
Wave ｽﾀｰﾄ時刻 種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい 備考

8:30:00 ｷｯｽﾞ低学年 101 細田 海 ほそだ るい 男 6 小学1年 館山市

8:30:00 ｷｯｽﾞ低学年 102 越塚 晴 こしづか せい 男 6 小学1年 千葉市

8:30:00 ｷｯｽﾞ低学年 103 市場 瑛人 いちば えいと 男 6 小学1年 東京都

8:30:00 ｷｯｽﾞ低学年 104 北村 穂 きたむら みのり 男 6 小学1年 千葉市

8:30:00 ｷｯｽﾞ低学年 105 山本 透椰 やまもと ゆきや 男 6 小学1年 東京都

8:30:00 ｷｯｽﾞ低学年 106 大岡 譲 おおおか じょう 男 7 小学1年 東京都

8:30:10 ｷｯｽﾞ低学年 107 山﨑 倫太郎 やまざき りんたろう 男 7 小学1年 東京都

8:30:10 ｷｯｽﾞ低学年 108 鳥塚 喬介 とりづか きょうすけ 男 7 小学2年 埼玉県

8:30:10 ｷｯｽﾞ低学年 109 荒川 慧 あらかわ けい 男 7 小学2年 松戸市

8:30:10 ｷｯｽﾞ低学年 110 宮崎 大雅 みやざき たいが 男 7 小学2年 栄町

8:30:10 ｷｯｽﾞ低学年 111 山田 優海大 やまだ ゆうだい 男 7 小学2年 東京都

8:30:10 ｷｯｽﾞ低学年 112 高野 結人 たかの ゆいと 男 7 小学2年 東京都

8:30:20 ｷｯｽﾞ低学年 113 稲 えみり いね えみり 女 6 小学1年 東京都

8:30:20 ｷｯｽﾞ低学年 114 桑原 桃迦 くわばら ももか 女 6 小学1年 神奈川県

8:30:20 ｷｯｽﾞ低学年 115 早川 瑛真 はやかわ えま 女 7 小学1年 成田市

8:30:20 ｷｯｽﾞ低学年 116 奥山 瑠桜 おくやま るおう 女 7 小学2年 市川市

8:30:20 ｷｯｽﾞ低学年 117 市来 優希 いちき ゆき 女 7 小学2年 市川市

8:40:00 ｷｯｽﾞ中学年 201 山田 航平 やまだ こうへい 男 8 小学3年 市川市

8:40:00 ｷｯｽﾞ中学年 202 吉田 遥馬 よしだ はるま 男 8 小学3年 佐倉市

8:40:00 ｷｯｽﾞ中学年 203 加瀬 力翔 かせ りきと 男 8 小学3年 旭市

8:40:00 ｷｯｽﾞ中学年 204 後藤 蒼空 ごとう そら 男 8 小学3年 成田市

8:40:00 ｷｯｽﾞ中学年 205 伊藤 巧 いとう たくみ 男 8 小学3年 神奈川県

8:40:00 ｷｯｽﾞ中学年 206 腰原 学 こしはら まなぶ 男 8 小学3年 柏市

8:42:00 ｷｯｽﾞ中学年 207 林 明慶 はやし　あきよし 男 8 小学3年 東京都

8:42:00 ｷｯｽﾞ中学年 208 松久 諒佑 まつひさ りょうすけ 男 8 小学3年 八千代市

8:42:00 ｷｯｽﾞ中学年 209 稲 彰太 いね しょうた 男 8 小学3年 東京都

8:42:00 ｷｯｽﾞ中学年 210 鈴木 新 すずき あらた 男 9 小学3年 神奈川県

8:42:00 ｷｯｽﾞ中学年 211 五十嵐 千理 いがらし せんり 男 9 小学3年 我孫子市

8:42:00 ｷｯｽﾞ中学年 212 鶴見 煌基 つるみ きらき 男 9 小学3年 栃木県

8:44:00 ｷｯｽﾞ中学年 213 越塚 然 こしづか ぜん 男 9 小学3年 千葉市

8:44:00 ｷｯｽﾞ中学年 214 荒川 凜太朗 あらかわ りんたろう 男 9 小学3年 松戸市

8:44:00 ｷｯｽﾞ中学年 215 小森 壱晴 こもり　いっせい 男 9 小学3年 流山市

8:44:00 ｷｯｽﾞ中学年 216 井上 晃輔 いのうえ こうすけ 男 9 小学3年 神奈川県

8:44:00 ｷｯｽﾞ中学年 217 丸山 裕次郎 まるやま ゆうじろう 男 9 小学4年 松戸市

8:44:00 ｷｯｽﾞ中学年 218 亀井 健新 かめい けんしん 男 10 小学4年 神奈川県

8:44:00 ｷｯｽﾞ中学年 219 久崎 琳 きゅうざき りん 男 10 小学4年 東京都

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 220 細田 里桜 ほそだ りお 女 8 小学3年 館山市

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 221 赤澤 桐 あかざわ きり 女 8 小学3年 東京都

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 222 田中 南帆 たなか なほ 女 9 小学3年 市原市

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 223 影山 もあ かげやま もあ 女 9 小学3年 浦安市

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 224 武田 杏梨 たけだ　あんり 女 9 小学3年 東京都

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 225 田邊 美都 たなべ みと 女 9 小学4年 茨城県

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 226 石川 穂乃実 いしかわ ほのみ 女 9 小学4年 栃木県

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 227 戸丸 蘭 とまる らん 女 9 小学4年 千葉市

8:46:00 ｷｯｽﾞ中学年 228 布川 恵那 ふかわ えな 女 9 小学4年 佐倉市
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Wave ｽﾀｰﾄ時刻 種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい 備考

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 301 栗本 奏多 くりもと かなた 男 10 小学5年 東京都

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 302 ABSOUS Matthieu あぶすー まちゅう 男 10 小学5年 東京都

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 303 三日尻 陸 みかじり りく 男 10 小学5年 東京都

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 304 岡本 蒼大 おかもと そうた 男 10 小学5年 神奈川県

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 305 佐藤 麟太郎 さとう りんたろう 男 10 小学5年 東京都

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 306 小島 綾真 こじま りょうま 男 10 小学5年 神奈川県

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 307 松久 眞太朗 まつひさ しんたろう 男 10 小学5年 八千代市

8:55:00 ｷｯｽﾞ高学年 308 桑原 史亘 くわはら しのぶ 男 11 小学5年 東京都

8:59:00 ｷｯｽﾞ高学年 309 狩野 志貴 かの しき 男 11 小学5年 東京都

8:59:00 ｷｯｽﾞ高学年 310 山田 遥平 やまだ ようへい 男 11 小学5年 市川市

8:59:00 ｷｯｽﾞ高学年 311 稲 寛太 いね かんた 男 11 小学6年 東京都

8:59:00 ｷｯｽﾞ高学年 312 福間 慧 ふくま けい 男 11 小学6年 東京都

8:59:00 ｷｯｽﾞ高学年 313 篠崎 星宇 しのざき　せいう 男 11 小学6年 栄町

8:59:00 ｷｯｽﾞ高学年 314 大木 勇人 おおき　はやと 男 11 小学6年 成田市

8:59:00 ｷｯｽﾞ高学年 315 腰原 淳平 こしはら じゅんぺい 男 12 小学6年 柏市

9:03:00 ｷｯｽﾞ高学年 316 大道 穂希 おおみち ほまれ 女 10 小学5年 栃木県

9:03:00 ｷｯｽﾞ高学年 317 椎名 花音 しいな かのん 女 10 小学5年 我孫子市

9:03:00 ｷｯｽﾞ高学年 318 平 詩織 たいら しおり 女 10 小学5年 埼玉県

9:03:00 ｷｯｽﾞ高学年 319 田中 心乃 たなか ここの 女 10 小学5年 市原市

9:03:00 ｷｯｽﾞ高学年 320 日比野 光里 ひびの りり 女 10 小学5年 東京都

9:03:00 ｷｯｽﾞ高学年 321 図師 美緒 ずし みお 女 11 小学6年 東京都

9:07:00 ｷｯｽﾞ高学年 322 堀江 美羽 ほりえ みう 女 11 小学6年 成田市

9:07:00 ｷｯｽﾞ高学年 323 小森 心結 こもり　みう 女 11 小学6年 流山市

9:07:00 ｷｯｽﾞ高学年 324 加瀬 莉緒菜 かせ りおな 女 11 小学6年 旭市

9:07:00 ｷｯｽﾞ高学年 325 家中 七奈 いえなか なな 女 12 小学6年 成田市

9:07:00 ｷｯｽﾞ高学年 326 亀井 さくら かめい さくら 女 12 小学6年 神奈川県

9:15:00 ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 401 ABSOUS Clement あぶすー くれもん 男 12 中学1年 東京都

9:15:00 ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 402 平 松太 たいら しょうた 男 12 中学1年 埼玉県

9:15:00 ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 403 横濱 慶 よこはま けい 男 12 中学1年 千葉市

9:15:00 ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 404 赤尾杉 夏斗 あかおすぎ なつ 男 13 中学1年 東京都

9:15:00 ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 405 越塚 岳 こしづか がく 男 14 中学2年 千葉市

9:15:00 ｼﾞｭﾆｱｱｸｱｽﾛﾝ 406 影山 ゆあ かげやま ゆあ 女 13 中学2年 浦安市
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