
高校生・一般
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
101 山口 ｴﾝﾘｹ重信 やまぐち えんりけしげのぶ 男 15 高1 茅ヶ崎市 184 山口 英司 やまぐち えいじ 男 43 川崎市
102 池田 豪 いけだ ごう 男 16 高1 東京都 185 柴田 康年 しばた やすとし 男 43 横浜市
103 安藤 裕大 あんどう ゆうだい 男 18 高3 静岡県 186 志村 和臣 しむら かずおみ 男 43 埼玉県
104 宮内 朝穂 みやうち あさほ 女 20 鎌倉市 187 宮坂 岳 みやさか がく 男 44 川崎市
105 前川 歩美 まえかわ あゆみ 女 24 横須賀市 188 青山 健 あおやま けん 男 44 東京都
106 冨永 寿乃 とみなが ひさの 女 30 東京都 189 金島 守 かねしま まもる 男 44 栃木県
107 水谷 文子 みずたに あやこ 女 34 川崎市 190 森川 正人 もりかわ まさと 男 44 東京都
108 塚原 清子 つかはら さやこ 女 35 東京都 191 山田 隆宏 やまだ たかひろ 男 44 東京都
109 阿部 あやこ あべ あやこ 女 35 藤沢市 192 岸本 行司 キシモト コウジ 男 45 横浜市
110 千代田 敦子 ちよだ あつこ 女 37 東京都 193 吉田 昌弘 よしだ まさひろ 男 45 東京都
111 濱野 裕明子 ハマノ ユミコ 女 38 横浜市 194 中山 茂 なかやま しげる 男 45 東京都
112 梶山 麻美 かじやま まみ 女 39 秦野市 195 渋井 信治 しぶい しんじ 男 45 埼玉県
113 田坂 浩子 たさか ひろこ 女 40 小田原市 196 川崎 茂 かわさき しげる 男 46 鎌倉市
114 川崎 由香 かわさき ゆか 女 41 鎌倉市 197 中山 誠 なかやま まこと 男 46 東京都
115 大矢 奈津子 おおや なつこ 女 41 藤沢市 198 吉田 崇 よしだ たかし 男 46 相模原市
116 外岡 靖子 とのおか やすこ 女 41 横須賀市 199 河江 伸明 カワエ ノブアキ 男 46 茅ヶ崎市
117 杉岡 佳織 すぎおか かおり 女 42 横浜市 200 中林 博 なかばやし ひろし 男 47 横浜市
118 加藤 千夏 かとう ちなつ 女 42 埼玉県 201 名川 進 ながわ すすむ 男 47 横浜市
119 有賀 友紀子 あるが ゆきこ 女 43 相模原市 202 岡田 浩一 おかだ こういち 男 47 東京都
120 和田 恵 わだ めぐみ 女 44 東京都 203 平出 善男 ひらいで よしお 男 48 藤沢市
121 脇 真由美 わき まゆみ 女 44 横須賀市 204 利谷 知繁 りたに ともしげ 男 48 東京都
122 中山 文子 なかやま あやこ 女 44 東京都 205 佐藤 幸一郎 さとう こういちろう 男 48 平塚市
123 大内 智洋 おおうち ちひろ 男 19 東京都 206 原田 英治 はらだ えいじ 男 48 埼玉県
124 佐藤 和幸 さとう かずゆき 男 36 座間市 207 中田 善康 なかだ よしやす 男 48 横浜市
125 岩原 将文 いわはら まさふみ 男 47 東京都 208 前川 有一朗 まえかわ ゆういちろう 男 48 横須賀市
126 真壁 弘典 まかべ こうすけ 男 19 東京都 209 岩田 信宏 いわた のぶひろ 男 48 横浜市
127 上関 健太郎 かみせき けんたろう 男 19 千葉県 210 村上 英悟 むらかみ えいご 男 49 平塚市
128 藤井 和也 ふじい かずや 男 20 千葉県 211 後藤 元信 ごとう もとのぶ 男 49 茅ヶ崎市
129 敦賀 拓也 つるが たくや 男 25 千葉県 212 稲葉 昌広 いなば まさひろ 男 49 静岡県
130 堀部 聖 ほりべ あきら 男 29 東京都 213 釘尾 成美 くぎお なるみ 男 49 東京都
131 筆谷 康隆 ふでたに やすたか 男 30 東京都 214 小島 嵩弘 こじま たかひろ 男 50 東京都
132 下嶋 優紀夫 しもじま ゆきお 男 30 東京都 215 田島 房好 たじま ふさよし 男 50 東京都
133 岸 智則 きし とものり 男 31 茅ヶ崎市 216 駒田 寿浩 こまた としひろ 男 50 埼玉県
134 泉 慎太郎 いずみ しんたろう 男 31 厚木市 217 小清水 潔 コシミズ キヨシ 男 51 真鶴町
135 大原 庄史 おおはら まさし 男 31 東京都 218 酒井 一宗 さかい かずむね 男 51 東京都
136 小嶋 慎吾 こじま しんご 男 31 東京都 219 櫻山 裕二 さくらやま ゆうじ 男 52 茅ヶ崎市
137 大原 啓史 おおはら ひろし 男 32 東京都 220 重松 史孝 しげまつ ふみたか 男 53 相模原市
138 亀井 健太 カメイ ケンタ 男 33 厚木市 221 加藤 浩一 かとう ひろいち 男 53 千葉県
139 藤原 桂一郎 ふじわら けいいちいろう 男 33 横浜市 222 阿部 功 アベ イサオ 男 53 大和市
140 大迫 徳英 おおさこ のりひで 男 33 茅ヶ崎市 223 坪井 修一 つぼい しゅういち 男 53 大阪府
141 伊藤 義隆 いとう よしたか 男 33 横浜市 224 岩間 一憲 いわま かずのり 男 55 葉山町
142 市川 淳 いちかわ じゅん 男 35 茨城県 225 中嶋 智紀 なかしま とものり 男 56 鳥取県
143 岡 雅知 おか まさとも 男 35 東京都 226 冨田 真明 トミタ マサアキ 男 57 横浜市
144 猿渡 雅宏 さわたり まさひろ 男 35 海老名市 227 日暮 雅夫 ひぐらし まさお 男 65 奈良県
145 山口 登 やまぐち のぼる 男 35 横浜市 228 安室 晴道 ヤスムロ ハルミチ 男 67 横浜市
146 安島 弘太 あじま こうた 男 35 綾瀬市
147 岩澤 裕司 いわさわ ゆうじ 男 35 横須賀市 キッズ１~３年
148 森岡 卓也 もりおか たくや 男 36 海老名市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
149 宮本 淳宇 みやもと あつたか 男 37 東京都 301 後藤 遥香 ごとう はるか 女 6 小1 藤沢市
150 前田 直昭 まえだ なおあき 男 37 小田原市 302 豊川 塔子 とよかわ とうこ 女 6 小1 藤沢市
151 村嶋 芳樹 むらしま よしき 男 37 千葉県 303 中山 心絵 なかやま ここえ 女 6 小1 東京都
152 山田 賢一 ヤマダ ケンイチ 男 38 横浜市 304 厚見 杏 あつみ あんず 女 6 小1 藤沢市
153 小林 潤 こばやし じゅん 男 38 東京都 305 上地 夏帆 かみち なつほ 女 7 小1 横浜市
154 栗本 航 くりもと わたる 男 38 相模原市 306 内田 結日奈 うちだ ゆひな 女 7 小1 横浜市
155 山田 晃嗣 ヤマダ アキツグ 男 38 東京都 307 吉原 藍花 よしはら あいか 女 7 小1 横浜市
156 磯崎 貴史 いそざき たかふみ 男 38 山北町 308 中山 瞳 なかやま ひとみ 女 7 小2 東京都
157 平島 希彦 ひらじま まれひこ 男 39 茅ヶ崎市 309 兼子 萌乃香 かねこ ほのか 女 7 小2 横浜市
158 村木 拓磨 むらき たくま 男 39 大和市 310 角川 都羽紗 つのかわ つばさ 女 7 小2 横浜市
159 松田 慎一朗 マツダ シンイチロウ 男 39 横浜市 311 向 こころ むかい こころ 女 7 小2 横浜市
160 内田 正喜 うちだ まさよし 男 39 横浜市 312 田上 悠菜 たがみ ゆうな 女 8 小2 埼玉県
161 平田 真一郎 ヒラタ シンイチロウ 男 39 東京都 313 伊藤 有理 いとう ゆり 女 8 小2 小田原市
162 安藤 哲史 あんどう てつし 男 40 厚木市 314 吉原 七海 よしはら ななみ 女 8 小2 横浜市
163 玉手 清貴 たまて きよたか 男 40 厚木市 315 豊川 絵子 とよかわ えこ 女 8 小2 藤沢市
164 田尻 健 たじり たけし 男 40 横浜市 316 伊藤 紗妃 いとう さき 女 8 小2 横浜市
165 石川 広親 イシカワ ヒロミ 男 40 静岡県 317 池田 陽早 いけだ そよ 女 8 小2 横浜市
166 阿部 忠順 あべ ただよし 男 40 川崎市 318 山口 乃菜 やまぐち のな 女 8 小2 横浜市
167 佐々木 將 ささき まさる 男 40 茅ヶ崎市 319 親松 遥 おやまつ はるか 女 8 小2 横浜市
168 中嶋 忍 なかじま しのぶ 男 41 横浜市 320 鈴木 真奈 すずき まな 女 8 小3 横浜市
169 鈴木 伸 すずき しん 男 41 横浜市 321 藤田 茉琳香 ふじた まりか 女 8 小3 平塚市
170 菅 浩一郎 すが こういちろう 男 41 川崎市 322 原田 莉圭 はらだ りか 女 8 小3 横浜市
171 遠藤 洋仁 エンドウ ヒロヒト 男 41 開成町 323 北原 怜奈 きたはら れな 女 8 小3 横浜市
172 菊地 崇朗 きくち たかあき 男 41 横浜市 324 和田 彩花 わだ さやか 女 9 小3 東京都
173 梶山 裕一 かじやま ゆういち 男 41 秦野市 325 唐澤 美翔 からさわ みか 女 9 小3 小田原市
174 塚田 恵介 つかだ けいすけ 男 41 相模原市 326 吉原 杏菜 よしはら あんな 女 9 小3 横浜市
175 秋山 隆信 あきやま たかのぶ 男 42 平塚市 327 瀬戸 ちひろ せと ちひろ 女 9 小3 開成町
176 添田 真司 そえだ しんじ 男 42 座間市 328 厚見 梨花 あつみ りんか 女 9 小3 藤沢市
177 小林 正英 こばやし まさひで 男 42 横浜市 329 永池 佑梨 ながいけ ゆり 女 9 小3 東京都
178 鈴木 裕二 すずき ゆうじ 男 42 平塚市 330 平島 匠人 ひらじま たくと 男 6 小1 茅ヶ崎市
179 水谷 武司 みずたに たけし 男 42 東京都 331 水野 優翔 みずの ゆうと 男 6 小1 茅ヶ崎市
180 金城 利也 かねしろ としや 男 42 横浜市 332 松井 幹太 まつい かんた 男 6 小1 茅ヶ崎市
181 菅井 大紀 すがい たいき 男 42 北海道 333 安室 蒼 やすむろ あお 男 6 小1 東京都
182 太田 和宏 おおた かずひろ 男 43 川崎市 334 小西 遼 コニシ リョウ 男 6 小1 横浜市
183 中野 雅孝 なかの まさたか 男 43 千葉県 335 本間 勇造 ほんま ゆうぞう 男 6 小1 東京都



No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
336 池野 叶真 いけの とうま 男 7 小1 大和市 428 伊藤 美波 いとう みなみ 女 12 小6 鎌倉市
337 木崎 遼彦 きざき はるひこ 男 7 小1 大和市 429 櫻井 かりん さくらい かりん 女 12 小6 横浜市
338 大迫 凛太郎 おおさこ りんたろう 男 7 小1 大和市 430 片野 桃花 かたの ももか 女 12 小6 横浜市
339 和田 征大 わだ まさひろ 男 7 小1 東京都 431 笹岡 亜耶乃 ささおか あやの 女 12 小6 相模原市
340 今井 悠人 イマイ ユウト 男 7 小1 東京都 432 伊藤 崇嗣 いとう たかし 男 9 小4 鎌倉市
341 森下 大基 もりした だいき 男 7 小1 東京都 433 石川 智晴 いしかわ ちはる 男 9 小4 横浜市
342 平岡 一心 ひらおか いっしん 男 7 小1 愛知県 434 立田 航大 たつた こうだい 男 9 小4 埼玉県
343 大矢 凱 おおや がい 男 7 小1 藤沢市 435 川端 啓聖 かわばた けいしょう 男 9 小4 茅ヶ崎市
344 原田 陽人 はらだ はると 男 7 小1 埼玉県 436 タカク マナヤ たかく まなや 男 9 小4 栃木県
345 堀内 翔太 ほりうち しょうた 男 7 小1 東京都 437 比嘉 真浩 ひが まさひろ 男 9 小4 静岡県
346 鈴木 青南 すずき せな 男 7 小1 茅ヶ崎市 438 尾頭 海舟 おがしら かいしゅう 男 9 小4 千葉県
347 石川 小次郎 いしかわ こじろう 男 7 小1 東京都 439 角川 翔平 つのかわ しょうへい 男 9 小4 横浜市
348 富田 雄貴 とみた ゆうき 男 7 小1 東京都 440 山本 琉太 やまもと リュウタ 男 10 小4 千葉県
349 藤平 寛己 ふじひら しゅうたろう 男 小1 東京都 441 谷本 智史 たにもと さとし 男 10 小4 横浜市
350 渡邊 秀太 わたなべ しゅうた 男 7 小2 東京都 442 太田 遥斗 おおた はると 男 10 小4 川崎市
351 山本 璃空 やまもと リク 男 7 小2 千葉県 443 澤 祐吾 さわ ゆうご 男 10 小4 横浜市
352 ﾁｬﾄﾞｳｨｯｸ 央利把 ちゃどうぃっく おりばー 男 7 小2 東京都 444 上田 航聖 ウエダ コウセイ 男 10 小4 茅ヶ崎市
353 上田 実槻 うえだ みづき 男 7 小2 茅ヶ崎市 445 西村 龍矢 にしむら たつや 男 10 小4 横浜市
354 平井 康基 ひらい こうき 男 7 小2 平塚市 446 星野 太希 ほしの だいき 男 10 小4 小田原市
355 望月 大樹 もちづき だいき 男 7 小2 山梨県 447 山崎 一吹 やまざき いぶき 男 10 小4 栃木県
356 山口 舜太 ヤマグチ シュンタ 男 7 小2 横浜市 448 小西 慧 コニシ ケイ 男 10 小4 横浜市
357 濱畑 南帆斗 はまはた なおと 男 7 小2 茅ヶ崎市 449 東明 篤輝 シノアキ アツキ 男 10 小4 横浜市
358 山田 涼太 やまだ りょうた 男 7 小2 茅ヶ崎市 450 大上 涼太 おおうえ りょうた 男 10 小4 横浜市
359 渋井 理紀 しぶい まさき 男 7 小2 埼玉県 451 鈴木 真央 すずき まお 男 10 小5 横浜市
360 清水 音弥 しみず おとや 男 7 小2 横浜市 452 青柳 龍斗 あおやぎ りゅうと 男 10 小5 相模原市
361 蓮沼 大遥 はすぬま たいよう 男 7 小2 横浜市 453 伊藤 航 いとう こう 男 10 小5 小田原市
362 新井 智喜 あらい ともき 男 7 小2 横浜市 454 吉田 圭汰 よしだ けいた 男 10 小5 東京都
363 横堀 直希 よこぼり なおき 男 7 小2 小田原市 455 永澤 稜丈 ながさわ りょうた 男 10 小5 千葉県
364 小笠原 輝虎 おがさわら てとら 男 7 小2 埼玉県 456 伊藤 颯汰郎 いとう そうたろう 男 10 小5 横浜市
365 岩原 司龍 いわはら しりゅう 男 8 小2 東京都 457 近藤 慶次 こんどう けいじ 男 10 小5 東京都
366 千代田 勇利 ちよだ ゆうり 男 8 小2 東京都 458 河本 史親仁 カワモト フミト 男 10 小5 横浜市
367 大浦 貫太郎 おおうら かんたろう 男 8 小2 横浜市 459 池田 紋斗 いけだ あやと 男 10 小5 横浜市
368 酒井 脩平 さかい しゅへい 男 8 小2 横浜市 460 山下 脩友 やました しゅうと 男 10 小5 川崎市
369 関 慶允 せき けいすけ 男 8 小2 横浜市 461 仙台 蔵三郎 せんだい くらさぶろう 男 10 小5 東京都
370 浜田 翔衣 はまだ しょうい 男 8 小2 横須賀市 462 渋井 克紀 しぶい かつき 男 11 小5 埼玉県
371 須田 敦也 すだ あつや 男 8 小2 横浜市 463 松本 泰輝 まつもと たいき 男 11 小5 横浜市
372 中山 睦基 なかやま むつき 男 8 小2 横浜市 464 久保 圭太 くぼ けいた 男 11 小6 東京都
373 中村 洸太郎 なかむら こうたろう 男 8 小3 茅ヶ崎市 465 鈴木 大翔 すずき たいと 男 11 小6 川崎市
374 吉田 祥太朗 よしだ しょうたろう 男 8 小3 東京都 466 繁田 凌介 しげた りょうすけ 男 11 小6 横浜市
375 塚田 航大 つかだ こうだい 男 8 小3 相模原市 467 藤田 駒樹 フジタ コマキ 男 11 小6 横浜市
376 加藤 康太 かとう こうた 男 8 小3 川崎市 468 柵木 貴人 ませぎ たかと 男 11 小6 東京都
377 石川 小太郎 いしかわ こたろう 男 8 小3 東京都 469 大浦 賢士郎 おおうら けんしろう 男 11 小6 横浜市
378 桑原 大輔 くわはら だいすけ 男 9 小3 平塚市 470 高見沢 凌介 たかみざわ りょうすけ 男 11 小6 開成町
379 安室 雄二郎 ヤスムロ ユウジロウ 男 9 小3 埼玉県 471 小笠原 快斗 おがさわら かいと 男 11 小6 埼玉県
380 森内 昭公 もりうち あきひろ 男 9 小3 大和市 472 安室 堅一郎 ヤスムロ ケンイチロウ男 12 小6 埼玉県
381 村木 大河 むらき たいが 男 9 小3 大和市 473 安齋 天漢 あんざい てんが 男 12 小6 横浜市
382 村岡 龍一 むらおか りゅういち 男 9 小3 横浜市 474 北尾 大河 きたお たいが 男 12 小6 東京都
383 平岡 大志 ひらおか たいし 男 9 小3 愛知県 475 鈴木 優太 すずき ゆうた 男 12 小6 東京都
384 末松 洋祐 すえまつ ようすけ 男 9 小3 横浜市 476 大柴 雄翼 おおしば ゆうき 男 12 小6 横浜市
385 杉本 敬 すぎもと けい 男 9 小3 横浜市 477 榎本 響亮 えのもと きょうすけ 男 12 小6 横浜市
386 菊地 凰介 きくち おうすけ 男 9 小3 横浜市 478 末松 拓海 すえまつ たくみ 男 12 小6 横浜市
387 仙台 怜大 せんだい れお 男 9 小3 東京都 479 細井 駿佑 ほそい しゅんすけ 男 12 小6 横浜市
388 服部 蓮 はっとり れん 男 9 小3 鎌倉市

ジュニア
キッズ４~６年 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県

No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県 501 田渕 美春 タブチ ミハル 女 12 中1 東京都
401 中嶋 香菜子 なかじま かなこ 女 9 小4 横浜市 502 原田 有彩 はらだ ありさ 女 12 中1 横浜市
402 田坂 優人 たさか うめ 女 9 小4 小田原市 503 脇 泳美 わき えいみ 女 13 中1 横須賀市
403 北尾 杏樹 きたお あんじゅ 女 9 小4 東京都 504 戸井田 未来 といだ みく 女 13 中1 横浜市
404 田渕 美聡 タブチ ミサト 女 9 小4 東京都 505 山内 渚 やまうち なぎさ 女 13 中1 東京都
405 松本 彩希 まつもと さき 女 9 小4 小田原市 506 近藤 恵 こんどう めぐ 女 13 中2 東京都
406 高部 穂波 たかべ ほなみ 女 9 小4 静岡県 507 中山 彩理香 なかやま さりか 女 14 中2 東京都
407 望月 星空 もちづき とすか 女 9 小4 静岡県 508 稲延 夢元 いなのべ むげん 男 12 中1 栃木県
408 大矢 奈宝 おおや なほ 女 9 小4 藤沢市 509 山口 陽司 やまぐち ようじ 男 13 中1 川崎市
409 山田 ひより やまだ ひより 女 9 小4 茅ヶ崎市 510 篠原 新史 しのはら あらし 男 13 中1 横須賀市
410 水野 桃佳 みずの ももか 女 10 小4 茅ヶ崎市 511 タカク チヒロ たかく ちひろ 男 13 中2 栃木県
411 山口 小百合 やまぐち さゆり 女 10 小4 茅ヶ崎市 512 倉鹿野 巧 クラガノ タクミ 男 13 中2 横浜市
412 辻本 小夏 つじもと こなつ 女 10 小4 横浜市 513 高見沢 健太 たかみざわ けんた 男 14 中2 開成町
413 渡邊 心晴 わたなべ みき 女 10 小4 平塚市 514 福原 幸成 ふくはら こうせい 男 14 中3 相模原市
414 新田 和 にった のどか 女 10 小5 東京都 515 大内 佳志 おおうち かいし 男 15 中3 東京都
415 はい島 麦歩 はいしま むぎほ 女 10 小5 横浜市 516 讓原 楓 ゆずりはら かえで 男 15 中3 小田原市
416 親松 美咲 おやまつ みさき 女 10 小5 横浜市
417 大山 和奏 おおやま わかな 女 10 小5 千葉県
418 高部 春菜 たかべ はるな 女 11 小5 静岡県
419 望月 南空 もちづき なすか 女 11 小5 静岡県
420 山口 祈良 ヤマグチ キラ 女 11 小5 横浜市
421 池田 暖望 いけだ ほのみ 女 11 小5 東京都
422 小堺 優奈 こざかい ゆうな 女 11 小5 横浜市
423 石川 はな いしかわ はな 女 11 小5 東京都
424 辻本 楓乃 つじもと かやの 女 11 小6 横浜市
425 川崎 梨紗 かわさき りさ 女 11 小6 鎌倉市
426 筒木 杏 つつき あんず 女 11 小6 東京都
427 水谷 彩葉 みずたに いろは 女 11 小6 東京都



トラガール
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
551 西木 規恵 さいき のりえ 女 24 東京都 664 古原 悠真 こはら ゆうま 男 5 鎌倉市
552 小島 理央 こじま りお 女 24 東京都 665 石井 大智 いしい だいち 男 5 東京都
553 小野寺 寿枝 おのでら ひさえ 女 32 横浜市 666 真野 きらり まの きらり 男 5 埼玉県
554 菅井 史 すがい ちか 女 32 北海道 667 塚田 悠翔 つかだ ゆうと 男 5 東京都
555 永持 伸子 ながもち のぶこ 女 36 東京都 668 柴田 凉志 しばた りょうじ 男 5 横浜市
556 兜森 綾子 かぶともり あやこ 女 37 東京都 669 西山 輝音 にしやま ぎいと 男 5 茅ヶ崎市
557 村木 妃里 むらき めり 女 38 大和市 670 川崎 航 かわさき わたる 男 5 鎌倉市
558 荻原 敦子 おぎはら あつこ 女 39 横浜市 671 大矢 馳 おおや はせる 男 5 藤沢市
559 京谷 美紀 きょうたに みき 女 39 藤沢市 672 座間 皓太郎 ざま こうたろう 男 5 横浜市
560 筒木 忍 つつき しのぶ 女 39 東京都 673 小笠原 慶侍 おがさわら けいじ 男 5 埼玉県
561 清水 香織 しみず かおり 女 42 横浜市 674 安島 圭佑 あじま けいすけ 男 5 綾瀬市
562 山内 光 やまうち ひかり 女 43 東京都 675 田上 遼佑 たがみ りょうすけ 男 6 埼玉県
563 浪方 竹葉 なみかた たけは 女 43 横浜市 676 亀村 理太郎 かめむら りたろう 男 6 横浜市
564 浦野 万里子 うらの まりこ 女 44 川崎市 677 鈴木 理久 すずき りく 男 6 東京都
565 佐藤 澄子 さとう すみこ 女 48 東京都 678 添田 龍ノ介 そえだ りゅうのすけ 男 6 座間市
566 大和 典子 やまと のりこ 女 49 横浜市 679 広方 駿 ひろかた しゅん 男 6 川崎市
567 重松 美智子 しげまつ みちこ 女 51 相模原市 680 石井 源 いしい みなと 男 6 藤沢市

681 青山 麟太郎 あおやま りんたろう 男 6 東京都
ちびっこファミリー 682 森岡 歓太 もりおか 歓太 男 6 海老名市

No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県 683 山田 以呂波 やまだ いろは 男 6 東京都
601 平山 美琴 ひらやま みこと 女 1 横浜市 684 越智 善ノ介 オチ ゼンノスケ 男 6 藤沢市
602 安室 藍 やすむろ らん 女 3 東京都 685 服部 凌 はっとり りょう 男 6 鎌倉市
603 松本 璃奈 まつもと りな 女 3 小田原市 686 佐藤 湧太 さとう ゆうた 男 6 鎌倉市
604 内田 里優 うちだ りゆ 女 3 横浜市 687 岡村 蒼介 おかむら そうすけ 男 6 鎌倉市
605 今井 心遥 いまい こはる 女 3 東京都
606 塚田 陽葵 つかだ ひまり 女 3 相模原市 スイムエンデューロA
607 成田 伊吹 なりた いぶき 女 4 東京都 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
608 永持 茉音 ながもち まいん 女 4 東京都 1 難波 麻由美 なんば あゆみ 女 27 東京都
609 有賀 朱紀 あるが とき 女 4 相模原市 2 阿井 妃呂美 あい ひろみ 女 43 静岡県
610 市川 浬央 いちかわ りお 女 4 茨城県 3 大内 智洋 おおうち ちひろ 男 19 東京都
611 亀井 さくら かめい さくら 女 4 厚木市 4 宮川 敏哉 みやがわ としや 男 38 埼玉県
612 大迫 果凛 おおさこ かりん 女 4 大和市 5 大岸 健治 おおきし けんじ 男 40 東京都
613 森内 美月 もりうち みづき 女 4 大和市 6 有賀 秀典 あるが ひでのり 男 47 相模原市
614 大岡 美登 おおおか みどり 女 4 平塚市 7 茂木 智 もてぎ さとし 男 48 埼玉県
615 渡辺 葵 わたなべ あおい 女 4 東京都
616 尾羽 和奏 おば わかな 女 4 平塚市 スイムエンデューロB
617 土屋 心暖 つちや こはる 女 4 茅ヶ崎市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
618 力石 翔音 ちからいし かのん 女 4 中井町 11 髙見澤 かおり たかみざわ かおり 女 52 相模原市
619 塚越 柚衣 つかごし ゆい 女 4 横浜市 12 山田 たまき やまだ たまき 女 59 愛川町
620 田村 和奏 たむら わかな 女 4 寒川町 13 植林 康弘 うえばやし やすひろ 男 39 座間市
621 鈴木 美波 すずき みなみ 女 4 茅ヶ崎市 14 永池 博之 ながいけ ひろゆき 男 43 東京都
622 山田 比歩未 ヤマダ ヒフミ 女 4 東京都 15 青木 高志 アオキ タカシ 男 45 川崎市
623 柴田 柑南 しばた かんな 女 4 川崎市 16 足田 尚人 あしだ なおひと 男 47 相模原市
624 石川 珠実 いしかわ たまみ 女 5 横浜市 17 宮崎 友孝 みやざき ともたか 男 49 川崎市
625 小林 美遥 こばやし みはる 女 5 横浜市 18 山田 貢 やまだ みつぐ 男 63 愛川町
626 永山 栞 ながやま しおり 女 5 開成町
627 村木 玲菜 むらき れな 女 5 大和市 スイムエンデューロC
628 吉田 有良 よしだ ゆら 女 5 東京都 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
629 濱野 史織 はまの しおり 女 5 横浜市 21 原田 有彩 はらだ ありさ 女 12 中1 横浜市
630 宮浦 咲空 みやうら さく 女 5 横浜市 22 佐藤 良子 サトウ リョウコ 女 43 相模原市
631 栗本 環 くりもと たまき 女 5 相模原市 23 脇 真由美 わき まゆみ 女 44 横須賀市
632 水谷 朱璃 みずたに あかり 女 5 東京都 24 森 圭子 もり けいこ 女 50 相模原市
633 山口 梨花 やまぐち りか 女 5 横浜市 25 中村 久実 なかむら くみ 女 58 座間市
634 加藤 菜々子 かとう ななこ 女 5 川崎市 26 大内 佳志 おおうち かいし 男 15 中3 東京都
635 新井 珠実 あらい たまみ 女 5 横浜市 27 佐藤 和幸 さとう かずゆき 男 36 座間市
636 松本 琴子 まつもと ことこ 女 5 横浜市 28 田村 昌義 たむら まさよし 男 43 寒川町
637 伊藤 由佳 いとう ゆか 女 5 横浜市 29 岩原 将文 いわはら まさふみ 男 47 東京都
638 千代田 衣利那 ちよだ いりな 女 6 東京都 30 佐藤 政人 さとう まさと 男 52 横浜市
639 立田 玲奈 たつた れいな 女 6 埼玉県
640 山梨 峰央 やまなし ねお 女 6 静岡県 スイムエンデューロD
641 濱畑 帆花 ハマハタ ホノカ 女 6 茅ヶ崎市 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県
642 稲田 はに甫 いなだ はにほ 男 1 横浜市 31 宮川 愛梨 みやがわ あいり 女 7 小2 埼玉県
643 佐藤 結人 さとう ゆいと 男 2 座間市 32 樋口 瑠華 ひぐち るか 女 7 小2 相模原市
644 岡 拓穂 おか たくほ 男 2 東京都 33 親松 遥 おやまつ はるか 女 8 小2 横浜市
645 亀井 健新 かめい けんしん 男 2 厚木市 34 原田 莉圭 はらだ りか 女 8 小3 横浜市
646 ｽｷｰﾂ 慈英 スキーツ ジエイ 男 2 横浜市 35 永池 佑梨 ながいけ ゆり 女 9 小3 東京都
647 京谷 優吾 きょうたに ゆうご 男 2 藤沢市 36 岩原 司龍 いわはら しりゅう 男 8 小2 東京都
648 小林 優 こばやし ゆう 男 2 東京都 37 塚田 航大 つかだ こうだい 男 8 小3 相模原市
649 明村 太陽 あけむら たいよう 男 3 小田原市 38 末松 洋祐 すえまつ ようすけ 男 9 小3 横浜市
650 丸橋 聡介 まるばし そうすけ 男 3 川崎市 39 渡邊 心晴 わたなべ みき 女 10 小4 平塚市
651 久保 完太 くぼ かんた 男 4 東京都 40 新田 和 にった のどか 女 10 小5 東京都
652 青柳 由羅 あおやぎ ゆら 男 4 相模原市 41 親松 美咲 おやまつ みさき 女 10 小5 横浜市
653 森下 智哉 もりした ともや 男 4 東京都 42 山下 ゆりあ やました ゆりあ 女 10 小4 二宮町
654 京谷 泰希 きょうたに たいき 男 4 藤沢市 43 川崎 梨紗 かわさき りさ 女 11 小6 鎌倉市
655 蓑口 碧海 みのぐち あおみ 男 4 東京都 44 松本 泰輝 まつもと たいき 男 11 小5 横浜市
656 竹野 佑星 たけの ゆうせい 男 4 東京都 45 高見沢 凌介 たかみざわ りょうすけ 男 11 小6 開成町
657 濱田 莉央 はまだ りお 男 4 大阪府 46 大浦 賢士郎 おおうら けんしろう 男 11 小6 横浜市
658 菅野 太壱 かんの たいち 男 4 東京都 47 末松 拓海 すえまつ たくみ 男 12 小6 横浜市
659 今村 陸人 いまむら りくと 男 4 小田原市 48 脇 泳美 わき えいみ 女 13 中1 横須賀市
660 岡田 秀翔 おかだ しゅうと 男 4 横浜市 49 中山 彩理香 なかやま さりか 女 14 中2 東京都
661 越智 進太郎 オチ シンタロウ 男 4 藤沢市
662 坪井 飛来 つぼい とらい 男 4 大阪府
663 坪井 飛利 つぼい あすり 男 4 大阪府


