
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
11:00:00 高校生 1 芦名 海星 アシナ カイセイ 男 16 高校2年 横浜市
11:00:10 高校生 2 植草 海斗 うえくさ かいと 男 16 高校2年 横浜市
11:00:20 高校生 3 内田 早紀 うちだ さき 女 16 高校1年 横浜市
11:00:30 一般 4 鉄田 奎人 てつだ けいと 男 18 横浜市
11:00:40 一般 5 秋元 漱太 あきもと そうた 男 20 横浜市
11:00:50 一般 6 高山 雅明 たかやま まさあき 男 22 横浜市
11:01:00 一般 7 岸田 晃季 きしだ こうき 男 23 東京都
11:01:10 一般 8 吉竹 祥栄 よしたけ しょうえい 男 24 川崎市
11:01:20 一般 9 植野 鐘太 うえの しょうた 男 25 横浜市
11:01:30 一般 10 可児 昌大 かに まさひろ 男 26 静岡県
11:01:40 一般 11 篠川 大輔 しのかわ だいすけ 男 26 静岡県
11:01:50 一般 12 神澤 孝祐 かんざわ こうすけ 男 26 川崎市
11:02:00 一般 13 菅原 彰悦 すがわら しょうえつ 男 27 横浜市
11:02:10 一般 14 伊藤 隼人 いとう はやと 男 28 東京都
11:02:20 一般 15 平谷 皓倫 ひらたに あきのり 男 28 東京都
11:02:30 一般 16 近藤 和樹 こんどう かずき 男 30 東京都
11:02:40 一般 17 山田 敏明 やまだ としあき 男 30 茅ヶ崎市
11:02:50 一般 18 原田 諭 はらだ さとし 男 31 横浜市
11:03:00 一般 19 下島 千明 しもじま ちあき 男 32 川崎市
11:03:10 一般 20 坂本 康次 さかもと やすし 男 32 東京都
11:03:20 一般 21 大庭 紀昭 おおば のりあき 男 33 逗子市
11:03:30 一般 22 田村 誠士 たむら せいじ 男 33 横浜市
11:03:40 一般 23 川辺 洋平 かわべ ようへい 男 34 逗子市
11:03:50 一般 24 梶川 義巳 かじかわ よしみ 男 35 千葉県
11:04:00 一般 25 田中 正士 たなか まさし 男 35 千葉県
11:04:10 一般 26 三浦 康郁 みうら やすふみ 男 36 東京都
11:04:20 一般 27 清家 晋 せいけ すすむ 男 36 川崎市
11:04:30 一般 28 石井 宏明 イシイ ひろあき 男 36 東京都
11:04:40 一般 29 海原 才人 かいはら さいと 男 38 東京都
11:04:50 一般 30 清水 正基 しみず まさき 男 38 東京都
11:05:00 一般 31 山田 拓也 やまだ たくや 男 39 東京都
11:05:10 一般 32 鈴木 信二郎 すずき しんじろう 男 39 東京都
11:05:20 一般 33 小松 昌平 こまつ あきなり 男 40 東京都
11:05:30 一般 34 神田 康弘 かんだ やすひろ 男 40 東京都
11:05:40 一般 35 天田 大輔 あまだ だいすけ 男 40 東京都
11:05:50 一般 36 木村 迅 きむら じん 男 40 東京都
11:06:00 一般 37 生田 朋久 しょうだ ともひさ 男 41 東京都
11:06:10 一般 38 加藤 新 かとう しん 男 42 横浜市
11:06:20 一般 39 吉田 至徳 よしだ ゆきのり 男 42 横浜市
11:06:30 一般 40 松蔭 信豊 まつかげ のぶと 男 42 東京都
11:06:40 一般 41 高階 清彰 たかしな きよあき 男 43 東京都
11:06:50 一般 42 松本 和仁 まつもと かずひと 男 43 横浜市
11:07:00 一般 43 杉山 巧 すぎやま さとし 男 43 横浜市
11:07:10 一般 44 菅野 真志 かんの まさし 男 43 藤沢市
11:07:20 一般 45 中丸 隆一郎 なかまる りゅういちろう 男 43 横浜市
11:07:30 一般 46 中曽根 健 なかそね けん 男 43 横浜市
11:07:40 一般 47 伊藤 克明 いとう かつあき 男 44 東京都
11:07:50 一般 48 広井 渡 ひろい わたる 男 44 東京都
11:08:00 一般 49 佐藤 伸一 さとう しんいち 男 44 横浜市
11:08:10 一般 50 松崎 暁 まつざき さとる 男 44 横浜市
11:08:20 一般 51 吉田 達也 男 45 横浜市
11:08:30 一般 52 原田 哲州 はらだ てっしゅう 男 45 相模原市
11:08:40 一般 53 三上 徳朗 みかみ のりあき 男 46 東京都
11:08:50 一般 54 前田 英樹 まえだ ひでき 男 46 横浜市
11:09:00 一般 55 大島 達也 おおしま たつや 男 46 川崎市
11:09:10 一般 56 堀 智志 ほり さとし 男 46 横浜市
11:09:20 一般 57 森谷 真一 もりたに しんいち 男 47 横浜市
11:09:30 一般 58 大村 芳明 おおむら よしあき 男 47 東京都
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11:09:40 一般 59 田中 邦典 たなか くにのり 男 47 横浜市
11:09:50 一般 60 丸岡 智則 まるおか とものり 男 48 横浜市
11:10:00 一般 61 西村 典一 にしむら のりかず 男 48 横浜市
11:10:10 一般 62 村山 淳 むらやま じゅん 男 48 東京都
11:10:20 一般 63 藤本 徳正 フジモト ノリマサ 男 48 川崎市
11:10:30 一般 64 大澤 敏智 おおさわ としのり 男 50 川崎市
11:10:40 一般 65 中田 善康 なかだ よしやす 男 51 横浜市
11:10:50 一般 66 細田 栄 ほそだ さかえ 男 52 鎌倉市
11:11:00 一般 67 小川 朋康 おがわ ともやす 男 52 秦野市
11:11:10 一般 68 松永 智文 まつなが ともふみ 男 52 東京都
11:11:20 一般 69 鳥山 典之 とりやま のりゆき 男 52 横浜市
11:11:30 一般 70 土屋 宏明 つちや ひろあき 男 52 横浜市
11:11:40 一般 71 五十嵐 秀典 いがらし ひでのり 男 54 東京都
11:11:50 一般 72 上田 吉昭 うえだ よしあき 男 54 相模原市
11:12:00 一般 73 重松 史孝 しげまつ ふみたか 男 55 相模原市
11:12:10 一般 74 広瀬 雅樹 ひろせ まさき 男 56 横浜市
11:12:20 一般 75 二宮 啓輔 にのみや けいすけ 男 56 横浜市
11:12:30 一般 76 山田 克己 やまだ かつみ 男 58 大和市
11:12:40 一般 77 武井 雄二 たけい ゆうじ 男 59 川崎市
11:12:50 一般 78 永澤 雅仁 ながさわ まさひと 男 63 二宮町
11:13:00 一般 79 荒木 彰一 あらき しょういち 男 68 横浜市
11:13:10 一般 80 永井 和子 ながい わこ 女 24 厚木市
11:13:20 一般 81 中澤 萌 なかざわ めぐみ 女 24 横浜市
11:13:30 一般 82 中村 真由子 なかむら まゆこ 女 26 東京都
11:13:40 一般 83 伊藤 真美 いとう まなみ 女 30 横須賀市
11:13:50 一般 84 小日山 佳代 こひやま かよ 女 30 横浜市
11:14:00 一般 85 菅野 友美 カンノ トモミ 女 35 東京都
11:14:10 一般 86 小笠原 悦子 おがさわら えつこ 女 46 相模原市
11:14:20 一般 87 村田 祐子 むらた ゆうこ 女 47 東京都
11:14:30 一般 88 齋藤 洋子 さいとう ひろこ 女 48 東京都
11:14:40 一般 89 斉藤 栄美子 さいとう えみこ 女 57 東京都
10:00:00 ジュニア 201 大崎 航輔 おおさき こうすけ 男 13 中学2年 横浜市
10:00:10 ジュニア 202 實方 悠生 じつかた ゆうき 男 12 中学1年 千葉県
9:45:00 キッズ(高学年) 301 小野 宣長 おの のりなが 男 10 小学4年 横浜市
9:45:10 キッズ(高学年) 302 小林 賢弥 こばやし けんや 男 10 小学4年 平塚市
9:45:20 キッズ(高学年) 303 水谷 悠平 みずたに ゆうへい 男 9 小学4年 新潟県
9:45:30 キッズ(高学年) 304 菅 洋一郎 かん よういちろう 男 10 小学4年 横浜市
9:45:40 キッズ(高学年) 305 田中 優大朗 たなか ゆうたろう 男 10 小学4年 横浜市
9:45:50 キッズ(高学年) 306 輪島　悠太郎 わじまゆうたろう 男 10 小学5年 横浜市
9:46:00 キッズ(高学年) 307 大浦 貫太郎 おおうら かんたろう 男 11 小学5年 横浜市
9:46:10 キッズ(高学年) 308 池田 隼矢 イケダ シュンヤ 男 10 小学5年 横浜市
9:46:20 キッズ(高学年) 309 田中 昊太 たなか こうた 男 11 小学5年 埼玉県
9:46:30 キッズ(高学年) 310 廣瀬 健吾 ひろせ けんご 男 10 小学5年 横浜市
9:46:40 キッズ(高学年) 311 加藤 康太 かとう こうた 男 11 小学6年 川崎市
9:46:50 キッズ(高学年) 312 宮野 煌英 みやの こうえい 男 11 小学6年 横浜市
9:47:00 キッズ(高学年) 313 高階 凛登 たかしな りんと 男 11 小学6年 東京都
9:47:10 キッズ(高学年) 314 松田 八継 まつだ はっけい 男 11 小学6年 東京都
9:47:20 キッズ(高学年) 315 浅沼 優人 あさぬま ゆうと 男 11 小学6年 横浜市
9:47:30 キッズ(高学年) 316 片岡 遼哉 かたおか りょうや 男 11 小学6年 埼玉県
9:47:40 キッズ(高学年) 317 岸田 夏鈴 きしだ かりん 女 9 小学4年 横浜市
9:47:50 キッズ(高学年) 318 古田 莉奈 ふるた りな 女 9 小学4年 横浜市
9:48:00 キッズ(高学年) 319 後藤 遥香 ごとう はるか 女 9 小学4年 藤沢市
9:48:10 キッズ(高学年) 320 高階 蘭奈 たかしな らんな 女 9 小学4年 東京都
9:48:20 キッズ(高学年) 321 田 杏莉 でん あんり 女 9 小学4年 横浜市
9:48:30 キッズ(高学年) 322 藤田 理央 ふじた りお 女 9 小学4年 横浜市
9:48:40 キッズ(高学年) 323 本間 くるみ ほんま くるみ 女 9 小学4年 藤沢市
9:48:50 キッズ(高学年) 324 吉原　七海 よしはらななみ 女 11 小学5年 横浜市
9:49:00 キッズ(高学年) 325 向 こころ むかい こころ 女 10 小学5年 横浜市
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9:49:10 キッズ(高学年) 326 江口 沙和 えぐち さわ 女 10 小学5年 埼玉県
9:49:20 キッズ(高学年) 327 倉田 舞幸 くらた まゆき 女 10 小学5年 横浜市
9:49:30 キッズ(高学年) 328 水谷 彩奈 みずたに あやな 女 12 小学6年 新潟県
9:49:40 キッズ(高学年) 329 田 樹莉 でん じゅり 女 12 小学6年 横浜市
9:49:50 キッズ(高学年) 330 米山 優和 よねやま ゆうわ 女 11 小学6年 横浜市
9:50:00 キッズ(高学年) 331 北原 怜奈 きたはら れな 女 11 小学6年 横浜市
9:30:00 キッズ(低学年) 401 丸橋 聡介 まるばし そうすけ 男 6 小学1年 川崎市
9:30:10 キッズ(低学年) 402 菊江 諒成 きくえ りょうせい 男 6 小学1年 伊勢原市
9:30:20 キッズ(低学年) 403 橋本 天 はしもと てん 男 7 小学1年 横浜市
9:30:30 キッズ(低学年) 404 諸星 陸 もろほし りく 男 6 小学1年 東京都
9:30:40 キッズ(低学年) 405 遠藤 要 えんどう かなめ 男 7 小学2年 横浜市
9:30:50 キッズ(低学年) 406 古市 大 ふるいち まさる 男 7 小学2年 横浜市
9:31:00 キッズ(低学年) 407 三上 怜朗 みかみ れお 男 8 小学2年 東京都
9:31:10 キッズ(低学年) 408 三木 睦登 みき まこと 男 7 小学2年 相模原市
9:31:20 キッズ(低学年) 409 上山 颯太 カミヤマ ソウタ 男 7 小学2年 東京都
9:31:30 キッズ(低学年) 410 前田 悠成 まえだ はるせ 男 7 小学2年 横浜市
9:31:40 キッズ(低学年) 411 前田 悠晴 まえだ ゆうせい 男 7 小学2年 横浜市
9:31:50 キッズ(低学年) 412 池田 直人 イケダ ナオト 男 7 小学2年 横浜市
9:32:00 キッズ(低学年) 413 吉原　海翔 よしはらかいと 男 8 小学3年 横浜市
9:32:10 キッズ(低学年) 414 亀村 理太郎 かめむら りたろう 男 9 小学3年 横浜市
9:32:20 キッズ(低学年) 415 佐藤 圭悟 さとう けいご 男 8 小学3年 東京都
9:32:30 キッズ(低学年) 416 三木 湧陽 みき ゆうひ 男 8 小学3年 相模原市
9:32:40 キッズ(低学年) 417 浅沼 直人 あさぬま なおと 男 8 小学3年 横浜市
9:32:50 キッズ(低学年) 418 大島 歩夢 おおしま あゆむ 男 9 小学3年 川崎市
9:33:00 キッズ(低学年) 419 池見 洸紀 いけみ こうき 男 8 小学3年 横浜市
9:33:10 キッズ(低学年) 420 下村 せりあ しもむら せりあ 女 7 小学1年 東京都
9:33:20 キッズ(低学年) 421 玉木 遥 たまき はるか 女 6 小学1年 東京都
9:33:30 キッズ(低学年) 422 山口 梨花 やまぐち りか 女 7 小学2年 横浜市
9:33:40 キッズ(低学年) 423 篠田 藍 しのだ あい 女 8 小学2年 横浜市
9:33:50 キッズ(低学年) 424 田口 心愛 たぐち このあ 女 7 小学2年 東京都
9:34:00 キッズ(低学年) 425 田村 和奏 たむら わかな 女 7 小学2年 寒川町
9:34:10 キッズ(低学年) 426 輪島　凛 わじまりん 女 9 小学3年 横浜市
9:34:20 キッズ(低学年) 427 横倉 つぼみ よこくら つぼみ 女 8 小学3年 茨城県
9:34:30 キッズ(低学年) 428 宮﨑 加歩 みやざき かほ 女 8 小学3年 横浜市
9:34:40 キッズ(低学年) 429 戸塚 優彩 とつか ゆい 女 9 小学3年 横浜市
9:34:50 キッズ(低学年) 430 黒川 璃子 くろかわ りこ 女 9 小学3年 東京都
9:35:00 キッズ(低学年) 431 小嶋 文葉 こじま あやは 女 8 小学3年 平塚市
9:35:10 キッズ(低学年) 432 小林 真子 こばやし まこ 女 8 小学3年 横浜市
9:35:20 キッズ(低学年) 433 菅野 梓 かんの あずさ 女 8 小学3年 藤沢市
9:35:30 キッズ(低学年) 434 川端 梨聖 カワバタ リサト 女 8 小学3年 茅ヶ崎市
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