
リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

あかやまＳＳ 13 18 2人数 種目 リレー（08106）

男  子
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ      29遠藤　広基  

ｵｶﾆｼ ﾌｼﾞ        30岡西　　藤  

ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ        28中田　有友  

女  子
ｲｼｶﾜ ﾋﾏﾘ        36石川　日葵  

ｳﾁﾀﾞ ｺﾊﾙ        34内田　小春  

ｵｸﾞﾗ ﾅｷﾞｻ      35小椋　凪紗  

ｵｸﾞﾗ ﾋｶﾘ        40小椋陽香梨  

ｺﾏﾂｻﾞｷ ｶﾎ      38小松﨑夏帆  

ｻｲﾄｳ ﾐﾊﾙ        33齋藤　海遥  

ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ        39鈴木　唯華  

ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ      31中澤　心暖  

ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ      32中澤　桃菜  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ        37中島　ゆい  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

VERDI          9 7 2人数 種目 リレー（12514）

男  子
ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾄ      129清水　義仁  

ﾊﾄﾘ ﾊﾙﾏ         130羽鳥　晴真  

女  子
ｷﾀﾉ ﾐｽﾞｷ        133北野　瑞季  

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ         134久保田結唯  

ｻｲﾄｳ ｿﾗ         135齋藤　そら  

ｼﾊﾞｸﾞﾁ ﾙﾅ      131芝口　琉南  

ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ        132柴田　心菜  

ﾓﾘﾔ ﾁﾋﾛ         136守屋　千優  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾉｶ      137山﨑帆乃佳  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

武蔵野 12 11 4人数 種目 リレー（13219）

男  子
ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ 900阿部撫宇也

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 898石橋　　諒

ｵﾁｱｲ ﾌｳﾄ        192落合　颯士  

ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 899加藤　　光

ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 897仕黒　泳士

ﾎﾘ ｹｲｽｹ         190堀　　敬裕  

ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ         191森山　　昊  

女  子
ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ      194上垣こころ  

ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ        193岡﨑　友愛  

ﾀｶﾞﾜ ﾕｲﾅ 896田川　結渚

ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ        195西場　天子  

ﾆﾉﾐﾔ ﾎﾏﾚ 895二宮　歩希

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

東京ＳＣ       30 68 1人数 種目 リレー（13530）

男  子
ｶﾜｲ ｲｯｻ         268河井　一桜  

ｺｵﾛ ﾙｲ           264紅露　ルイ  

ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ        259佐藤　翔馬  

ｼｵﾀ ﾅｵﾔ         261塩田　直也  

ｼﾗﾈ ｼｭﾝ         270白根　匠隼  

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ      266髙木　悠佑  

ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ      265竹之内隼人  

ﾀｹﾍﾞ ｶﾝ         260武部　　歓  

ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ     267徳永　将太  

ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ         262飛知和　渉  

ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ         263飛知和　翔  

ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ         269平山　　悠  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ      271渡邉　颯斗  

女  子
ｵｶﾓﾄ ｱﾐ         275岡本　安未  

ｵﾊﾞﾀ ﾏﾔ         283小畑　磨矢  

ｶｲｾ ﾕｲｶ         277貝瀬　結香  

ｶﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｱ      285貫洞友里杏  

ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ     281鯨井あぐり  

ｸﾎﾞ ﾆｲﾅ         287久保仁衣菜  

ｸﾛﾍﾞ ﾊﾅ         273黒部　和花  

ｻｸﾗｲ ｱﾕｳ        284櫻井あゆう  

ｻﾄｳ ﾘｵ           274佐藤　梨央  

ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ         282菅　　七海  

ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ        276竹澤　瑠珂  

ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ        279竹澤　芦奈  

ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ        272長尾　佳音  

ﾊｾ ｱｽｶ           278長谷明日香  

ﾊﾀﾅｶ ﾐﾊﾙ        288畑中　美遥  

ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ      280堀切　梓彩  

ﾜｷﾔ ﾅﾅﾐ         286脇谷　七海  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

藤村ＳＳ       26 52 8人数 種目 リレー（13541）

男  子
ｲｹﾊﾀ ｹﾝﾄ        301池畑　絢翔  

ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾄﾗ      298石原　奏虎  

ｸｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ      296楠田　聖史  

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｸﾏ     300榊原　徳馬  

ﾀﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ        297田村　仁人  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ      299山﨑　隼翔  

女  子
ｱﾂﾐ ﾁﾎ           304渥美　千穂  

ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾅ        315上田　歩奈  

ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ         309加藤　結音  

ｶﾜﾅ ﾏﾋﾛ         307川名　真央  

ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ        306楠田　夢乃  

ｸﾛｻｷ ﾅﾙﾐ        318黒崎なる美  

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ     303近藤ジュン  

ｻｶｲ ﾘﾕ           314酒井　梨佑  

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｶﾘ     321榊原　光莉  

ｻｶﾓﾄ ﾁｻ         308坂本　千紗  

ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ         320清水　真歩  

ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ         311竹村　俐音  

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ         317中村　美柚  

ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ         316橋本　夏奈  

ﾊﾗ ｻｸﾗ           313原　さくら  

ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾛ        319藤原　彩路  

ﾌﾅｷ ｶﾉﾝ         305舩木　果音  

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ      302堀籠ひなた  

ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ         312牧野　陽菜  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ        310渡邉　さら  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

三菱養和ＳＳ 17 31 2人数 種目 リレー（13552）

男  子
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ   336熊谷　修吾  

ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ        338栗原　健太  

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ     345近藤　俊太  

ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ        339佐藤　洋輔  

ﾀｶｵ ｱﾝﾘ         341髙尾　彬理  

ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ      342滝沢　知哉  

ﾂｼﾏ ｹﾝｼﾝ        344對馬　健心  

ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ   340堀本聖一郎  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ     337山口　遼大  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ      343渡邊　陽仁  

女  子
ｵｻﾀﾞ ﾐｳ         352長田　美羽  

ｶﾝﾉ ﾘﾝｶ         351菅野　凜香  

ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ      346木崎　京香  

ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ        348木津喜一花  

ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ      349斉藤　美月  

ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         347船越　彩椰  

ﾏｽｺ ｻｻ           350増子　　楽  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      9 19 1人数 種目 リレー（13560）

男  子
ｻｸﾗｲ ﾘｸ         364櫻井　　陸  

ｼﾀﾞ ｱﾗﾀ         365志太　　新  

ﾎｼﾉ ｿｳｴｲ        363星野　壮瑛  

女  子
ｲｼｻﾞｶ ﾙﾅ        369石坂　琉奈  

ｺｳﾉ ﾒｸﾞ         366河野　めぐ  

ﾀｶｷﾞ ﾅﾅﾐ        370髙木　七海  

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾚﾅ        371萩原　麗名  

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾅ        367松本　美花  

ﾔﾅｾ ｻﾗ           368柳瀬　紗良  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

コナミ船堀    7 10 2人数 種目 リレー（13581）

女  子
ｵｵﾉ ﾏﾕｺ         399大野真結子  

ｻｸﾏ ﾚｲ           402佐久間　怜  

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｺ      401菅原　優子  

ｽｽﾞｷ ﾘｵ         397鈴木　莉桜  

ｾｷﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ      396関端　彩乃  

ﾀｶｷﾞ ﾘｵ         400髙木　梨央  

ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ         398吉田　梨夏  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾒｶﾞﾛｽ葛飾      6 6 2人数 種目 リレー（13582）

男  子
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ     403飯塚　佳成  

ｻﾄｳ ｶｲﾘ         404佐藤　海吏  

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳ         405森山　　虹  

ﾖｺｶﾜ ｹｲﾀ        406横川　圭太  

女  子
ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ        407小倉　愛加  

ｶﾜｶﾐ ｻﾅ         408川上　咲花  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＳＡＴ雪ヶ谷 10 10 4人数 種目 リレー（13603）

男  子
ｴｸﾞﾁ ﾚｲ         418江口　　怜  

ｶｷﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ     416柿元省太郎  

ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ         417加藤　颯都  

ｾﾘｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ     419芹澤琥太朗  

ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｼ        420平本　有志  

女  子
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ     421小林　渚咲  

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ        423谷口　　漣  

ﾄﾐﾀ ｼｭｳ         422冨田　珠卯  

ﾅｶﾉ ﾋﾅﾉ         424中野日夏乃  

ﾔﾌﾞ ｼﾞｭﾉ        425藪　　珠乃  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬      8 16 2人数 種目 リレー（13622）

女  子
ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ        443栗本かれん  

ｻﾄｳ ﾐｳ           444佐藤　桜羽  

ﾂﾈﾔﾏ ｶｽﾞｻ      448常山　和紗  

ﾅｸﾞﾗ ｱｵﾉ        442名倉　碧乃  

ﾅｸﾞﾗ ｱﾝﾘ        446名倉　杏璃  

ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ        445日名子凛菜  

ﾏｽﾀﾆ ｶﾎ         447桝谷　香帆  

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ         449山本　佳奈  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

トピーアヤセ 7 7 2人数 種目 リレー（14550）

男  子
ｱﾗｾﾞｷ ｾｲﾗ      568荒関　星良  

ｲｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ      567石本　大道  

ｷﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ        571吉川　隼人  

ｿｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ   569添田龍ノ介  

ﾀﾅｶ ﾘｸ           570田中　璃空  

ﾏｽﾌﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ     572増渕　　翼  

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ      566吉田　大起  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＪＦＥ京浜    7 8 1人数 種目 リレー（14700）

男  子
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ        642上原　卓巳  

ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ        638川﨑　　駿  

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ      640滝澤　有哉  

ﾆｼｵ ｺｳｼﾛｳ      641西尾幸四郎  

ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ      637浜谷　憲周  

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ        639山田　泰也  

女  子
ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ        643落合すみれ  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

コナミ西宮    12 26 2人数 種目 リレー（28824）

男  子
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ        743鈴木　悠真  

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ      740藤原　佳己  

ﾏｴｶﾜ ｿﾗ         744前川　蒼空  

ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ        741前川　大和  

ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ     742吉武伸之助  

女  子
ｱｻｵ ﾓﾓｶ         746浅尾萌々香  

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ         748今井　陽花  

ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ         747木村　陽香  

ｻｶｲ ﾕﾅ           750酒井　柚奈  

ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ         749名村　心里  

ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ         745松本　悠里  

ﾖｼﾀｹ ﾐｵ         751吉武　実桜  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

早稲田大       14 26 2人数 種目 リレー（48056）

男  子
ｶﾅﾎﾞｼ ﾖｳｽｹ     838金星　洋将  

ｶﾝﾉ ﾘｮｳ         833菅野　　遼  

ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ        834須田　悠介  

ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ        831田中　大寛  

ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ         835田丸　敬也  

ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ   837長牛　太佑  

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ         843林　　大輝  

ﾊﾗ ﾀｶｷ           841原　　空輝  

ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｾｲ      840松田　藍青  

ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ     839村上賢之慎  

ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ      842村上　汰晟  

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ        836山本　拓武  

ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ        832米山　　毅  

女  子
ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ        844今牧まりあ  

ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３


