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ﾅﾗ ﾁｻﾄ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 高校:2年

    1 奈良　千聖

女子

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 高校:2年

    2 米沢　瑠愛

男子

ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 高校:1年

    3 鈴木　大和

男子

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 高校:2年

    4 畠山　諒太

男子

ﾅﾘﾀ ﾘｺ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:2年

    5 成田　理子

女子

ｷﾀﾞ ﾅﾂﾐ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

    6 貴田　なつみ

女子

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾂｷ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:1年

    7 山口　咲月

女子

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾉﾝ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

    8 川口　栞音

女子

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:3年

    9 藤原　明衣

女子

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｷ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:3年

   10 畠山　雅妃

女子

ﾜｶﾏﾂ ﾚｲ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:1年

   11 若松　怜

女子

ｱﾌﾞｶﾜ ｻﾅ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:2年

   12 虻川　沙菜

女子

ｵｻﾅｲ ﾉﾘｺ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:1年

   13 小山内　法子

女子

ﾅﾘﾀ ﾅﾂ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

   14 成田　なつ

女子

ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:2年

   15 佐藤　帆栞

女子
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ｻｲﾄｳ ﾋｵ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

   16 齋藤　一生

男子

ｲｼﾄﾔ ﾀｶｱｷ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:1年

   17 石戸谷　嵩暁

男子

ﾉﾛ ｹﾝﾀ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:2年

   18 野呂　健太

男子

ﾜｶﾏﾂ ﾀｲｷ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:3年

   19 若松　大樹

男子

ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾙ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

   20 菅原　成

男子

ﾊｾﾍﾞ ｿﾗ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:2年

   21 長谷部　星空

男子

ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

   22 吉岡　亮伍

男子

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:1年

   23 鈴木　大誉

男子

ｵﾔﾏ ｳｷｮｳ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:2年

   24 尾山　優恭

男子

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:1年

   25 小林　瑞季

男子

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｲ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:3年

   26 米沢　夏愛

男子

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:1年

   27 三浦　拓磨

男子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:3年

   28 渡辺　悠

男子

ﾊｾﾍﾞ ｲﾝｼﾝ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 中学:2年

   29 長谷部　胤心

男子

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

   30 泉　遥斗

男子
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ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:3年

   31 中嶋　玲

女子

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｸ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:3年

   32 山口　未来

女子

ｲﾄﾀﾞ ﾐｳ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:3年

   33 糸田　美優

女子

ｻｻｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:5年

   34 笹川　穂乃花

女子

ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾗ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:5年

   35 松崎　咲昊

女子

ｷﾑﾗ ﾐﾋﾛ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:4年

   36 木村　心優

女子

ﾌｷﾀ ﾉｱ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:1年

   37 吹田　海茜

女子

ｱﾍﾞ ｸﾙﾐ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:4年

   38 阿部　来実

女子

ｱｶﾋﾗ ﾘｺ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:2年

   39 赤平　凜子

女子

ｼﾓﾔﾏ ﾕﾒ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:3年

   40 下山　優芽

女子

ﾅｶﾉ ｱｻﾅ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:6年

   41 中野　天彩奈

女子

ﾀｶﾊｼ ﾚﾝﾌｧ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:6年

   42 高橋　蓮花

女子

ﾋﾗｶﾞ ｶﾝﾅ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:3年

   43 平賀　寛菜

女子

ｽﾄｳ ｽﾐﾚ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:4年

   44 須藤　菫

女子

ｻｻｷ ｽｽﾞｶ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:6年

   45 佐々木　涼花

女子
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ｻﾄｳ ｾﾅ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 中学:1年

   46 佐藤　聖那

女子

ｵｻﾅｲ ｱﾝﾗ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:4年

   47 長内　杏蘭

女子

ｸﾜﾀ ﾊﾙｷ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:6年

   48 桑田　晴輝

男子

ｱｶﾋﾗ ﾊﾙ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:5年

   49 赤平　悠琉

男子

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾂｼ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:5年

   50 小笠原　淳

男子

ﾊｾﾍﾞ ｵｳｾｲ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:2年

   51 長谷部　凰世

男子

ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:6年

   52 小出　遥俊

男子

ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:3年

   53 田中　琉聖

男子

ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｸ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:3年

   54 武田　琉玖

男子

ｱﾌﾞｶﾜ ﾏﾅﾄ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:3年

   55 虻川　真梛斗

男子

ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:3年

   56 笹川　駿太

男子

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾐﾁ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:5年

   57 村上　隆道

男子

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾝ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:4年

   58 畠山　尽

男子

ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:5年

   59 石山　穣司

男子

ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:1年

   60 三浦　勇磨

男子
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ｲｼﾔﾏ ｽｶｲ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:1年

   61 石山　澄海

男子

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:5年

   62 小林　龍生

男子

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:3年

   63 藤原　歩夢

男子

ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:3年

   64 泉　晴仁

男子

ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｯｻ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:5年

   65 藤原　一爽

男子

ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾄ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:6年

   66 泉　裕仁

男子

ｽｺﾞｳ ﾖｼﾋﾄ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:6年

   67 須郷　義仁

男子

ﾅﾘﾀ ｲﾂｷ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:2年

   68 成田　樹

男子

ﾑﾗﾀ ｼﾞｮｳ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:6年

   69 村田　成

男子

ｵｵﾀ ﾊﾙ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:6年

   70 太田　晴

男子

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 幼児:

   71 藤原　葵衣

女子

ﾋﾗｶﾞ ﾊﾙﾅ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 幼児:

   72 平賀　暖菜

女子

ｽｶﾞﾜﾗ ｳﾀ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 幼児:

   73 菅原　詩

女子

ｺﾀﾞﾏ ﾏｺﾄ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 幼児:

   74 児玉　万采

女子

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 幼児:

   75 山口　健心

男子
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ｺｲﾃﾞ ﾐﾋﾛ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 幼児:

   76 小出　茉優

女子

ﾅﾗ ﾐｻｺ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 一般:

   77 奈良　美沙子

女子

ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 一般:

   78 藤田　和也

男子

ﾂｼﾏ ﾐﾎ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 一般:

   79 対馬　美穂

女子

ﾅｶﾊﾀ ｼｮｳｲﾁ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 一般:

   80 中畑　正一

男子

ｻｻｷ ﾀｶｵ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 一般:

   81 佐々木　孝雄

男子

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋｻﾄ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 一般:

   82 小田切　久人

男子

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄｼﾉﾘ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 一般:

   83 米澤　利法

男子

ｻｸﾗﾊﾞ ﾂﾖｼ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 一般:

   84 櫻庭　強

男子

ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 一般:

   85 石山　大輔

男子

ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 一般:

   86 工藤　健司

男子

ｸﾄﾞｳ ﾕﾅｺ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 小学:5年

   87 工藤　宥奈子

女子

ｽｺﾞｳ ﾚｲｶ 赤組 ｱｶｸﾞﾐ 小学:2年

   88 須郷　礼華

女子

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｺ 白組 ｼﾛｸﾞﾐ 一般:

   89 田中　信子

女子


