
8月9日現在中学1年　男子 中学2年　男子 中学3年　男子

NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名

7001 相﨑 隆成 8001 荒木 滉生 9001 青井 巧馬

7002 青井 慈英 8002 石田 隆真 9002 青柳 龍斗

7003 石川大雅 8003 磯部 鑑セス 9003 荒川 翔太

7004 板井 雄太 8004 伊藤 大和 9004 池田 翼

7005 伊藤 忠勝 8005 遠藤瑛太 9005 井坂 佳亮

7006 Volkov Alex 8006 大石 拳誠 9006 市川 直親

7007 大島 拓人 8007 大竹 柊斗 9007 大橋 琉生

7008 大山 波琉 8008 大室 杏夢 9008 大山 輝向

7009 風間 大和 8009 奥山 楓也 9009 小野 透

7010 加藤鷲一 8010 落合 康生 9010 勝木 靖

7011 金 稜星 8011 上條 琉聖 9011 金 稜哲

7012 熊谷 一志 8012 木村 絢斗 9012 黒川 遼宇

7013 倉本倫太郎 8013 黒川 航宇 9013 坂上 悠基

7014 河野 総一郎 8014 小関 暖土 9014 須崎 聖

7015 小林 晄己 8015 小林 海斗 9015 関 麟太郎

7016 斉藤 大樹 8016 近藤 大智 9016 竹本 侑士

7017 佐藤 秀優 8017 斉藤大豪 9017 永野 昇海

7018 重信 真登 8018 實方 悠生 9018 林田 悠希

7019 須崎 凱 8019 下田 優斗 9019 へファー 竜敏

7020 田覚 新太 8020 定塚 利心 9020 星 翔大

7021 土屋 拓斗 8021 鈴木 一平 9021 山田 将司

7022 中條 樹 8022 竹本 航士

7023 七枝 直 8023 田村 和也

7024 長谷川 大貴 8024 千種 元気

7025 畑 祐太郎 8025 茶木 輝夏太

7026 原 維吹樹 8026 中谷 志優

7027 樋口 碧生 8027 西村 聡太

7028 藤崎 太一 8028 初鹿 隼也

7029 槇勇人 8029 比嘉 真浩

7030 松井 亮汰 8030 平松 希唯

7031 MacKinlay Alec 8031 古田 元基

7032 水村 匠 8032 矢下 弦

7033 本木 蔵人 8033 山澤 蒼太

7034 森内 昭公 8034 山田 壮流

7035 山下 龍 8035 山本 慧

7036 横田 煌季 8036 若竹 葵礼

8037 和田 乙希

8038 和田 侑磨



8月9日現在中学1年　女子 中学2年　女子 中学3年　女子

NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名

7501 網倉 佐紀 8501 岩谷 采音 9501 石橋 朝香

7502 新井 ほたる 8502 大関 奏音 9502 市川 暖乃香

7503 北岡 マリア 8503 島崎 茉央 9503 岩瀬 千朋

7504 齋藤 椛凛 8504 関口 亜理沙 9504 甲斐 彩花

7505 作山 詩音 8505 津田 彩乃 9505 清水 葵

7506 佐々木 麻瑚 8506 野田 莉緒 9506 蛭田 樹璃

7507 佐藤 環 8507 長谷川 菜奈 9507 増渕 日菜

7508 関口 花 8508 林 愛望 9508 三崎 由唯

7509 高家 華 8509 牧 花恋 9509 山田 純葉

7510 竹中 希春 8510 松岡 鈴奈 9510 原田 朱莉

7511 冨沢 和香 8511 宮田 怜奈

7512 林田 青空

7513 原田 莉圭

7514 へファー 華

7515 本間心陽

7516 松清 日万莉

7517 松本 彩芭

7518 水谷 彩奈

7519 山本衣良


