
ｽﾀｰﾄ時刻目安 種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
11:00:00 高校生(1W) 1 山口 エンリケ重信 やまぐち えんりけしげのぶ 男 16 高校2年 茅ヶ崎市
11:00:10 高校生(1W) 2 加藤 遼真 かとう りょうま 男 16 高校2年 静岡県
11:00:20 高校生(1W) 3 山本 拓未 やまもと たくみ 男 17 高校3年 横浜市
11:00:30 高校生(1W) 4 小倉 健太郎 おぐら けんたろう 男 18 高校3年 横浜市
11:00:40 一般(1W) 5 清水 大貴 しみず だいき 男 20 横須賀市
11:00:50 一般(1W) 6 弦巻 智哉 つるまき ともや 男 21 横須賀市
11:01:00 一般(1W) 7 富内 檀 とみうち だん 男 21 山梨県
11:01:10 一般(1W) 8 川人 俊介 かわひと しゅんすけ 男 22 横浜市
11:01:20 一般(1W) 9 大竹 裕人 おおたけ ゆうと 男 24 東京都
11:01:30 一般(1W) 10 河村 穣 かわむら ゆたか 男 24 東京都
11:01:40 一般(1W) 11 村上 博 むらかみ ひろし 男 25 横浜市
11:01:50 一般(1W) 12 平田 竜也 ひらた たつや 男 27 茨城県
11:02:00 一般(1W) 13 柴田 裕介 しばた ゆうすけ 男 27 横浜市
11:02:10 一般(1W) 14 高橋 弘樹 たかはし ひろき 男 28 東京都
11:02:20 一般(1W) 15 原田 諭 はらだ さとし 男 29 横浜市
11:02:30 一般(1W) 16 牧 聖也 まき せいや 男 29 東京都
11:02:40 一般(1W) 17 下島 千明 しもじま ちあき 男 30 川崎市
11:02:50 一般(1W) 18 村木 浩二 むらき こうじ 男 30 横浜市
11:03:00 一般(1W) 19 筆谷 康隆 ふでたに やすたか 男 31 東京都
11:03:10 一般(1W) 20 兼田 忠明 かねだ ただあき 男 33 東京都
11:03:20 一般(1W) 21 高嶋 潤平 たかしま じゅんぺい 男 33 横浜市
11:03:30 一般(1W) 22 朝原 礼朗 あさはら れお 男 33 横浜市
11:03:40 一般(1W) 23 伊藤 義隆 いとう よしたか 男 34 横浜市
11:03:50 一般(1W) 24 条 淳一 じょう じゅんいち 男 34 鎌倉市
11:04:00 一般(1W) 25 中嶋 出 なかしま いずる 男 34 横浜市
11:04:10 一般(1W) 26 川波 一成 カワナミ カズナリ 男 34 千葉県
11:04:20 一般(1W) 27 岡本 陽介 おかもと ようすけ 男 34 横浜市
11:04:30 一般(1W) 28 森田 成祐 もりた なりすけ 男 35 横浜市
11:04:40 一般(1W) 29 猿渡 雅宏 さわたり まさひろ 男 36 海老名市
11:04:50 一般(1W) 30 林 英孝 はやし ひでたか 男 36 横浜市
11:05:00 一般(1W) 31 横田 勇佑 よこた ゆうすけ 男 36 相模原市
11:05:10 一般(1W) 32 佐藤 卓司 さとう たくじ 男 36 厚木市
11:05:20 一般(1W) 33 島 貴史 しま たかし 男 36 広島県
11:05:30 一般(1W) 34 巽 善彦 たつみ よしひこ 男 36 横浜市
11:05:40 一般(1W) 35 清水 正基 しみず まさき 男 36 東京都
11:05:50 一般(1W) 36 宮崎 智之 みやざき ともゆき 男 36 横浜市
11:06:00 一般(1W) 37 田中 豊 たなか ゆたか 男 37 東京都
11:06:10 一般(1W) 38 三浦 久人 みうら ひさと 男 37 秋田県
11:06:20 一般(1W) 39 大木 悠治 おおき ゆうじ 男 37 横浜市
11:06:30 一般(1W) 40 諸星 智 もろほし さとし 男 37 横浜市
11:06:40 一般(1W) 41 井上 泰行 いのうえ やすゆき 男 37 千葉県
11:06:50 一般(1W) 42 山田 拓也 ヤマダ タクヤ 男 37 東京都
11:07:00 一般(1W) 43 磯辺 茂樹 いそべ しげき 男 37 東京都
11:07:10 一般(1W) 44 角川 直 カドカワ ナオキ 男 37 東京都
11:07:20 一般(1W) 45 加藤 敏洋 カトウ トシヒロ 男 37 川崎市
11:07:30 一般(1W) 46 佐藤 和幸 さとう かずゆき 男 37 座間市
11:07:40 一般(1W) 47 矢野 健太郎 やの けんたろう 男 38 東京都
11:07:50 一般(1W) 48 田中 大 たなか ひろし 男 38 横浜市
11:08:00 一般(1W) 49 遠藤 昌矢 えんどう まさや 男 38 東京都
11:08:10 一般(1W) 50 渡邊 浩太 わたなべ こうた 男 38 東京都
11:08:20 一般(1W) 51 政田 智 まさだ さとる 男 39 横浜市
11:08:30 一般(1W) 52 佐藤 宝樹 さとう ともき 男 39 相模原市
11:08:40 一般(1W) 53 大橋 清明 おおはし きよあき 男 40 東京都
11:08:50 一般(1W) 54 上野 卓爾 うえの たくじ 男 40 横浜市
11:09:00 一般(1W) 55 安部 健一郎 あべ けんいちろう 男 40 東京都
11:09:10 一般(1W) 56 田尻 健 たじり たけし 男 41 横浜市
11:09:20 一般(1W) 57 諸星 斉 もろほし ひとし 男 41 埼玉県
11:09:30 一般(1W) 58 佐藤 敏也 さとう としなり 男 41 千葉県
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11:09:40 一般(1W) 59 池上 崇 いけがみ たかし 男 41 東京都
11:09:50 一般(1W) 60 広井 渡 ひろい わたる 男 42 東京都
11:10:00 一般(1W) 61 佐藤 伸一 さとう しんいち 男 42 横浜市
11:10:10 一般(1W) 62 山澤 朋洋 やまざわ ともひろ 男 42 横浜市
11:10:20 一般(1W) 63 伊藤 克明 いとう かつあき 男 42 東京都
11:10:30 一般(1W) 64 中永 健一 なかえ けんいち 男 42 横浜市
11:10:40 一般(1W) 65 髙下 哲広 たかした あきひろ 男 42 大和市
11:10:50 一般(1W) 66 田村 亘 たむら わたる 男 42 横浜市
11:11:00 一般(1W) 67 粕谷 清 かすや きよし 男 42 東京都
11:11:10 一般(1W) 68 堀江 康彦 ほりえ やすひこ 男 42 横浜市
11:11:20 一般(1W) 69 飯野 宗一郎 いいの そういちろう 男 42 横浜市
11:11:30 一般(1W) 70 小林 陵一 こばやし りょういち 男 42 千葉県
11:30:00 一般(2w) 71 小林 俊寛 こばやし としひろ 男 43 寒川町
11:30:10 一般(2w) 72 大野 紳吾 おおの しんご 男 43 東京都
11:30:20 一般(2w) 73 添田 真司 そえだ しんじ 男 43 座間市
11:30:30 一般(2w) 74 片江 智明 かたえ ともあき 男 43 東京都
11:30:40 一般(2w) 75 細谷 智雄 ほそや ともお 男 44 東京都
11:30:50 一般(2w) 76 堀 智志 ほり さとし 男 44 横浜市
11:31:00 一般(2w) 77 木村 伸弘 きむら のぶひろ 男 44 厚木市
11:31:10 一般(2w) 78 木村 充広 きむら みつひろ 男 44 横須賀市
11:31:20 一般(2w) 79 瀧口 仁 たきぐち じん 男 44 川崎市
11:31:30 一般(2w) 80 丹羽 大介 にわ だいすけ 男 44 横浜市
11:31:40 一般(2w) 81 中尾 徹 なかお てつ 男 44 相模原市
11:31:50 一般(2w) 82 栗原 誠仁 くりはら しげよし 男 44 横浜市
11:32:00 一般(2w) 83 松岡 広幸 まつおか ひろゆき 男 44 東京都
11:32:10 一般(2w) 84 古塩 英之 こしお ひでゆき 男 45 埼玉県
11:32:20 一般(2w) 85 田中 邦典 たなか くにのり 男 45 横浜市
11:32:30 一般(2w) 86 影山 健二 かげやま けんじ 男 45 千葉県
11:32:40 一般(2w) 87 善長 庄一郎 ぜんちょう しょういちろうう 男 46 千葉県
11:32:50 一般(2w) 88 塩沢 幸司 しおざわ こうじ 男 46 川崎市
11:33:00 一般(2w) 89 吉川 文敏 よしかわ ふみとし 男 46 横浜市
11:33:10 一般(2w) 90 奥山 裕 おくやま ひろし 男 46 川崎市
11:33:20 一般(2w) 91 門倉 淳 カドクラ ジュン 男 46 海老名市
11:33:30 一般(2w) 92 浅沼 輝昭 あさぬま てるあき 男 46 横浜市
11:33:40 一般(2w) 93 福嶋 忠宣 ふくしま ただのぶ 男 46 東京都
11:33:50 一般(2w) 94 菊江 悟史 きくえ さとし 男 47 伊勢原市
11:34:00 一般(2w) 95 福原 正和 ふくはら まさかず 男 47 横浜市
11:34:10 一般(2w) 96 藤井 雅則 ふじい まさのり 男 47 静岡県
11:34:20 一般(2w) 97 西尾 隆 にしお たかし 男 47 東京都
11:34:30 一般(2w) 98 鈴木 栄治 すずき えいじ 男 47 埼玉県
11:34:40 一般(2w) 99 多胡 陽介 たご ようすけ 男 48 横浜市
11:34:50 一般(2w) 100 橋本 保彦 はしもと やすひこ 男 48 東京都
11:35:00 一般(2w) 101 丸山 武志 まるやま たけし 男 48 横浜市
11:35:10 一般(2w) 102 内田 賢一 うちだ けんいち 男 48 藤沢市
11:35:20 一般(2w) 103 家城 聡 やしろ さとし 男 49 川崎市
11:35:30 一般(2w) 104 永島 昭夫 ながしま あきお 男 49 横浜市
11:35:40 一般(2w) 105 中田 善康 なかだ よしやす 男 49 横浜市
11:35:50 一般(2w) 106 稲葉 昌広 いなば まさひろ 男 50 静岡県
11:36:00 一般(2w) 107 鳥山 典之 とりやま のりゆき 男 50 横浜市
11:36:10 一般(2w) 108 小川 朋康 おがわ ともやす 男 50 秦野市
11:36:20 一般(2w) 109 酒井 宏和 さかい ひろかず 男 51 横浜市
11:36:30 一般(2w) 110 上田 吉昭 うえだ よしあき 男 52 相模原市
11:36:40 一般(2w) 111 五十嵐 秀典 いがらし ひでのり 男 52 東京都
11:36:50 一般(2w) 112 片桐 博也 かたぎり ひろや 男 52 川崎市
11:37:00 一般(2w) 113 重松 史孝 しげまつ ふみたか 男 53 相模原市
11:37:10 一般(2w) 114 市橋 保 いちはし たもつ 男 53 新潟県
11:37:20 一般(2w) 115 小野 康彦 おの やすひこ 男 53 相模原市
11:37:30 一般(2w) 116 丹 敏裕 たん としひろ 男 54 横浜市
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11:37:40 一般(2w) 117 広瀬 雅樹 ひろせ まさき 男 54 横浜市
11:37:50 一般(2w) 118 森 信幸 もり のぶゆき 男 56 茅ヶ崎市
11:38:00 一般(2w) 119 増岡 啓彰 ますおか ひろあき 男 56 横浜市
11:38:10 一般(2w) 120 中嶋 智紀 なかしま とものり 男 57 鳥取県
11:38:20 一般(2w) 121 冨田 真明 トミタ マサアキ 男 58 横浜市
11:38:30 一般(2w) 122 清水 邦彦 しみず くにひこ 男 59 東京都
11:38:40 一般(2w) 123 荒木 彰一 あらき しょういち 男 66 横浜市
11:38:50 一般(2w) 124 内藤 孝道 ないとう たかみち 男 66 横浜市
11:39:00 一般(2w) 125 永井 和子 ながい わこ 女 22 横須賀市
11:39:10 一般(2w) 126 中澤 萌 なかざわ めぐみ 女 22 横浜市
11:39:20 一般(2w) 127 伊代田 美和 いよだ みわ 女 24 茅ヶ崎市
11:39:30 一般(2w) 128 若松 陽子 わかまつ ようこ 女 28 埼玉県
11:39:40 一般(2w) 129 上野 良子 うえの りょうこ 女 30 東京都
11:39:50 一般(2w) 130 野島 由美子 のじま ゆみこ 女 35 千葉県
11:40:00 一般(2w) 131 横田 暁美 よこた さとみ 女 36 相模原市
11:40:10 一般(2w) 132 廣瀬 博子 ひろせ ひろこ 女 38 横浜市
11:40:20 一般(2w) 133 大林 利恵子 おおばやし りえこ 女 39 東京都
11:40:30 一般(2w) 134 竹垣 雅代 たけがき まさよ 女 39 茨城県
11:40:40 一般(2w) 135 田 福順 でん ふくじゅん 女 40 横浜市
11:40:50 一般(2w) 136 近藤 知佳子 こんどう ちかこ 女 40 横浜市
11:41:00 一般(2w) 137 千頭 りさ子 ちかみ りさこ 女 41 横浜市
11:41:10 一般(2w) 138 野口 理恵子 のぐち りえこ 女 46 埼玉県
10:00:00 ジュニア 201 小杉 亮太 こすぎ りょうた 男 12 中学1年 石川県
10:00:10 ジュニア 202 本木 颯人 もとき はやと 男 12 中学1年 埼玉県
10:00:20 ジュニア 203 小室 勇世 コムロ ユウセイ 男 12 中学1年 東京都
10:00:30 ジュニア 204 橋本 晴人 はしもと はると 男 13 中学1年 東京都
10:00:40 ジュニア 205 沖野 真那希 おきの まなき 男 13 中学1年 石川県
10:00:50 ジュニア 206 小川 航輝 おがわ こうき 男 13 中学2年 横須賀市
10:01:00 ジュニア 207 荻原 涼太朗 おぎはら りょうたろう 男 13 中学2年 川崎市
10:01:10 ジュニア 208 永山 悠仁 ながやま ゆうじん 男 13 中学2年 東京都
10:01:20 ジュニア 209 古屋 無為 ふるや むい 男 13 中学2年 東京都
10:01:30 ジュニア 210 大武 健剛 おおたけ けんごう 男 14 中学3年 横浜市
10:01:40 ジュニア 211 筒木 杏 つつき あんず 女 12 中学1年 東京都
10:01:50 ジュニア 212 小山 来輝 こやま らいき 女 13 中学1年 厚木市
10:02:00 ジュニア 213 原田 有彩 はらだ ありさ 女 13 中学2年 横浜市
10:02:10 ジュニア 214 戸井田 未来 といだ みく 女 14 中学2年 横浜市
9:45:00 キッズ(高学年) 301 廣岡 幹樹 ひろおか もとき 男 9 小学4年 横浜市
9:45:10 キッズ(高学年) 302 松田 八継 まつだ はっけい 男 9 小学4年 東京都
9:45:20 キッズ(高学年) 303 菊地 凰介 きくち おうすけ 男 9 小学4年 横浜市
9:45:30 キッズ(高学年) 304 本木 蔵人 もとき くらうど 男 9 小学4年 埼玉県
9:45:40 キッズ(高学年) 305 加藤 康太 かとう こうた 男 9 小学4年 川崎市
9:45:50 キッズ(高学年) 306 浅沼 優人 あさぬま ゆうと 男 9 小学4年 横浜市
9:46:00 キッズ(高学年) 307 田村 寅大 たむら とらお 男 9 小学4年 横浜市
9:46:10 キッズ(高学年) 308 村岡 龍一 むらおか りゅういち 男 9 小学4年 横浜市
9:46:20 キッズ(高学年) 309 花井 蒼 はない そう 男 9 小学4年 横浜市
9:46:30 キッズ(高学年) 310 森田 裕朗 もりた ひろあき 男 9 小学4年 横浜市
9:46:40 キッズ(高学年) 311 加藤 龍之介 かとう りゅうのすけ 男 9 小学4年 川崎市
9:46:50 キッズ(高学年) 312 松井 亮汰 まつい りょうた 男 9 小学4年 東京都
9:47:00 キッズ(高学年) 313 齊藤 類 さいとう るい 男 10 小学4年 東京都
9:47:10 キッズ(高学年) 314 森内 昭公 もりうち あきひろ 男 10 小学4年 大和市
9:47:20 キッズ(高学年) 315 多田 諒典 ただ りょうてん 男 10 小学4年 横浜市
9:47:30 キッズ(高学年) 316 谷本 智史 たにもと さとし 男 11 小学5年 横浜市
9:47:40 キッズ(高学年) 317 川端 啓聖 かわばた けいしょう 男 10 小学5年 茅ヶ崎市
9:47:50 キッズ(高学年) 318 土橋 太一 どばし たいち 男 10 小学5年 東京都
9:48:00 キッズ(高学年) 319 大室 杏夢 おおむろ あむ 男 10 小学5年 埼玉県
9:48:10 キッズ(高学年) 320 石川 智晴 いしかわ ちはる 男 10 小学5年 横浜市
9:48:20 キッズ(高学年) 321 中島 竜志 なかじま りゅうじ 男 10 小学5年 東京都
9:48:30 キッズ(高学年) 322 古川 諒 ふるかわ りょう 男 10 小学5年 石川県
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9:48:40 キッズ(高学年) 323 福嶋 陸 ふくしま りく 男 10 小学5年 東京都
9:48:50 キッズ(高学年) 324 権瓶 希空 ごんぺい のあ 男 10 小学5年 埼玉県
9:49:00 キッズ(高学年) 325 角川 翔平 つのかわ しょうへい 男 10 小学5年 横浜市
9:49:10 キッズ(高学年) 326 渡辺 大希 ワタナベ ダイキ 男 11 小学5年 横浜市
9:49:20 キッズ(高学年) 327 山崎 一吹 やまざき いぶき 男 11 小学5年 栃木県
9:49:30 キッズ(高学年) 328 東明 篤輝 しのあき あつき 男 11 小学5年 横浜市
9:49:40 キッズ(高学年) 329 丸山 瑚生 まるやま こお 男 11 小学6年 横浜市
9:49:50 キッズ(高学年) 330 古永 涼 ふるなが りょう 男 11 小学6年 横浜市
9:50:00 キッズ(高学年) 331 岡村 遥尚 おかむら はるな 男 11 小学6年 横浜市
9:50:10 キッズ(高学年) 332 城平 堅翔 じょうひら けんと 男 12 小学6年 横浜市
9:50:20 キッズ(高学年) 333 瀬藤 陵太 せとう りょうた 男 12 小学6年 横浜市
9:50:30 キッズ(高学年) 334 細谷 かりん ほそや かりん 女 9 小学4年 東京都
9:50:40 キッズ(高学年) 335 原田 莉圭 はらだ りか 女 9 小学4年 横浜市
9:50:50 キッズ(高学年) 336 米山 優和 よねやま ゆうわ 女 9 小学4年 横浜市
9:51:00 キッズ(高学年) 337 北原 怜奈 きたはら れな 女 9 小学4年 横浜市
9:51:10 キッズ(高学年) 338 坂元 結衣 さかもと ゆい 女 9 小学4年 横浜市
9:51:20 キッズ(高学年) 339 唐澤 美翔 からさわ みか 女 10 小学4年 小田原市
9:51:30 キッズ(高学年) 340 岡部 心結 おかべ みゆ 女 10 小学4年 東京都
9:51:40 キッズ(高学年) 341 松本 彩希 マツモト サキ 女 10 小学5年 小田原市
9:51:50 キッズ(高学年) 342 青木 咲歩 あおき さきほ 女 10 小学5年 横浜市
9:52:00 キッズ(高学年) 343 島崎 茉央 しまざき まお 女 10 小学5年 東京都
9:52:10 キッズ(高学年) 344 山口 カリナ小百合 やまぐち かりなさゆり 女 11 小学5年 茅ヶ崎市
9:52:20 キッズ(高学年) 345 古屋 和耶 ふるや やや 女 11 小学5年 東京都
9:52:30 キッズ(高学年) 346 細谷 くるみ ほそや くるみ 女 11 小学6年 東京都
9:52:40 キッズ(高学年) 347 山本 悠花 やまもと ゆうか 女 11 小学6年 石川県
9:52:50 キッズ(高学年) 348 吉田 萌未 よしだ もなみ 女 11 小学6年 東京都
9:53:00 キッズ(高学年) 349 荻原 那奈海 おぎはら ななみ 女 11 小学6年 川崎市
9:53:10 キッズ(高学年) 350 親松 美咲 おやまつ みさき 女 11 小学6年 横浜市
9:53:20 キッズ(高学年) 351 市川 暖乃香 いちかわ ののか 女 11 小学6年 東京都
9:53:30 キッズ(高学年) 352 菅野 渚 かんの なぎさ 女 11 小学6年 藤沢市
9:30:00 キッズ(低学年) 401 吉原 海翔 よしはら かいと 男 6 小学1年 横浜市
9:30:10 キッズ(低学年) 402 三木 湧陽 みき ゆうひ 男 6 小学1年 相模原市
9:30:20 キッズ(低学年) 403 森下　慶也 もりしたけいや 男 6 小学1年 東京都
9:30:30 キッズ(低学年) 404 池見 洸紀 いけみ こうき 男 6 小学1年 横浜市
9:30:40 キッズ(低学年) 405 添田 龍ノ介 そえだ りゅうのすけ 男 7 小学1年 座間市
9:30:50 キッズ(低学年) 406 河原崎 拓水 かわらざき たくみ 男 7 小学1年 川崎市
9:31:00 キッズ(低学年) 407 近藤 琉生 こんどう るい 男 7 小学1年 横浜市
9:31:10 キッズ(低学年) 408 神谷 大成 かみや たいせい 男 7 小学2年 東京都
9:31:20 キッズ(低学年) 409 矢野 一真 やの かずま 男 7 小学2年 東京都
9:31:30 キッズ(低学年) 410 野路 龍世 のじ りゅうせい 男 7 小学2年 東京都
9:31:40 キッズ(低学年) 411 土屋 虎太郎 つちや こたろう 男 7 小学2年 横浜市
9:31:50 キッズ(低学年) 412 宮本 和瑳 みやもと かずさ 男 7 小学2年 横浜市
9:32:00 キッズ(低学年) 413 多田 典允 ただ のりちか 男 7 小学2年 横浜市
9:32:10 キッズ(低学年) 414 左藤 悠紀 さとう ゆうき 男 7 小学2年 横浜市
9:32:20 キッズ(低学年) 415 森田 裕理 もりた ひろみち 男 7 小学2年 横浜市
9:32:30 キッズ(低学年) 416 中嶋 謙 なかじま けん 男 7 小学2年 横浜市
9:32:40 キッズ(低学年) 417 池野 叶真 いけの とうま 男 8 小学2年 大和市
9:32:50 キッズ(低学年) 418 山崎 ライガ やまざき らいが 男 8 小学2年 栃木県
9:33:00 キッズ(低学年) 419 林 勇輝 はやし ゆうき 男 8 小学2年 埼玉県
9:33:10 キッズ(低学年) 420 堀内 翔太 ほりうち しょうた 男 8 小学2年 東京都
9:33:20 キッズ(低学年) 421 菅 洋一郎 かん よういちろう 男 8 小学2年 横浜市
9:33:30 キッズ(低学年) 422 田中 優大朗 たなか ゆうたろう 男 8 小学2年 横浜市
9:33:40 キッズ(低学年) 423 河井 桜輔 かわい おうすけ 男 8 小学2年 横浜市
9:33:50 キッズ(低学年) 424 嶋田 ジュリアン湊 しまだ じゅりあんみなと 男 8 小学3年 海老名市
9:34:00 キッズ(低学年) 425 平井 康基 ひらい こうき 男 8 小学3年 平塚市
9:34:10 キッズ(低学年) 426 瀬川 旺右 せがわ おうすけ 男 8 小学3年 静岡県
9:34:20 キッズ(低学年) 427 森下　翔太 もりしたしょうた 男 8 小学3年 東京都
9:34:30 キッズ(低学年) 428 市野 玄大 いちの げんた 男 8 小学3年 横浜市
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9:34:40 キッズ(低学年) 429 池田 隼矢 いけだ しゅんや 男 8 小学3年 横浜市
9:34:50 キッズ(低学年) 430 廣瀬 健吾 ひろせ けんご 男 8 小学3年 横浜市
9:35:00 キッズ(低学年) 431 蓮沼 大遥 はすぬま たいよう 男 8 小学3年 横浜市
9:35:10 キッズ(低学年) 432 宮田 陽 みやた はる 男 8 小学3年 横浜市
9:35:20 キッズ(低学年) 433 清水 音弥 しみず おとや 男 8 小学3年 横浜市
9:35:30 キッズ(低学年) 434 木原 奏人 きはら かなと 男 8 小学3年 横浜市
9:35:40 キッズ(低学年) 435 輪島 悠太朗 わじま ゆうたろう 男 8 小学3年 横浜市
9:35:50 キッズ(低学年) 436 権瓶 音生 ごんぺい ねお 男 8 小学3年 埼玉県
9:36:00 キッズ(低学年) 437 奥井 昊希 おくい こうき 男 8 小学3年 横浜市
9:36:10 キッズ(低学年) 438 大久保 樹 おおくぼ いつき 男 8 小学3年 埼玉県
9:36:20 キッズ(低学年) 439 長場 皓暉 ながば こうき 男 8 小学3年 横浜市
9:36:30 キッズ(低学年) 440 小林 嶺臣 こばやし れお 男 9 小学3年 横浜市
9:36:40 キッズ(低学年) 441 丸山 琉生 まるやま るい 男 9 小学3年 横浜市
9:36:50 キッズ(低学年) 442 中村 拓真 なかむら たくま 男 9 小学3年 川崎市
9:37:00 キッズ(低学年) 443 左藤 利紀 さとう りき 男 9 小学3年 横浜市
9:37:10 キッズ(低学年) 444 渡辺 巧馬 わたなべ たくま 男 9 小学3年 横浜市
9:37:20 キッズ(低学年) 445 角田 琉海 つのだ りゅうせい 男 9 小学3年 埼玉県
9:37:30 キッズ(低学年) 446 川端 梨聖 かわばた りさと 女 6 小学1年 茅ヶ崎市
9:37:40 キッズ(低学年) 447 根本 心海 ねもと ここみ 女 6 小学1年 川崎市
9:37:50 キッズ(低学年) 448 根本 真海 ねもと まなみ 女 6 小学1年 川崎市
9:38:00 キッズ(低学年) 449 沼野井 詩穂 ぬまのい しほ 女 6 小学1年 横浜市
9:38:10 キッズ(低学年) 450 宮崎 加歩 みやざき かほ 女 6 小学1年 横浜市
9:38:20 キッズ(低学年) 451 前井 萄子 まえい とうこ 女 6 小学1年 横浜市
9:38:30 キッズ(低学年) 452 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 6 小学1年 茨城県
9:38:40 キッズ(低学年) 453 後藤 遥香 ごとう はるか 女 7 小学2年 藤沢市
9:38:50 キッズ(低学年) 454 尾形 心咲 おがた みさき 女 7 小学2年 東京都
9:39:00 キッズ(低学年) 455 岸田 夏鈴 きしだ かりん 女 7 小学2年 横浜市
9:39:10 キッズ(低学年) 456 山口 乃菜 やまぐち のな 女 8 小学3年 横浜市
9:39:20 キッズ(低学年) 457 吉田 紅那 よしだ くれな 女 8 小学3年 東京都
9:39:30 キッズ(低学年) 458 向 こころ むかい こころ 女 8 小学3年 横浜市
9:39:40 キッズ(低学年) 459 吉原 七海 よしはら ななみ 女 9 小学3年 横浜市
9:39:50 キッズ(低学年) 460 羽生 莉々佳 はぶ りりか 女 9 小学3年 横浜市
9:40:00 キッズ(低学年) 461 親松 遥 おやまつ はるか 女 9 小学3年 横浜市

5


