7 栗﨑 光雄 クリサキ ミツオ 男 ２部 しらゆり荘

8 惣野代 健二 ソウノダイ ケンジ 男 ２部 石岡市

9 𠮷川 正幸 ヨシカワ マサユキ 男 １部 小美玉市

10 𠮷川 稔 ヨシカワ ミノル 男 １部 小美玉市

11 吉田 英世 ヨシダ ヒデヨ 男 ２部 水戸市

12 堀越 弘 ホリコシ ヒロシ 男 ２部 常総市

13 立川 凌雅 タチカワ リョウガ 男 １部 ひたちなか市

14 山﨑 翔哉 ヤマザキ ショウヤ 男 少年 茨城県立常陸太田特別支援学校

15 漆野 快 ウルシノ カイ 男 少年 茨城県立水戸高等特別支援学校

16 山中 あゆみ ヤマナカ アユミ 女 少年 茨城県立結城特別支援学校

17 金井 風雅 カナイ フウガ 男 少年 茨城県立結城特別支援学校

18 岡田 知紘 オカダ チヒロ 男 少年 茨城大学教育学部附属特別支援学校

19 関 莉々花 セキ リリカ 女 少年 茨城県立つくば特別支援学校

20 福地 光輝 フクチ コウキ 男 少年 筑峯学園

21 徳武 恭浩 トクタケ ヤスヒロ 男 青年 守谷市

22 稲葉 大 イナバ ハジメ 男 青年 つくば市

23 長内 杏奈 オサナイ アンナ 女 青年 常陸太田市

24 大木 静香 オオキ シズカ 女 青年 河内町

25 小林 伸也 コバヤシ シンヤ 男 壮年 龍ケ崎市

26 福村 泰子 フクムラ ヤスコ 女 １部 石岡市

1 西脇 雅人 ニシワキ マサト 男 少年 茨城県立北茨城特別支援学校

2 清水 幸矢 シミズ コウヤ 男 少年 茨城県立美浦特別支援学校

3 石川 咲子 イシカワ サキコ 女 少年 神栖市

4 森末 圭一 モリスエ ケイイチ 男 青年 鹿嶋市

5 奥 拓哉 オク タクヤ 男 青年 鹿嶋市

6 小野寺 栞 オノデラ シオリ 女 青年 守谷市

7 中島 由貴 ナカジマ ヨシタカ 男 青年 土浦市つくしの家

8 多田 美菜子 タダ ミナコ 女 壮年 日立市

9 永留 良子 ナガトメ リョウコ 女 壮年 鹿島育成園生活支援センター

10 佐藤 宗智 サトウ カズトモ 男 壮年 北茨城市

11 八幡 英行 ヤハタ ヒデユキ 男 壮年 日立市

12 大川 勝 オオカワ マサル 男 壮年 慈光学園

13 渡辺 誠 ワタナベ マコト 男 壮年 なるみ園
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