
種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

高校生の部 12:00，13:20、決勝 101 近藤 恵 こんどう めぐ 女 15 高校1年 東京都
高校生の部 12:00，13:20、決勝 102 植草 海斗 うえくさ かいと 男 15 高校1年 横浜市
一般の部 12:00，13:20、決勝 103 安室 晴道 やすむろ はるみち 男 69 横浜市
一般の部 12:00，13:20、決勝 104 岸 正彦 きし まさひこ 男 55 藤沢市
一般の部 12:00，13:20、決勝 105 鈴木 哲太郎 すずき てつたろう 男 43 東京都
一般の部 12:00，13:20、決勝 106 中嶋 智紀 なかじま とものり 男 58 鳥取県
一般の部 12:00，13:20、決勝 107 永堀 悟 ながほり さとる 男 32 横浜市
一般の部 12:00，13:20、決勝 108 亀井 健太 かめい けんた 男 35 厚木市
一般の部 12:00，13:20、決勝 109 渋井 信治 しぶい しんじ 男 47 埼玉県
一般の部 12:00，13:20、決勝 110 阿部 功 あべ いさお 男 55 大和市
一般の部 12:00，13:20、決勝 111 大澤 敏智 おおさわ としのり 男 50 川崎市
一般の部 12:00，13:20、決勝 112 藤本 徳正 フジモト ノリマサ 男 47 川崎市
一般の部 12:00，13:20、決勝 113 岸 智則 きし とものり 男 33 茅ヶ崎市
一般の部 12:00，13:20、決勝 114 宮川 岳晴 みやがわ たけはる 男 49 千葉県
一般の部 12:00，13:20、決勝 115 宮川 順子 みやがわ よりこ 女 44 千葉県
一般の部 12:00，13:20、決勝 116 野口 之男 のぐち ゆきお 男 37 埼玉県
一般の部 12:00，13:20、決勝 117 橋本 寿夫 はしもと としお 男 47 埼玉県
一般の部 12:00，13:20、決勝 118 山田 敏明 やまだ としあき 男 29 茅ヶ崎市
一般の部 12:00，13:20、決勝 119 中村 亮平 なかむら りょうへい 男 29 大和市
一般の部 12:10，13:30、決勝 121 村嶋 芳樹 むらしま よしき 男 39 千葉県
一般の部 12:10，13:30、決勝 122 佐藤 真司 さとう しんじ 男 45 横浜市
一般の部 12:10，13:30、決勝 123 阿部 忠順 あべ ただよし 男 42 川崎市
一般の部 12:10，13:30、決勝 124 柴田 裕介 しばた ゆうすけ 男 28 横浜市
一般の部 12:10，13:30、決勝 125 井形 繁雄 いがた しげお 男 51 横浜市
一般の部 12:10，13:30、決勝 126 坪井 修 つぼい おさむ 男 55 大阪府
一般の部 12:10，13:30、決勝 127 中野 景太 なかの けいた 男 50 横浜市
一般の部 12:10，13:30、決勝 128 吉田 昌弘 よしだ まさひろ 男 47 東京都
一般の部 12:10，13:30、決勝 129 佐藤 和幸 さとう かずゆき 男 38 座間市
一般の部 12:10，13:30、決勝 130 脇 真由美 わき まゆみ 女 46 横須賀市
一般の部 12:10，13:30、決勝 131 中田 善康 なかだ よしやす 男 50 横浜市
一般の部 12:10，13:30、決勝 132 池田 薫 いけだ かおる 男 38 横浜市
一般の部 12:10，13:30、決勝 133 石黒 一行 いしぐろ かずゆき 男 35 東京都
一般の部 12:10，13:30、決勝 134 霜手 英彦 しもて ひでひこ 男 42 横浜市
一般の部 12:10，13:30、決勝 135 山下 武史 やました たけふみ 男 40 東京都
一般の部 12:10，13:30、決勝 136 中野 靖士 なかの やすし 男 43 茅ヶ崎市
一般の部 12:10，13:30、決勝 137 都築 隆之 つづき たかゆき 男 43 静岡県
一般の部 12:10，13:30、決勝 138 いちかわ じゅん いちかわ じゅん 男 37 茨城県
一般の部 12:10，13:30、決勝 139 菅井 大紀 スガイ タイキ 男 44 北海道
一般の部 12:20，13:40、決勝 141 戸部 宏美 とべ ひろみ 女 34 東京都
一般の部 12:20，13:40、決勝 142 浅川 誠一郎 あさかわ せいいちろう 男 47 東京都
一般の部 12:20，13:40、決勝 143 鏡山 英男 カガミヤマ ヒデオ 男 44 東京都
一般の部 12:20，13:40、決勝 144 西田 典史 にしだ のりふみ 男 33 横浜市
一般の部 12:20，13:40、決勝 145 御倉 直文 おんくら なおふみ 男 58 横浜市
一般の部 12:20，13:40、決勝 146 岸波 慶輔 キシナミ ケイスケ 男 23 南足柄市
一般の部 12:20，13:40、決勝 147 渡辺 昂 わたなべ たかし 男 23 南足柄市
一般の部 12:20，13:40、決勝 148 齋藤 康 さいとう やすし 男 44 平塚市
一般の部 12:20，13:40、決勝 149 川崎 智之 かわさき ともゆき 男 40 東京都
一般の部 12:20，13:40、決勝 150 田中 豊 たなか ゆたか 男 38 東京都
一般の部 12:20，13:40、決勝 151 中林 博 なかばやし ひろし 男 49 横浜市
一般の部 12:20，13:40、決勝 152 小原 洋輔 こばる ようすけ 男 31 横浜市
一般の部 12:20，13:40、決勝 153 冨岡 弘文 とみおか ひろふみ 男 55 相模原市
一般の部 12:20，13:40、決勝 154 宮坂 岳 みやさか がく 男 46 川崎市
一般の部 12:20，13:40、決勝 155 杉山 透 すぎやま とおる 男 42 平塚市
一般の部 12:20，13:40、決勝 156 小幡 弥生 おばた やよい 男 38 東京都
一般の部 12:20，13:40、決勝 157 岡本 夏樹 おかもと なつき 男 34 東京都
一般の部 12:20，13:40、決勝 158 内田 正喜 うちだ まさよし 男 41 横浜市
一般の部 12:20，13:40、決勝 159 吉田 基 よしだ はじめ 男 55 茅ヶ崎市

種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

キッズの部1-3年 11:46 301 成田 伊吹 なりた いぶき 女 6 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:46 302 渡邊 芽衣 わたなべ めい 女 7 小学1年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:46 303 山口 梨花 やまぐち りか 女 7 小学1年 横浜市
キッズの部1-3年 11:46 304 清水 紬希 しみず つむぎ 女 6 小学1年 川崎市
キッズの部1-3年 11:46 305 秦 陽菜子 はた ひなこ 女 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:46 306 菊地 ひかる きくち ひかる 女 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:46 307 永持 茉音 ながもち まいん 女 6 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 308 山下 航 やました こう 男 6 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 309 生津 涼太郎 なまつ りょうたろう 男 7 小学1年 横浜市
キッズの部1-3年 11:44 310 ABSOUS Clement あぶすー くれもん 男 6 小学1年 横浜市
キッズの部1-3年 11:44 311 渡邉 健次朗 ワタナベ ケンジロウ 男 6 小学1年 伊勢原市
キッズの部1-3年 11:44 312 石川 颯大 いしかわ そうた 男 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 313 大矢 馳 おおや はせる 男 7 小学1年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:44 314 浅川 瑠一 あさかわ るい 男 6 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 315 山田 良空 やまだ いそら 男 6 小学1年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:44 316 青柳 由羅 あおやぎ ゆら 男 6 小学1年 相模原市
キッズの部1-3年 11:44 317 上山 颯太 カミヤマ ソウタ 男 7 小学1年 東京都



種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

キッズの部1-3年 11:44 318 森下 智哉 もりした ともや 男 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 319 菅野 太壱 かんの たいち 男 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 320 北村 健隼 きたむら けんしゅん 男 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 321 竹内 一翔 たけうち いちと 男 6 小学1年 横浜市
キッズの部1-3年 11:44 322 小笠原 慶侍 おがさわら けいじ 男 7 小学1年 埼玉県
キッズの部1-3年 11:44 323 坪井 飛來 つぼい とらい 男 6 小学1年 大阪府
キッズの部1-3年 11:44 324 大隈 時成 おおくま ときなり 男 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:44 325 杉田 幸謙 すぎた こうけん 男 7 小学1年 東京都
キッズの部1-3年 11:46 326 川端 梨聖 かわばた りさと 女 8 小学2年 茅ヶ崎市
キッズの部1-3年 11:46 327 三橋 咲綺 みつはし さき 女 7 小学2年 大和市
キッズの部1-3年 11:46 328 山梨 峰央 やまなし ねお 女 8 小学2年 静岡県
キッズの部1-3年 11:46 329 小坂 あおい こさか あおい 女 7 小学2年 川崎市
キッズの部1-3年 11:46 330 輪島 凛 わじま りん 女 8 小学2年 横浜市
キッズの部1-3年 11:46 331 平田 瑞穂 ひらた みずほ 女 8 小学2年 横浜市
キッズの部1-3年 11:46 332 杉山 紅嶺 すぎやま あかね 女 7 小学2年 平塚市
キッズの部1-3年 11:42 333 内山 眞之介 うちやま しんのすけ 男 7 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 334 高垣 陽悟 たかがき ひゅうご 男 7 小学2年 川崎市
キッズの部1-3年 11:42 335 亀村 理太郎 かめむら りたろう 男 8 小学2年 横浜市
キッズの部1-3年 11:42 336 斉藤 優斗 さいとう ゆうと 男 8 小学2年 愛川町
キッズの部1-3年 11:42 337 坂井 洸太 さかい こうた 男 7 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 338 横須賀 勇仁 よこすか ゆうじん 男 7 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 339 手塚 嘉人 てづか よしと 男 8 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 340 小幡 汐祢 おばた しおね 男 7 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 341 原田 菖汰 はらだ しょうた 男 8 小学2年 静岡県
キッズの部1-3年 11:42 342 宮崎 謙斗 みやざき けんと 男 7 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 343 谷山 流啓 たにやま りゅうけい 男 7 小学2年 鎌倉市
キッズの部1-3年 11:42 344 藤井 駿之介 ふじい しゅんのすけ 男 8 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 345 岡村 蒼介 男 8 小学2年 鎌倉市
キッズの部1-3年 11:42 346 五味川 颯太 ごみかわ そうた 男 8 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 347 近藤 琉生 こんどう るい 男 8 小学2年 横浜市
キッズの部1-3年 11:42 348 今村 陸人 いまむら りくと 男 7 小学2年 小田原市
キッズの部1-3年 11:42 349 浅沼 佳吾 あさぬま けいご 男 8 小学2年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:42 350 石井 源 いしい みなと 男 8 小学2年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:42 351 碧山 悠夏 あおやま ゆうな 男 8 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 352 青山 麟太郎 あおやま りんたろう 男 8 小学2年 東京都
キッズの部1-3年 11:42 353 田中 伶 たなか れい 男 7 小学2年 山梨県
キッズの部1-3年 11:46 354 上地 夏帆 かみち なつほ 女 9 小学3年 横浜市
キッズの部1-3年 11:46 355 藤田 安里 ふじた あんり 女 9 小学3年 川崎市
キッズの部1-3年 11:46 356 豊川 塔子 とよかわ とうこ 女 8 小学3年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:46 357 渡辺 和 わたなべ なごみ 女 8 小学3年 川崎市
キッズの部1-3年 11:46 358 宮下 乙葉 みやした おとは 女 8 小学3年 大井町
キッズの部1-3年 11:46 359 田 杏莉 でん あんり 女 8 小学3年 横浜市
キッズの部1-3年 11:46 360 高階 蘭奈 たかしな らんな 女 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:46 361 田中 咲和 たなか さより 女 9 小学3年 相模原市
キッズの部1-3年 11:46 362 尾形 心咲 おがた みさき 女 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:46 363 河野 美礼 こうの みれい 女 9 小学3年 埼玉県
キッズの部1-3年 11:46 364 吉原 藍花 よしはら あいか 女 9 小学3年 横浜市
キッズの部1-3年 11:46 365 古田 莉奈 ふるた りな 女 8 小学3年 横浜市
キッズの部1-3年 11:46 366 松井 優奈 まつい ゆな 女 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 367 松井 幹太 まつい かんた 男 8 小学3年 茅ヶ崎市
キッズの部1-3年 11:40 368 平島 匠人 ひらじま たくと 男 8 小学3年 茅ヶ崎市
キッズの部1-3年 11:40 369 青木 康太 あおき こうた 男 8 小学3年 横浜市
キッズの部1-3年 11:40 370 加藤 大慈 かとう たいじ 男 9 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 371 佐藤 遥 さとう はるか 男 9 小学3年 川崎市
キッズの部1-3年 11:40 372 鈴木 陸 すずき りく 男 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 373 和田 征大 わだ まさひろ 男 9 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 374 杉山 泰賀 すぎやま たいが 男 8 小学3年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:40 375 佐藤 寛大 さとう かんた 男 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 376 坂井 涼太 さかい りょうた 男 9 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 377 安室 蒼 やすむろ あお 男 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 378 渡辺 裕心 わたなべ ゆうしん 男 8 小学3年 大和市
キッズの部1-3年 11:40 379 川島 拓海 かわしま たくみ 男 8 小学3年 川崎市
キッズの部1-3年 11:40 380 大矢 凱 おおや がい 男 9 小学3年 藤沢市
キッズの部1-3年 11:40 381 宮本 和瑳 みやもと かずさ 男 8 小学3年 横浜市
キッズの部1-3年 11:40 382 三橋 弘宜 みつはし こうき 男 9 小学3年 大和市
キッズの部1-3年 11:40 383 鈴木 青南 すずき せな 男 9 小学3年 茅ヶ崎市
キッズの部1-3年 11:40 384 池野 叶真 いけの とうま 男 9 小学3年 大和市
キッズの部1-3年 11:40 385 木崎 遼彦 きざき はるひこ 男 9 小学3年 大和市
キッズの部1-3年 11:40 386 北原 慶士 きたはら けいと 男 8 小学3年 横浜市
キッズの部1-3年 11:40 387 矢野 一真 やの かずま 男 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 388 宇山 航平 うやま こうへい 男 8 小学3年 茅ヶ崎市
キッズの部1-3年 11:40 389 関戸 浩之介 せきど こうのすけ 男 9 小学3年 愛川町
キッズの部1-3年 11:40 390 本間 勇造 ほんま ゆうぞう 男 8 小学3年 東京都
キッズの部1-3年 11:40 391 熊崎 颯大 くまざき そうた 男 8 小学3年 相模原市



種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

市川 規子 いちかわ のりこ 女 39
市川 淳 いちかわ じゅん 男 37
市川 浬央 いちかわ りお 女 6 小学1年
有賀 友紀子 あるが ゆきこ 女 45
有賀 朱紀 あるが とき 女 6 小学1年
有賀 秀典 あるが ひでのり 男 49
村木 拓磨 むらき たくま 男 41
村木 玲菜 むらき れな 女 7 小学1年
村木 大河 むらき たいが 男 11 小学5年
島崎 菜央 しまざき なお 女 7 小学1年
島崎 亜紀子 しまざき あきこ 女 39
島崎 友介 しまざき ゆうすけ 男 40
坪井 修一 つぼい しゅういち 男 55
坪井 飛俐 つぼい あすり 男 6 小学1年
坪井 修一 つぼい しゅういち 男 55

種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

キッズの部4-6年 12:51 401 豊川 絵子 とよかわ えこ 女 10 小学4年 藤沢市
キッズの部4-6年 12:51 402 山口 乃菜 やまぐち のな 女 10 小学4年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 403 鈴木 香凛 すずき かりん 女 9 小学4年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 404 清水 綸乃 しみず りの 女 9 小学4年 川崎市
キッズの部4-6年 12:51 405 樋口 瑠華 ひぐち るか 女 9 小学4年 相模原市
キッズの部4-6年 12:51 406 並川 あすか なみかわ あすか 女 9 小学4年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 407 内田 結日奈 うちだ ゆひな 女 10 小学4年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 408 向 こころ むかい こころ 女 9 小学4年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 409 伊藤 紗妃 いとう さき 女 10 小学4年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 410 生明 史帆 あざみ しほ 女 9 小学4年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 411 岡 夏花 おか なつか 女 10 小学4年 横浜市
キッズの部4-6年 12:49 412 諸星 由樹 もろほし ゆうき 男 10 小学4年 川崎市
キッズの部4-6年 12:49 413 渡邉 太朗 わたなべ たろう 男 9 小学4年 伊勢原市
キッズの部4-6年 12:49 414 鏡山 琉惺 カガミヤマ リュウセイ 男 10 小学4年 東京都
キッズの部4-6年 12:49 415 小川 真門 おがわ まさと 男 9 小学4年 川崎市
キッズの部4-6年 12:49 416 平澤 芽空 ひらさわ めぐ 男 9 小学4年 埼玉県
キッズの部4-6年 12:49 417 冨岡 遼太 とみおか りょうた 男 9 小学4年 相模原市
キッズの部4-6年 12:49 418 影山 純也 かげやま じゅんや 男 9 小学4年 埼玉県
キッズの部4-6年 12:49 419 輪島 悠太朗 わじま ゆうたろう 男 9 小学4年 横浜市
キッズの部4-6年 12:49 420 横堀 直希 よこぼり なおき 男 9 小学4年 小田原市
キッズの部4-6年 12:49 421 宮川 粋昇 みやがわ すいしょう 男 9 小学4年 千葉県
キッズの部4-6年 12:49 422 小笠原 輝虎 おがさわら てとら 男 9 小学4年 埼玉県
キッズの部4-6年 12:49 423 浜田 翔衣 はまだ しょうい 男 10 小学4年 横須賀市
キッズの部4-6年 12:49 424 山本 璃空 やまもと りく 男 9 小学4年 千葉県
キッズの部4-6年 12:51 425 川崎 真珠 かわさき 真珠 女 11 小学5年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 426 唐澤 美翔 からさわ みか 女 11 小学5年 小田原市
キッズの部4-6年 12:51 427 本山 藍 もとやま あい 女 10 小学5年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 428 藤田 茉琳香 ふじた まりか 女 10 小学5年 平塚市
キッズの部4-6年 12:51 429 北原 怜奈 きたはら れな 女 10 小学5年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 430 田 樹莉 でん じゅり 女 11 小学5年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 431 原田 莉圭 はらだ りか 女 10 小学5年 横浜市
キッズの部4-6年 12:51 432 吉原 杏菜 よしはら あんな 女 11 小学5年 横浜市
キッズの部4-6年 12:47 433 森内 昭公 もりうち あきひろ 男 11 小学5年 大和市
キッズの部4-6年 12:47 434 本木 蔵人 もとき くらうど 男 10 小学5年 埼玉県
キッズの部4-6年 12:47 435 大野 凛多朗 おおの りんたろう 男 10 小学5年 東京都
キッズの部4-6年 12:47 436 末松 洋祐 すえまつ ようすけ 男 11 小学5年 横浜市
キッズの部4-6年 12:47 437 村岡 龍一 むらおか りゅういち 男 11 小学5年 横浜市
キッズの部4-6年 12:47 438 齊藤 類 さいとう るい 男 11 小学5年 東京都
キッズの部4-6年 12:47 439 寺井 輝 てらい ひかる 男 11 小学5年 川崎市
キッズの部4-6年 12:47 440 高階 凛登 たかしな りんと 男 10 小学5年 東京都
キッズの部4-6年 12:47 441 村木 大河 むらき たいが 男 11 小学5年 大和市
キッズの部4-6年 12:47 442 加藤 康太 かとう こうた 男 10 小学5年 川崎市
キッズの部4-6年 12:47 443 常盤 海人 ときわ かいと 男 11 小学5年 藤沢市
キッズの部4-6年 12:47 444 塚田 航大 つかだ こうだい 男 10 小学5年 相模原市
キッズの部4-6年 12:47 445 松井 亮汰 まつい りょうた 男 10 小学5年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 446 堺澤 舞香 さかいざわ まいか 女 12 小学6年 埼玉県
キッズの部4-6年 12:51 447 渡邊 夏実 わたなべ なつみ 女 12 小学6年 藤沢市
キッズの部4-6年 12:51 448 手塚 こころ てづか こころ 女 11 小学6年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 449 大矢 奈宝 おおや なほ 女 11 小学6年 藤沢市
キッズの部4-6年 12:51 450 野田 莉緒 のだ りお 女 11 小学6年 埼玉県
キッズの部4-6年 12:51 451 尾形 咲穂 おがた さきほ 女 11 小学6年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 452 島崎 茉央 しまざき まお 女 11 小学6年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 453 田村 笑愛 たむら えみな 女 11 小学6年 東京都
キッズの部4-6年 12:51 454 高部 穂波 たかべ ほなみ 女 11 小学6年 静岡県
キッズの部4-6年 12:45 455 白戸 亮太 しらと りょうた 男 12 小学6年 横浜市
キッズの部4-6年 12:45 456 布施 輝多 ふせ こうた 男 11 小学6年 川崎市
キッズの部4-6年 12:45 457 川端 啓聖 かわばた けいしょう 男 11 小学6年 茅ヶ崎市
キッズの部4-6年 12:45 458 下田 優斗 しもだ ゆうと 男 12 小学6年 東京都
キッズの部4-6年 12:45 459 諸星 真優 もろほし まひろ 男 11 小学6年 横浜市
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種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

キッズの部4-6年 12:45 460 星野 太希 ほしの だいき 男 12 小学6年 小田原市
キッズの部4-6年 12:45 461 渡邉 太一 わたなべ たいち 男 11 小学6年 横浜市
キッズの部4-6年 12:45 462 礒崎 将凱 いそざき まさかつ 男 11 小学6年 秦野市
キッズの部4-6年 12:45 463 中島 竜志 なかじま りゅうじ 男 11 小学6年 東京都
キッズの部4-6年 12:45 464 中谷 志優 なかや しゆう 男 11 小学6年 横浜市
キッズの部4-6年 12:45 465 浅沼 一那 あさぬま かずな 男 11 小学6年 千葉県
キッズの部4-6年 12:45 466 遠藤 皇成 えんどう こうせい 男 11 小学6年 横浜市
キッズの部4-6年 12:45 467 臼井 一弘 うすい かずひろ 男 12 小学6年 藤沢市
キッズの部4-6年 12:45 468 橋本 武之介 はしもと たけのすけ 男 12 小学6年 清川村
キッズの部4-6年 12:45 469 高尾 虹歌 たかお こうた 男 11 小学6年 藤沢市
キッズの部4-6年 12:45 470 比嘉 真浩 ひが まさひろ 男 11 小学6年 静岡県
キッズの部4-6年 12:45 471 山崎 一吹 やまざき いぶき 男 12 小学6年 栃木県
キッズの部4-6年 12:45 472 中野 碧人 なかの あおと 男 11 小学6年 茅ヶ崎市
キッズの部4-6年 12:45 473 山本 琉太 やまもと りゅうた 男 12 小学6年 千葉県

種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

小笠原 快斗 おがさわら かいと 男 13
小笠原 義治 おがさわら よしはる 男 40
小笠原 輝虎 おがさわら てとら 男 9 小学4年
瀬戸 ちひろ せと ちひろ 女 11 小学5年
瀬戸 幸正 せと ゆきまさ 男 43
瀬戸 幸正 せと ゆきまさ 男 43
山下 まりあ やました まりあ 女 9 小学4年
阿部 正昭 あべ まさあき 男 67
山下 啓之 やました ひろゆき 男 42
小川内 優人 おこうじ ゆうと 男 11 小学6年
小川内 亮 おこうじ りょう 男 42
小川内 優人 おこうじ ゆうと 男 11 小学6年
満屋 貴隆 みつや きりゅう 男 12 小学6年
満屋 隆弘 みつや たかひろ 男 41
満屋 隆弘 みつや たかひろ 男 41

種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

ジュニアの部 14:05 501 佐藤 沙耶 さとう さや 女 12 中学1年 東京都
ジュニアの部 14:05 502 新田 和 にった のどか 女 12 中学1年 東京都
ジュニアの部 14:05 503 丹野 凜 たんの りん 女 13 中学1年 秦野市
ジュニアの部 14:05 504 高部 春菜 たかべ はるな 女 13 中学1年 静岡県
ジュニアの部 14:05 505 内田 早紀 うちだ さき 女 15 中学3年 横浜市
ジュニアの部 14:05 506 戸井田 未来 といだ みく 女 15 中学3年 横浜市
ジュニアの部 14:05 507 鈴木 真央 すずき まお 男 12 中学1年 横浜市
ジュニアの部 14:05 508 青柳 龍斗 あおやぎ りゅうと 男 12 中学1年 東京都
ジュニアの部 14:05 509 近藤 慶次 こんどう けいじ 男 12 中学1年 東京都
ジュニアの部 14:05 510 石綿 大暉 いしわた だいき 男 13 中学1年 小田原市
ジュニアの部 14:05 511 永野 昇海 ながの しょうみ 男 12 中学1年 横浜市
ジュニアの部 14:05 512 渋井 克紀 しぶい かつき 男 13 中学1年 埼玉県
ジュニアの部 14:05 513 本木 颯人 もとき はやと 男 14 中学2年 埼玉県
ジュニアの部 14:05 514 星野 雅樹 ほしの まさき 男 15 中学3年 小田原市
ジュニアの部 14:05 515 大塚 康樹 おおつか こうき 男 15 中学3年 横浜市

種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

トラガールの部 14:05 551 菅井 史 すがい ちか 女 34 北海道
トラガールの部 14:05 552 永持 伸子 ながもち のぶこ 女 38 東京都
トラガールの部 14:05 553 山田 玲奈 やまだ れな 女 38 東京都
トラガールの部 14:05 554 青柳 あすか あおやぎ あすか 女 39 東京都
トラガールの部 14:05 555 池田 友美子 いけだ ゆみこ 女 40 横浜市
トラガールの部 14:05 556 京谷 美紀 きょうたに みき 女 41 藤沢市
トラガールの部 14:05 557 有賀 友紀子 あるが ゆきこ 女 45 相模原市
トラガールの部 14:05 558 平野 佳苗 ひらの かなえ 女 45 千葉県
トラガールの部 14:05 559 村田 祐子 むらた ゆうこ 女 46 東京都
トラガールの部 14:05 560 山口 マルラ やまぐち まるら 女 46 茅ヶ崎市
トラガールの部 14:05 561 橋本 智子 はしもと ともこ 女 48 埼玉県
トラガールの部 14:05 562 澤畠 京美 さわはた きょうみ 女 50 平塚市
トラガールの部 14:05 563 沼部 真理子 ぬまべ まりこ 女 56 東京都
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種目 ｽﾀｰﾄ時刻 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい

ちびっこファミリーの部 11:25 601 森田 海 もりた うみ 女 1 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 602 高木 若葉 たかぎ わかば 女 2 茅ヶ崎市
ちびっこファミリーの部 11:25 603 池田 和歌子 いけだ わかこ 女 2 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 604 松永 花 まつなが はな 女 2 東京都
ちびっこファミリーの部 11:25 605 裙本 咲 つまもと さく 女 3 東京都
ちびっこファミリーの部 11:25 606 平山 美琴 ひらやま みこと 女 3 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 607 牧山 楓 まきやま かえで 女 3 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 608 石井 里伶咲 いしい りいさ 女 3 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 609 永持 胡亜 ながもち こあ 女 3 東京都
ちびっこファミリーの部 11:25 610 森田 美瑚都 もりた みこと 女 3 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 611 田中 新菜 たなか にいな 女 3 山梨県
ちびっこファミリーの部 11:25 612 佐藤 結芽 さとう ゆめ 女 4 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 613 石川 凛香 いしかわ りんか 女 4 東京都
ちびっこファミリーの部 11:25 614 池田 紗貴子 いけだ さきこ 女 4 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:25 615 霜手 ことね しもて ことね 女 4 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:20 616 石井 麻尋 いしい まひろ 女 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:20 617 山田 未希 やまだ みき 女 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:20 618 安室 藍 やすむろ らん 女 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:20 619 秦 佳菜子 はた かなこ 女 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:20 620 高木 葵 たかぎ あおい 女 5 茅ヶ崎市
ちびっこファミリーの部 11:20 621 森 楓 もり かえで 女 5 埼玉県
ちびっこファミリーの部 11:20 622 田中 里奈 たなか りな 女 5 川崎市
ちびっこファミリーの部 11:20 623 平澤 紀空 ひらさわ きら 女 5 埼玉県
ちびっこファミリーの部 11:20 624 内田 里優 うちだ りゆ 女 5 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:20 625 IMAMURA AYAKA いまむら あやか 女 5 小田原市
ちびっこファミリーの部 11:20 626 佐藤 咲希 さとう さき 女 5 伊勢原市
ちびっこファミリーの部 11:20 627 塚田 陽葵 つかだ ひまり 女 5 相模原市
ちびっこファミリーの部 11:20 628 杉田 奈名海 すぎた ななみ 女 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:20 629 森内 美月 もりうち みづき 女 6 大和市
ちびっこファミリーの部 11:20 630 渡辺 葵 わたなべ あおい 女 6 東京都
ちびっこファミリーの部 11:20 631 亀井 さくら かめい さくら 女 6 厚木市
ちびっこファミリーの部 11:20 632 鈴木 万凛 すずき まりん 女 6 東京都
ちびっこファミリーの部 11:15 633 細谷 橙瑚 ほそや とうご 男 1 大和市
ちびっこファミリーの部 11:15 634 佐藤 敬人 さとう けいと 男 2 座間市
ちびっこファミリーの部 11:15 635 松岡 修生 まつおか しゅうせい 男 2 東京都
ちびっこファミリーの部 11:15 636 稲田 はに甫 いなだ はにほ 男 3 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:15 637 福澤 杜哉 ふくざわ もりや 男 3 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:15 638 谷山 秋津 たにやま あきつ 男 3 鎌倉市
ちびっこファミリーの部 11:15 639 植草 智貴 うえくさ ともき 男 3 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:15 640 菊地 航介 きくち こうすけ 男 3 東京都
ちびっこファミリーの部 11:15 641 内田 夏之 うちだ なつゆき 男 4 東京都
ちびっこファミリーの部 11:15 642 佐藤 守 さとう まもる 男 4 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:15 643 新津 塁世 ニイツ ルイセイ 男 4 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:15 644 佐藤 結人 さとう ゆいと 男 4 座間市
ちびっこファミリーの部 11:15 645 生津 颯介 なまつ そうすけ 男 4 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:15 646 坂井 瑛太 さかい えいた 男 4 東京都
ちびっこファミリーの部 11:15 647 亀井 健新 かめい けんしん 男 4 厚木市
ちびっこファミリーの部 11:15 648 ABSOUS Matthieu あぶすー まちゅう 男 4 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:15 649 清水 梨生 しみず りお 男 4 川崎市
ちびっこファミリーの部 11:15 650 久保村 珠嵐 くぼむら じゅらん 男 4 千葉県
ちびっこファミリーの部 11:15 651 河野 忠彦 こうの ただひこ 男 4 埼玉県
ちびっこファミリーの部 11:15 652 京谷 優吾 きょうたに ゆうご 男 4 藤沢市
ちびっこファミリーの部 11:15 653 梅原 湊太 うめはら そうた 男 4 茅ヶ崎市
ちびっこファミリーの部 11:10 654 内山 倖太朗 うちやま こうたろう 男 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 655 青木 武琉 あおき たける 男 5 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:10 656 小幡 眞大 おばた まひろ 男 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 657 原田 莞汰 はらだ かんた 男 5 静岡県
ちびっこファミリーの部 11:10 658 明村 太陽 あけむら たいよう 男 5 小田原市
ちびっこファミリーの部 11:10 659 岡本 樹平 おかもと きっぺい 男 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 660 樋口 瑠維 ひぐち るい 男 5 相模原市
ちびっこファミリーの部 11:10 661 藤井 奏多 ふじい かなた 男 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 662 丸橋 聡介 まるばし そうすけ 男 5 川崎市
ちびっこファミリーの部 11:10 663 五味川 瑛太 ごみかわ えいた 男 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 664 玉木 遥 たまき はるか 男 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 665 矢澤 賛太 やざわ さんた 男 5 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 666 菊江 諒成 きくえ りょうせい 男 6 伊勢原市
ちびっこファミリーの部 11:10 667 加藤 丈虎 かとう たけとら 男 6 川崎市
ちびっこファミリーの部 11:10 668 中島 大志 なかじま だいし 男 6 東京都
ちびっこファミリーの部 11:10 669 濱田 莉央 ハマダ リオ 男 6 大阪府
ちびっこファミリーの部 11:10 670 平田 健悟 ひらた けんご 男 6 横浜市
ちびっこファミリーの部 11:10 671 京谷 泰希 きょうたに たいき 男 6 藤沢市
ちびっこファミリーの部 11:10 672 浜田 煌士 はまだ こうし 男 6 横須賀市


