
競技 所属

中村 圭佑 ナカムラ ケイスケ 取手市

瀨谷 俊祐 セヤ シュンスケ 常陸太田市

谷田川 深央 ヤタガワ　 ミオ 日立市

内田 聖渚 ウチダ セナ 茨城県立水戸特別支援学校

内田 瑠夏 ウチダ ルカ 茨城県立水戸特別支援学校

佐々木 啓介 ササキ ケイスケ 大洗町

石田 厚司 イシダ アツシ 茨城町

長岡 晃輝 ナガオカ コウキ 茨城県立水戸聾学校

中郡 陸 チュウグン リク 茨城県立水戸聾学校

星野 萌 ホシノ モエ 茨城県立水戸聾学校

吉澤 大樹 ヨシザワ ダイキ 茨城県立盲学校

公文 桜子 クモン サクラコ 茨城県立盲学校

山田 鈴夏 ヤマダ スズカ 筑西市

小林 勇樹 コバヤシ　 ユウキ 茨城県立盲学校

磯山 将舞 イソヤマ ショウマ 茨城県立水戸高等特別支援学校

岩上 大晟 イワカミ タイセイ 茨城県立勝田特別支援学校

西原 龍慶 ニシハラ リュウケイ 茨城県立結城特別支援学校

江橋 淳志 エバシ アツシ 茨城県立水戸高等特別支援学校

坂井 皐暉 サカイ コウキ 茨城県立結城特別支援学校

佐々木 玲緒 ササキ レオ 茨城県立水戸飯富特別支援学校

杉岡　 春雪 スギオカ ハルナ 茨城県立北茨城特別支援学校

須田 暁仁 スダ アキヒト 茨城県立協和特別支援学校

細谷 英斗 ホソヤ ユウト 茨城県立鹿島特別支援学校

美ノ辺 義仁 ミノベ ヨシヒト 茨城県立水戸高等特別支援学校

萩谷 大輝 ハギヤ ダイキ 茨城町

宮田 顕 ミヤタ アキラ 日立市

佐藤 健太 サトウ ケンタ 茨城県立水戸高等特別支援学校
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野間 由雅 ノマ ヨシマサ つくばみらい市

米沢 元明 ヨネザワ モトアキ ひたちなか市

小川 祥子 オガワ ショウコ 古河市

五十嵐 由香 イガラシ ユカ 高萩市

石川 裕涼 イシカワ ユウスケ ひたちなか市

佐藤 凌雅 サトウ リョウガ 水戸市

金子 修大 カネコ シュウタ 那珂市

坂本 杏 サカモト アンズ 石岡市

櫻井 大朗 サクライ ヒロアキ 土浦市

アーチェリー 豊島 清美 トヨシマ キヨミ つくば市

髙橋 等 タカハシ ヒトシ 神栖市

安藤 薫 アンドウ カオル 水戸市

小松澤　 豊宏 コマツザワ トヨヒロ 下妻市

金澤 美紀 カナザワ ミキ 茨城県立水戸聾学校

江連 亮太 エヅレ リョウタ 日立市

榎田 虎鉄 エノキダ コテツ 日立市

大森 優穂 オオモリ ユウホ 那珂市

菅野 拓実 カンノ タクミ 高萩市

本田 喜代美 ホンダ キヨミ ディライトホーム

岡部 英樹 オカベ ヒデキ ひたちなか市

サウンドテーブル

テニス
森住 純一 モリズミ ジュンイチ ひたちなか市

石井 勝 イシイ マサル 石岡市

小川 将太 オガワ ショウタ 笠間市

美留町 真央 ビルマチ マオ 茨城県立水戸聾学校

吉田 英世 ヨシダ ヒデヨ 水戸市

生井 レイ子 ナマイ レイコ 石岡市

漆野 快 ウルシノ カイ 茨城県立水戸高等特別支援学校

関 莉々花 セキ リリカ 土浦市

鈴木 万葉 スズキ カズハ 常陸大宮市

中嶋 祐二 ナカジマ ユウジ つくば市

稲葉 大 イナバ ハジメ つくば市
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西脇 雅人 ニシワキ マサト 日立市

奥 拓哉 オク タクヤ 鹿嶋市

小野寺 栞 オノデラ シオリ 守谷市

中島 由貴 ナカジマ ヨシタカ 土浦市

八幡 英行 ヤハタ ヒデユキ 日立市

渡辺 誠 ワタナベ マコト なるみ園

渡久地 亮 トクチ リョウ 小美玉市

石﨑 元啓 イシザキ モトヒロ 牛久市
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