
新登録選手（第111期）　7月開催別あっせん一覧

登録 登録 登録 登録 登録 登録
番号 番号 番号 番号 番号 番号

京 王 閣 3-5 15157 高　橋　大　輝 秋　田 15165 寺　沼　将　彦 東　京 15169 野　口　裕　史 千　葉 15173 格　清　洋　介 静　岡

平 4-6 15155 三　浦　大　輝 宮　城 15160 牧　田　賢　也 福　島 15168 染　谷　幸　喜 千　葉 15175 桜　井　大　地 静　岡

大 宮 8-10 15156 門　脇　　　翼 秋　田 15163 戸　塚　涼　介 埼　玉 15164 菱　沼　元　樹 埼　玉 15167 小　林　裕一朗 千　葉

静 岡 8-10 15158 猪　野　泰　介 山　形 15162 蕗　澤　鴻太郎 群　馬 15174 菊　池　竣太朗 静　岡 15176 望　月　一　成 静　岡

弥 彦 11-13 15155 三　浦　大　輝 宮　城 15161 吉　田　昌　司 茨　城 15166 内　田　　　淳 千　葉 15172 能代谷　　　元 神奈川

平 塚 12-14 15160 牧　田　賢　也 福　島 15170 川　越　勇　星 神奈川 15173 格　清　洋　介 静　岡

前 橋 15-17 15159 坂　本　拓　也 福　島 15162 蕗　澤　鴻太郎 群　馬 15167 小　林　裕一朗 千　葉 15171 出　澤　拓　也 神奈川

青 森 18-20 15156 門　脇　　　翼 秋　田 15161 吉　田　昌　司 茨　城 15175 桜　井　大　地 静　岡 15176 望　月　一　成 静　岡

千 葉 18-20 15158 猪　野　泰　介 山　形 15164 菱　沼　元　樹 埼　玉 15166 内　田　　　淳 千　葉 15169 野　口　裕　史 千　葉

立 川 22-24 15159 坂　本　拓　也 福　島 15163 戸　塚　涼　介 埼　玉 15165 寺　沼　将　彦 東　京 15170 川　越　勇　星 神奈川 15174 菊　池　竣太朗 静　岡

函 館 24-26 15157 高　橋　大　輝 秋　田 15168 染　谷　幸　喜 千　葉 15171 出　澤　拓　也 神奈川 15172 能代谷　　　元 神奈川

松 阪 6-8 15178 伊　藤　稔　真 三　重 15179 皿　屋　　　豊 三　重 15185 布　居　大　地 和歌山 15204 吉　田　智　哉 愛　媛 15207 林　　　慶次郎 福　岡 15214 境　　　啓　亨 熊　本

和 歌 山 6-8 15181 栗　田　万　生 石　川 15186 南　　　　　潤 和歌山 15187 鮫　島　康　治 大　阪 15202 今　野　大　輔 愛　媛 15206 鶴　　　良　生 福　岡 15209 中　野　真　吾 佐　賀

久 留 米 9-11 15180 下　岡　将　也 三　重 15188 浜　田　翔　平 大　阪 15196 小　川　丈　太 徳　島 15205 島　村　　　匠 福　岡 15213 山　崎　賢　人 長　崎 15215 照　屋　将　貴 沖　縄

奈 良 14-16 15179 皿　屋　　　豊 三　重 15186 南　　　　　潤 和歌山 15202 今　野　大　輔 愛　媛 15204 吉　田　智　哉 愛　媛

玉 野 18-20 15177 森　川　康　輔 岐　阜 15184 中　野　雄　喜 京　都 15191 奥　村　諭　志 岡　山 15192 藤　原　俊太郎 岡　山 15198 今　村　麟太郎 高　知 15212 山　口　龍　也 長　崎

防 府 18-20 15190 大　中　拓　磨 兵　庫 15193 今　岡　徹　二 広　島 15195 久保田　泰　弘 山　口 15197 川　口　雄　太 徳　島 15203 松　本　貴　治 愛　媛 15211 平　尾　一　晃 長　崎

富 山 19-21 15182 吉　川　希　望 石　川 15183 小　森　貴　大 福　井 15189 山　本　隼　人 大　阪 15194 船　瀬　惇　平 広　島 15199 田　尾　駿　介 高　知

武 雄 21-23 15180 下　岡　将　也 三　重 15200 谷　口　幸　司 高　知 15201 門　田　　　凌 愛　媛 15208 金ヶ江　勇　気 佐　賀 15209 中　野　真　吾 佐　賀

久 留 米 24-26 15178 伊　藤　稔　真 三　重 15187 鮫　島　康　治 大　阪 15206 鶴　　　良　生 福　岡 15207 林　　　慶次郎 福　岡

富 山 26-28 15181 栗　田　万　生 石　川 15190 大　中　拓　磨 兵　庫 15192 藤　原　俊太郎 岡　山 15212 山　口　龍　也 長　崎 15212 山　口　龍　也 長　崎

広 島 26-28 15182 吉　川　希　望 石　川 15191 奥　村　諭　志 岡　山 15193 今　岡　徹　二 広　島 15194 船　瀬　惇　平 広　島 15215 照　屋　将　貴 沖　縄

高 知 26-28 15185 布　居　大　地 和歌山 15198 今　村　麟太郎 高　知 15199 田　尾　駿　介 高　知 15205 島　村　　　匠 福　岡 15211 平　尾　一　晃 長　崎

佐 世 保 27-29 15184 中　野　雄　喜 京　都 15195 久保田　泰　弘 山　口 15196 小　川　丈　太 徳　島 15210 白　濱　一　平 長　崎 15213 山　崎　賢　人 長　崎

福 井 28-30 15183 小　森　貴　大 福　井 15188 浜　田　翔　平 大　阪 15197 川　口　雄　太 徳　島 15201 門　田　　　凌 愛　媛 15208 金ヶ江　勇　気 佐　賀

大 垣 30-1 15177 森　川　康　輔 岐　阜 15189 山　本　隼　人 大　阪 15200 谷　口　幸　司 高　知 15203 松　本　貴　治 愛　媛 15214 境　　　啓　亨 熊　本
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