
№ 氏　名 フリガナ № 氏　名 フリガナ
1 芹田佳樹 セリタヨシキ 1 竹上和香 タケガミノドカ

2 岩本尚起 イワモトナオキ 2 松岡千夏 マツオカチナツ

3 近藤龍斗 コンドウリュウト 3 谷本尚子 タニモトナオコ

4 杉本涼 スギモトリョウ 4 小川蘭 オガワラン

5 小川汰賀 オガワタイガ 5 高田彩弥音 タカダアヤネ

6 髙橋佳希 タカハシヨシキ 6 松本真侑 マツモトマユ

7 小林圭 コバヤシケイ 7 三原千廣 ミハラチヒロ

8 山地恭平 ヤマジキョウヘイ 8 伊藤七海 イトウナナミ

9 安藤百次郎 アンドウモモジロウ 9 豊田桜子 トヨタサクラコ

10 豊田総士 トヨタソウシ 10 市原すみれ イチハラスミレ

11 福家碧斗 フケアオト 11 戸田梓乃 トダシノ

12 西園桜也 ニシゾノオウヤ 12 荻田悠希 オギタユウキ

13 角道紀文 カクドウノリフミ 13 村田乃亜 ムラタ　ダイア

14 筒井健心 ツツイケンシン 14 小野新生 オノニイナ

15 藤原将吾 フジワラショウゴ 15 松岡夏未 マツオカナツミ

16 田中崚太 タナカリョウタ 16 大須賀三咲 オオスガミサキ

17 小田修平 オダシュウヘイ 17 多田愛来 タダアイナ

18 曽川知樹 ソガワトモキ 18 石川梨乃 イシカワリノ

19 大平拓真 オオヒラタクマ 19 坂本愛実 サカモトアミ

20 君羅優 キミラユウ 20 寺田爽月 テラタサツキ

21 東野恒紀 ヒガシノコウキ 21 中山穂香 ナカヤマホノカ

22 釜野就斗 カマノシュウト 22 前田遥香 マエダハルカ

23 藤田隼輔 フジタシュンスケ 23 藤田紗季 フジタサキ

24 宮崎広太郎 ミヤザキコウタロウ 24 金倉彩菜 カナクラアヤナ

25 桜井颯一郎 サクライソウイチロウ 25 和泉優海 イズミユウミ

26 後藤紀輝 ゴトウノリキ 26 和泉七海 イズミナナミ
27 伊藤亘輝 イトウコウキ 27 勝田明音 カツタアカネ
28 池田俊介 イケダシュンスケ 28 佐野百歌 サノモモカ
29 池永陸 イケナガリク 29 菅谷実名子 スガヤミナコ
30 岩崎恭平 イワサキキョウヘイ 30 髙畑幸奈 タカバタケユキナ
31 岩崎萌 イワサキハジメ 31 谷脇真悠 タニワキマユ
32 岡勇樹 オカユウキ 32 林二千香 ハヤシニチカ
33 岡田汐音 オカダシオン 33 藤本夏維 フジモトカスミ
34 岡田智紀 オカダトモキ 34 森智奈子 モリチナコ
35 片岡絢成 カタオカアヤセ 35 北村愛花 キタムラマナカ
36 白川玲緒 シラカワレオ

37 水野皓介 ミズノコウスケ

38 冨永怜志 トミナガレイジ

39 西岡慶亮 ニシオカケイスケ

40 西櫻航琉 ニシザクラワタル

41 幡多湧也 ハタユウヤ

42 久米遼太 クメリョウタ

43 藤本裕吏 フジモトユウリ

44 船岡航輝 フナオカコウキ

45 法兼竜太 ノリカネリュウタ

46 細川雄也 ホソカワユウヤ

47 堀井健生 ホリイヤスノリ

48 堀井康平 ホリイコウヘイ

49 宮田裕大 ミヤタユウダイ

50 安田光牙 ヤスダコウガ

51 山岡仁巳 ヤマオカヒトシ

52 渡邊大勢 ワタナベタイセイ

53 我部竜太 ガベリョウタ

中学生以下男子 中学生以下女子
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№ 氏　名 フリガナ № 氏　名 フリガナ
1 新居岳士 アライタケシ 1 芹田七海 セリタナナミ

2 長谷友樹 ハセトモキ 2 中村夏南 ナカムラカナミ

3 高田航太郎 タカダコウタロウ 3 山田琴美 ヤマダコトミ

4 高田湧一朗 タカダユウイチロウ 4 中川結衣 ナカガワユイ

5 鈴木雄大 スズキユウダイ 5 丸岡怜美 マルオカレミ

6 鈴木大遥 スズキタイヨウ 6 山本采奈 ヤマモトアヤナ

7 楠波琉音 クスノキハルト 7 大林舞 オオバヤシマイ

8 二條昂佑 ニジョウコウスケ 8 大平一花 オオヒライチカ

9 村上慈英 ムラカミジエイ 9 市原小梅 イチハラコウメ

10 植野智湧 ウエノチユウ 10 戸田莉生 トダリオ

11 高田晴貴 タカタハルキ 11 北岡沙和子 キタオカサワコ

12 北岡伸一朗 キタオカシンイチロウ 12 鍛治夏希 カジナツキ

13 野坂桜太 ノサカオウタ 13 高原萌乃 タカハラモエノ

14 東野光祐 ヒガシノコウスケ

15 藤田真叶 フジタマナト

16 村上喬 ムラカミキョウ

小学生以下男子 小学生以下女子
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