
♠中1男子 ♠中2男子 ♠中3男子

NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名

7001 Miyakawa Makoh Maximilian 8001 Williamson Louis 9001 Haruto Kawabata

7002 浅沼 一那 8002 シュレスタ エンジェイ 9002 大谷 友哉

7003 荒木 滉生 8003 へファー 竜敏 9003 岡本 空知

7004 伊藤 大和 8004 青柳 龍斗 9004 小野 陽音

7005 大石 拳誠 8005 朝野 友哉 9005 北嶋 桂大

7006 大城 滉 8006 荒川 翔太 9006 小徳 玲央

7007 大竹  柊斗 8007 井坂 佳亮 9007 小林 武蔵

7008 大室 杏夢 8008 市川 直親 9008 小山 民

7009 小川 晃輝 8009 遠藤 海凪斗 9009 佐々木 翔生

7010 奥山 楓也 8010 大澤 凛 9010 高田 光

7011 黒川 航宇 8011 大橋 琉生 9011 田代 裕斗

7012 小関 暖土 8012 大屋 翔希 9012 土屋 侑輝

7013 後藤 楓依 8013 大山 輝向 9013 都鹿野 圭祐

7014 小林 海斗 8014 加藤 優拓 9014 徳山 哲平

7015 近藤 大智 8015 川上 恵生 9015 平田 唯斗

7016 斉藤 大豪 8016 金 稜哲 9016 藤田 黎明

7017 宍倉 大智 8017 黒川 遼宇 9017 藤原 正人

7018 實方 悠生 8018 須崎 聖 9018 本木 颯人

7019 下田 優斗 8019 関 麟太郎 9019 若林 樹

7020 定塚 利心 8020 高橋 泉伎 9020 藁谷 孔也

7021 鈴木 一平 8021 滝本 智丹

7022 鈴木 創万 8022 永野 昇海

7023 タカク マナヤ 8023 林 伶音

7024 千種 元気 8024 林田 悠希

7025 中谷 志優 8025 原 柊太

7026 橋本 凛太郎 8026 二井 智央

7027 比嘉 真浩 8027 星 翔大

7028 平松 希唯 8028 山川 公輔

7029 保科 奏太 8029 山城 佳孝

7030 矢下　弦 8030 山田 将司

7031 山岸 理弥

7032 山澤 蒼太

7033 山田 壮流

7034 山本 慧

7035 山本 篤彦

7036 山本 琉太

7037 若竹 葵礼

7038 和田 乙希

7039 和田 侑磨



♥中1女子 ♥中2女子 ♥中3女子

NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名

7501 和泉 鈴 8501 石崎 みく 9501 大澤 菜々穂

7502 岩谷 采音 8502 市川 暖乃香 9502 岡本 みなみ

7503 榎木 颯月 8503 岩瀬 千朋 9503 佐久間 美幸

7504 大関 奏音 8504 越智 心優 9504 花岡 愛美

7505 尾形 咲穂 8505 久保田 優花 9505 藤井 香名

7506 堺澤 舞香 8506 青海 汐音 9506 船橋 星来

7507 島崎 茉央 8507 高橋 南子 9507 三上 和海

7508 野田 莉緒 8508 蛭田 樹璃 9508 渡部 春雅

7509 長谷川 菜奈 8509 増渕 日菜

7510 牧 花恋 8510 三崎 由唯

7511 宮田 怜奈 8511 山崎 日和

8512 山田 純葉


