♠小１男子
NO

♠小2男子
氏名

NO

氏名

NO

氏名

1001 Johnston Vegas

2001 ABSOUS Clement

2041 角田 頼武

1002 Williamson Eliot

2002 デラピエトラ マテオ

2042 戸村 空汰

1003 相川 義志彦

2003 青柳 由羅

2043 中村 暖輝

1004 石井 陽斗

2004 池田 直人

2044 野口 湊一朗

1005 石掛 善地

2005 石掛 大馳

2045 野田 琉生

1006 石川 竜大

2006 石原 優斗

2046 濱道琉太

1007 稲 寛太

2007 和泉 群

2047 林 新斗

1008 内山 倖太朗

2008 井上 大輔

2048 平野 大和

1009 小川 𣳾知

2009 今泉 和真

2049 廣瀬 立

1010 小澤 友弘

2010 上野 竜輝

2050 前田 悠晴

1011 小野澤 柊二

2011 植村 俊翔

2051 三浦 晴海

1012 神谷 創悦

2012 内川 陸

2052 三木 睦登

1013 菅野 太壱

2013 大木 心

2053 宮城 太誓

1014 菊江 諒成

2014 大久保 柾

2054 山木 哉

1015 木村 蕾翔

2015 大隈 時成

2055 渡辺 憲伸

1016 小林 拓海

2016 大島 耀

1017 紺野 武琉

2017 大野 崇和

1018 柴本 大夢

2018 大道 修造

1019 渋沢 慎太郎

2019 岡 涼太郎

1020 城石 湊

2020 岡田 昊大

1021 菅谷 逢希

2021 小竹 誠治

1022 杉澤 真也

2022 越智 亮太郎

1023 菅原昊志

2023 菊地 虎太郎

1024 仙田 崇悟

2024 木村 早太

1025 高巣 健太

2025 熊谷 健太

1026 田島 尚樹

2026 熊野 瑠一

1027 田中 晴

2027 黒見 凌生

1028 坪原 陽太朗

2028 児玉 昊汰

1029 戸谷 亮斗

2029 小林 帆駈

1030 永浦 心優

2030 今野 颯也

1031 中尾 レン

2031 重田 将希

1032 中溝 正人

2032 須田 裕大

1033 橋本 天

2033 関 兼二郎

1034 比田井 斎

2034 高橋 晄

1035 平山 悠

2035 高橋 大也

1036 堀内 大地

2036 竹牟禮 光太郎

1037 三沢

2037 田中 新

天士

1038 山口 虎太郎

2038 田中 悠人

1039 吉田 直樹

2039 田中 祐人

1040 若松 慶

2040 谷 将吾

♠小3男子
NO

氏名

NO

氏名

NO

氏名

3001 Bentley Thomas

3041 佐藤 匠

3081 村井 翔悟

3002 Palmer Matthew

3042 芝野 夏

3082 村田 瑞樹

3003 ウォルバーグ 彪悟

3043 島尾 亮太

3083 望月 瑛太

3004 碧山 悠夏

3044 菅田 馨

3084 森下 慶也

3005 浅井 彗音

3045 菅谷 蓮

3085 森田 研吾

3006 浅沼 佳吾

3046 杉澤 優也

3086 森本 将太

3007 雨宮 由幸

3047 杉本 悠朔

3087 諸橋 立海

3008 新井 伸宙

3048 大本 寿以喜

3088 諸持 一光

3009 新井 陽大

3049 タカク ユイト

3089 山川 朔太朗

3010 新谷 蓮人

3050 田上 遼佑

3090 湯井 修大

3011 石川 優梧

3051 高家 大地

3091 吉田 大晴

3012 石田 瑛章

3052 田代 康晴

3092 吉田 祐輝

3013 泉屋 吉希

3053 田中 悠月

3093 和田 地央

3014 板井 良太

3054 田中 伶

3094 渡部 琥太郎

3015 伊東 佳悟

3055 田村 陽喜

3016 岩切 志樹

3056 千葉 優樹

3017 内山 眞之介

3057 露嵜 伸之輔

3018 大島 歩夢

3058 外川 大和

3019 太田 悠木

3059 中辻 晴己

3020 小田切 漱佑

3060 中村 幸太郎

3021 小野 誉

3061 清水 壮弥

3022 小俣 直也

3062 西崎 大貴

3023 柏村 隼斗

3063 西間木 洸太朗

3024 片方 拓海

3064 野中 俊之介

3025 加納 康平

3065 羽田 悠将

3026 上村 奏太

3066 原田 慎一

3027 神谷 毅仁

3067 平野 弘騎

3028 河原崎 拓水

3068 広方 駿

3029 桐山 孔志

3069 福田 葉音

3030 楠見 蘭

3070 福西 陽介

3031 久保田 啓太

3071 舟根 慧

3032 久保田 智貴

3072 細井 渚吾

3033 久保田 漣

3073 堀田 駿哉

3034 黒崎 太陽

3074 町野 永宜

3035 黒瀬 諭一朗

3075 松木 琉晟

3036 小島 晴真

3076 松本 大輝

3037 五味川 颯太

3077 丸山 堅太郎

3038 斉藤 優斗

3078 三木 湧陽

3039 笹目 虎太郎

3079 三穂 敬

3040 佐藤 圭悟

3080 向江 慶純

♠小4男子
NO

氏名

NO

氏名

4001 McMaster Jay

4041 佐藤 裕心

4002 Petrides Christian

4042 重田 悠斗

4003

Santiago Cabrera Paulse

4043 宍倉 侑樹

4004

William Martin-Jenkins

4044 白石 羚雄

4005 デラピエトラ ニコラ

4045 須崎 和

4006 ロー タイラー

4046 砂山 光起

4007 ロバーツ 舵安志

4047 高田 優輝

4008 新井 信之介

4048 高橋 悠

4009 飯田 峻太朗

4049 武田 将志

4010 飯塚 嵐

4050 田島 綾人

4011 飯野 敬太

4051 田中 陽

4012 石井 倫弥

4052 月見里 櫂

4013 石川 太郎

4053 冨野 絆翔

4014 石原 拓磨

4054 豊嶋 曉

4015 石渡 大貴

4055 内藤 裕心

4016 井部 隆

4056 中尾 ケン

4017 岩松 紘

4057 中島 悠太

4018 薄井 亮佑

4058 西詰 世彬

4019 大槻 岳澄

4059 濱田 翔太

4020 岡田 啓吾

4060 林 勇輝

4021 小川 颯太

4061 比田井 基

4022 筬島 大貴

4062 平井 陽

4023 小野 宣長

4063 平澤 和磨

4024 垣原 弘明

4064 平野 悠人

4025 加藤 心暖

4065 古澤 創

4026 金山 幸暉

4066 牧 蒼太

4027 神谷 大成

4067 牧野 廉士

4028 川棚 源喜

4068 政木 一志

4029 河村 雄斗

4069 松川 大空

4030 菊地 一真

4070 水谷 悠平

4031 北川 晄蘭

4071 皆川 輝太朗

4032 北村 健人

4072 箕輪 優乙

4033 黒見 泰生

4073 村井 悠朔

4034 後藤 優周

4074 森 桜斗

4035 小林 賢弥

4075 矢野 萩祐

4036 小松崎 蒼空

4076 山澤 斗眞

4037 三枝 俊太郎

4077 山下 俊一郎

4038 坂手 悠真

4078 横川 渉

4039 佐藤 遥

4079 若竹 慶育

4040 佐藤 結希

4080 若松 蓮

♠小5男子
NO

氏名

NO

氏名

5001 Firman Kaia

5041 中山 寛太

5002 wilson noah

5042 名取 龍希

5003 ザン 愁真アレックス

5043 林 孝翼

5004 チャドウィック 央利把

5044 西川 悠介

5005 池田 煌太郎

5045 藤本 晃樹

5006 池田 隼矢

5046 古川 碧

5007 池田 丞

5047 前川 裕人

5008 伊笹 孝

5048 松澤 伸太朗

5009 石橋 直久

5049 松原 穣

5010 石渡 一貴

5050 三浦 奏真

5011 伊東 直輝

5051 三輪田 幸兜

5012 上田 真太郎

5052 宮城 和生

5013 伊東 文仁

5053 村岡 聖仁

5014 大久保 樹

5054 森下 翔太

5015 大野 隼和

5055 山田 雄大

5016 北村 彰一

5056 山本 璃空

5017 加瀬 大翔

5057 吉田 光来

5018 金 壮道
5019 木村 龍之介
5020 紺野 一哉
5021 久保田 大翔
5022 斎藤 健
5023 権瓶 ルーカス音生
5024 佐藤 鵬仁
5025 下 大裕
5026 鈴木 秀鳳
5027 白木 正太郎
5028 関 慶允
5029 平 健誠
5030 田口 桜子
5031 高野 克己
5032 田代 悠晴
5033 田中 昊太
5034 田村 優喜
5035 茶谷 秀羽
5036 塚本 貞剛
5037 角田 琉海
5038 筒井 和
5039 直江 城太朗
5040 中本 純平

♠小6男子
NO

氏名

NO

氏名

6001 MacKinlay Alexander

6041 中村 唯真

6002 相﨑 隆成

6042 新谷 啓

6003 青木 聡哉

6043 丹羽 優陽

6004 青木 伯

6044 根本 想良

6005 浅沼 優人

6045 羽田 武留

6006 板井 雄太

6046 畑 祐太郎

6007 遠藤 智輝

6047 服部 龍之介

6008 大島 拓人

6048 原 維吹樹

6009 大野 真広

6049 原田 嵩士

6010 大山 波琉

6050 日隈 良映

6011 小川 永瑚

6051 平田 拓夢

6012 風間 大和

6052 廣門 建護

6013 片岡 遼哉

6053 細谷 幹大

6014 加藤 鷲一

6054 松井 亮汰

6015 加藤 龍之介

6055 松田 八継

6016 金澤 逞

6056 本木 蔵人

6017 川口 颯大

6057 森内 昭公

6018 川棚 一彩

6058 守屋 岳朗

6019 北川 零琉

6059 山崎 雄大

6020 木下 虎拓

6060 山本 隼

6021 金 稜星

6061 横田 煌季

6022 倉本 倫太郎

6062 吉澤 太賀

6023 栗田 希望
6024 河野 総一郎
6025 小島 欣也
6026 小瀧 佑太
6027 小林 晄己
6028 今野 友翔
6029 斉藤 大樹
6030 坂口 龍之介
6031 佐俣 洸希
6032 嶋崎 亮我
6033 須崎 凱
6034 須田 晃介
6035 関谷 さくら
6036 田覚 新太
6037 高橋 翔
6038 土屋 昊大
6039 土屋 拓斗
6040 中條 樹

