
№ 9 混合  200m メドレーリレー タイム決勝

１組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )南毛利中学校     122  3:10.00
 2. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     131  3:00.00
 3. ( ･ ･ ･ )厚木G             23  2:48.00
 4. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        63  2:42.02
 5. ( ･ ･ ･ )メガロス大和      78  2:45.50
 6. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        56  2:54.17
 7. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        62  3:04.83
 8. ( ･ ･ ･ )                       

２組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     129  2:40.00
 2. ( ･ ･ ･ )ザバス鶴見        52  2:39.46
 3. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢         84  2:35.00
 4. ( ･ ･ ･ )八ッ橋ＳＣ        65  2:34.35
 5. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢         80  2:35.00
 6. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     128  2:35.00
 7. ( ･ ･ ･ )厚木B             18  2:40.00
 8. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台       88  2:40.17

３組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )Nagatsuta.SC      75  2:33.17
 2. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     127  2:30.00
 3. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        57  2:28.87
 4. ( ･ ･ ･ )金沢              12  2:25.00
 5. ( ･ ･ ･ )トピーアヤセ      69  2:26.00
 6. ( ･ ･ ･ )湘南              28  2:30.00
 7. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台       87  2:32.15
 8. ( ･ ･ ･ )ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ          47  2:34.00

４組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )Nagatsuta.SC      74  2:21.98
 2. ( ･ ･ ･ )大綱              95  2:20.22
 3. ( ･ ･ ･ )ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ          46  2:18.50
 4. ( ･ ･ ･ )厚木3             19  2:15.00
 5. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢         83  2:15.00
 6. ( ･ ･ ･ )東京都市大付属   132  2:20.00
 7. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        58  2:20.92
 8. ( ･ ･ ･ )金沢               9  2:22.00

５組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )トピーアヤセ      68  2:08.00
 2. ( ･ ･ ･ )麻溝台B           36  2:07.00
 3. ( ･ ･ ･ )チーム所沢       114  2:00.00
 4. ( ･ ･ ･ )麻溝台A           35  1:54.00
 5. ( ･ ･ ･ )クロガネ         108  1:54.00
 6. ( ･ ･ ･ )チーム所沢       115  2:00.00
 7. ( ･ ･ ･ )東京都市大付属   136  2:07.35
 8. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        64  2:11.69

№ 10 混合  400m メドレーリレー タイム決勝

１組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )相模丘中学校     110  6:00.00
 2. ( ･ ･ ･ )南毛利中学校     120  5:30.00
 3. ( ･ ･ ･ )上溝中学校       119  5:21.00
 4. ( ･ ･ ･ )矢向中学校       149  5:20.00
 5. ( ･ ･ ･ )横浜金沢          45  5:21.00
 6. ( ･ ･ ･ )鶴見              93  5:30.00
 7. ( ･ ･ ･ )大津             100  5:40.10
 8. ( ･ ･ ･ )                       



№ 10 混合  400m メドレーリレー タイム決勝

２組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )上溝中学校       118  5:16.00
 2. ( ･ ･ ･ )厚木J             24  5:05.00
 3. ( ･ ･ ･ )久里浜           104  4:50.00
 4. ( ･ ･ ･ )大津              98  4:45.20
 5. ( ･ ･ ･ )久里浜           102  4:50.00
 6. ( ･ ･ ･ )矢向中学校       147  5:00.00
 7. ( ･ ･ ･ )東高津中学校     139  5:10.00
 8. ( ･ ･ ･ )東高津中学校     141  5:20.00

３組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )生麦中           143  4:43.00
 2. ( ･ ･ ･ )相模原            39  4:35.00
 3. ( ･ ･ ･ )厚木A             20  4:32.00
 4. ( ･ ･ ･ )矢向中学校       146  4:28.00
 5. ( ･ ･ ･ )NKWD             105  4:30.00
 6. ( ･ ･ ･ )横浜              14  4:33.00
 7. ( ･ ･ ･ )伊勢原SC          71  4:42.51
 8. ( ･ ･ ･ )戸塚              32  4:44.00

４組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )逗子開成中        41  4:26.00
 2. ( ･ ･ ･ )武相               6  4:23.00
 3. ( ･ ･ ･ )戸塚              30  4:20.00
 4. ( ･ ･ ･ )逗子開成高A        3  4:08.50
 5. ( ･ ･ ･ )逗子開成高B        4  4:09.00
 6. ( ･ ･ ･ )金沢              10  4:22.00
 7. ( ･ ･ ･ )鶴見              91  4:25.00
 8. ( ･ ･ ･ )横浜金沢          43  4:27.00

№ 21 混合  200m リレー タイム決勝

１組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )                       
 2. ( ･ ･ ･ )                       
 3. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        59  2:47.63
 4. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        53  2:36.65
 5. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     130  2:40.00
 6. ( ･ ･ ･ )                       
 7. ( ･ ･ ･ )                       
 8. ( ･ ･ ･ )                       

２組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台       86  2:28.09
 2. ( ･ ･ ･ )ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS          89  2:21.00
 3. ( ･ ･ ･ )ザバス鶴見        49  2:20.48
 4. ( ･ ･ ･ )相模原A          153  2:20.00
 5. ( ･ ･ ･ )相模原B          154  2:20.00
 6. ( ･ ･ ･ )ザバス鶴見        50  2:20.48
 7. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        60  2:24.76
 8. ( ･ ･ ･ )                       

３組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢         82  2:20.00
 2. ( ･ ･ ･ )厚木G             21  2:20.00
 3. ( ･ ･ ･ )Nagatsuta.SC      73  2:17.35
 4. ( ･ ･ ･ )ザバス鶴見        48  2:15.07
 5. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台       85  2:16.85
 6. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        54  2:18.27
 7. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢         79  2:20.00
 8. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     126  2:20.00



№ 21 混合  200m リレー タイム決勝

４組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )トピーアヤセ      67  2:15.00
 2. ( ･ ･ ･ )東高津中学校     137  2:10.00
 3. ( ･ ･ ･ )ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢         81  2:10.00
 4. ( ･ ･ ･ )金沢               7  2:08.00
 5. ( ･ ･ ･ )Nagatsuta.SC      72  2:08.58
 6. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     124  2:10.00
 7. ( ･ ･ ･ )大綱              96  2:12.11
 8. ( ･ ･ ･ )大野北中学校     125  2:15.00

５組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )東京都市大付属   134  2:07.00
 2. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        61  2:01.19
 3. ( ･ ･ ･ )相模原B          151  2:00.00
 4. ( ･ ･ ･ )トピーアヤセ      66  2:00.00
 5. ( ･ ･ ･ )相模原A          150  2:00.00
 6. ( ･ ･ ･ )ザバス鶴見        51  2:00.22
 7. ( ･ ･ ･ )東京都市大付属   133  2:05.00
 8. ( ･ ･ ･ )相模原ＤＣ        55  2:07.04

６組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )厚木B             15  1:58.00
 2. ( ･ ･ ･ )海老名            37  1:55.00
 3. ( ･ ･ ･ )クロガネ         109  1:48.00
 4. ( ･ ･ ･ )チーム所沢       112  1:45.00
 5. ( ･ ･ ･ )チーム所沢       113  1:45.00
 6. ( ･ ･ ･ )麻溝台            33  1:54.00
 7. ( ･ ･ ･ )厚木3             16  1:57.00
 8. ( ･ ･ ･ )湘南              26  2:00.00

№ 22 混合  400m リレー タイム決勝

１組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )                       
 2. ( ･ ･ ･ )                       
 3. ( ･ ･ ･ )南毛利中学校     123  5:50.00
 4. ( ･ ･ ･ )大津              99  5:00.10
 5. ( ･ ･ ･ )相模丘中学校     111  5:20.00
 6. ( ･ ･ ･ )                       
 7. ( ･ ･ ･ )                       
 8. ( ･ ･ ･ )                       

２組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )                       
 2. ( ･ ･ ･ )東高津中学校     140  4:50.00
 3. ( ･ ･ ･ )矢向中学校       148  4:47.00
 4. ( ･ ･ ･ )矢向中学校       145  4:36.00
 5. ( ･ ･ ･ )横浜金沢          44  4:41.00
 6. ( ･ ･ ･ )鶴見              92  4:50.00
 7. ( ･ ･ ･ )南毛利中学校     121  4:59.00
 8. ( ･ ･ ･ )                       

３組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )久里浜           101  4:35.00
 2. ( ･ ･ ･ )東高津中学校     138  4:30.00
 3. ( ･ ･ ･ )金沢              11  4:30.00
 4. ( ･ ･ ･ )仁体体           107  4:20.00
 5. ( ･ ･ ･ )久里浜           103  4:25.00
 6. ( ･ ･ ･ )上溝中学校       116  4:30.00
 7. ( ･ ･ ･ )厚木J             22  4:34.00
 8. ( ･ ･ ･ )上溝中学校       117  4:35.00



№ 22 混合  400m リレー タイム決勝

４組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )伊勢原SC          70  4:18.25
 2. ( ･ ･ ･ )ＹＳＭＣ          77  4:16.00
 3. ( ･ ･ ･ )湘南              27  4:15.00
 4. ( ･ ･ ･ )神奈川            94  4:09.00
 5. ( ･ ･ ･ )横浜              13  4:12.00
 6. ( ･ ･ ･ )NKWD             106  4:15.00
 7. ( ･ ･ ･ )東京都市大付属   135  4:17.00
 8. ( ･ ･ ･ )戸塚              31  4:19.00

５組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )生麦中           142  4:05.00
 2. ( ･ ･ ･ )逗子開成中        40  4:03.00
 3. ( ･ ･ ･ )相模原            38  4:00.00
 4. ( ･ ･ ･ )大津              97  3:59.30
 5. ( ･ ･ ･ )金沢               8  4:00.00
 6. ( ･ ･ ･ )鶴見              90  4:00.00
 7. ( ･ ･ ･ )矢向中学校       144  4:03.00
 8. ( ･ ･ ･ )旭                25  4:06.50

６組 番号 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
 1. ( ･ ･ ･ )横浜金沢          42  3:56.00
 2. ( ･ ･ ･ )戸塚              29  3:55.00
 3. ( ･ ･ ･ )逗子開成高B        2  3:45.00
 4. ( ･ ･ ･ )麻溝台            34  3:40.00
 5. ( ･ ･ ･ )逗子開成高A        1  3:44.50
 6. ( ･ ･ ･ )武相               5  3:53.00
 7. ( ･ ･ ･ )厚木A             17  3:56.00
 8. ( ･ ･ ･ )ＹＳＭＣ          76  3:59.12



プログラム
Ｎｏ． 組 コース プログラム

Ｎｏ． 組 コース

200 400 予　・　決 200 400 予　・　決

８歳以下 ９～１０才 １１～１２才 １３～１４才 １５～１８才 １９歳以上 ８歳以下 ９～１０才 １１～１２才 １３～１４才 １５～１８才 １９歳以上

フリガナ フリガナ

チーム名 チーム名

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第一泳者 第一泳者

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第二泳者 第二泳者

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第三泳者 第三泳者

フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ． フリガナ 年齢 コンピューターＮｏ．

第四泳者 第四泳者

記載責任者 オーダー入力 記載責任者 オーダー入力

リレーオーダー用紙

メドレーリレー フリーリレー

リレーオーダー用紙

メドレーリレー フリーリレー
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登録選手一覧

氏  名（カ  ナ） 所属名１ 学年 団体
登録№ 氏  名（漢  字） 所属名２ 生年月日 日水連コード

性  別（加  盟） 所属名３ 年齢 検索コード

2019/03/18 21:45:08 SEIKO Swimming Results System

ﾐﾔｵｶ ﾃﾙﾔ SPLASH SPLASH 高校:3年
    1 宮岡　輝弥 2000/09/09 116480009090

男子 (埼  玉) 18

ﾖｼﾊﾞ ﾘｮｳ SPLASH SPLASH 中学:2年
    2 吉羽　　涼 2004/10/16 116480410160

男子 (埼  玉) 14

ﾐﾔｵｶ ｶｲﾔ SPLASH SPLASH 中学:1年
    3 宮岡　快弥 2005/07/14 116480507140

男子 (埼  玉) 13

ﾎｯﾀ ｹｲｼﾝ SPLASH SPLASH 小学:3年
    4 堀田　啓心 2009/08/24 116480908240

男子 (埼  玉) 9

ｼﾊﾞﾉ ｱﾝﾐ SPLASH SPLASH 高校:2年
    5 芝野　杏美 2001/10/09 116480110095

女子 (埼  玉) 17

ｱﾗｲ ｽｽﾞｶ SPLASH SPLASH 高校:1年
    6 荒井　鈴花 2002/08/22 116480208225

女子 (埼  玉) 16

ﾓﾘｶﾜ ﾅﾂｷ SPLASH SPLASH 中学:1年
    7 森川菜津樹 2005/04/20 116480504205

女子 (埼  玉) 13

ﾓﾘ ｱﾔｶ SPLASH SPLASH 中学:1年
    8 森　　彩夏 2005/06/22 116480506225

女子 (埼  玉) 13

ﾎｯﾀ ﾘｺ SPLASH SPLASH 小学:6年
    9 堀田　梨心 2006/12/04 116480612045

女子 (埼  玉) 12

ｼﾊﾞﾉ ﾐｵﾝ SPLASH SPLASH 小学:5年
   10 芝野　美響 2007/09/24 116480709245

女子 (埼  玉) 11

ﾖｼﾊﾞ ﾈﾈ SPLASH SPLASH 小学:3年
   11 吉羽　寧々 2009/08/20 116480908205

女子 (埼  玉) 9

ｶﾀｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 大学:2年
   12 片岡健太郎 1997/07/08 128039707080

男子 (千  葉) 21

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:2年
   13 堀口　佳之 2004/04/29 128030404290

男子 (千  葉) 14

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:2年
   14 堀口　昌之 2004/04/29 128030404290

男子 (千  葉) 14

ﾆｼﾎﾞﾘ ﾕｳﾏ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:2年
   15 西堀　佑馬 2005/01/12 128030501120

男子 (千  葉) 14



Page    2

登録選手一覧

氏  名（カ  ナ） 所属名１ 学年 団体
登録№ 氏  名（漢  字） 所属名２ 生年月日 日水連コード

性  別（加  盟） 所属名３ 年齢 検索コード

2019/03/18 21:45:08 SEIKO Swimming Results System

ｸﾛｶﾜ ﾚｲ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:2年
   16 黒川　　怜 2005/03/03 128030503030

男子 (千  葉) 14

ﾅﾘﾀ ｱｵﾊﾞ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:2年
   17 成田　碧波 2005/03/13 128030503130

男子 (千  葉) 14

ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:1年
   18 長谷川隼乙 2005/04/11 128030504110

男子 (千  葉) 13

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾒｲ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 小学:5年
   19 遠藤　滉明 2007/11/20 128030711200

男子 (千  葉) 11

ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:3年
   20 堀江　彩花 2003/06/20 128030306205

女子 (千  葉) 15

ｶﾄｳ ｷﾗ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 中学:3年
   21 加藤　葵良 2003/10/27 128030310275

女子 (千  葉) 15

ｻﾄｳ ﾏﾅｶ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 小学:6年
   22 佐藤　愛華 2006/12/02 128030612025

女子 (千  葉) 12

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 稲毛遊泳会 ｲﾅｹﾞESC 小学:6年
   23 渡邉　　葵 2007/02/03 128030702035

女子 (千  葉) 12

ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:2年
   24 石原遼太郎 2001/07/23 132350107230

男子 (東  京) 17

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾚｵ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:2年
   25 富永　玲央 2001/09/01 132350109010

男子 (東  京) 17

ﾀｶﾐｽﾞ ﾕｷﾋｻ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:2年
   26 髙水　千央 2001/12/10 132350112100

男子 (東  京) 17

ﾋﾗｷ ﾕｳﾏ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:2年
   27 平木　有真 2002/01/09 132350201090

男子 (東  京) 17

ｳｴﾊﾗ ｹｲﾄ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:1年
   28 上原　慧土 2002/06/02 132350206020

男子 (東  京) 16

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:1年
   29 藤本　康汰 2002/06/05 132350206050

男子 (東  京) 16

ｵｶ ﾕｳﾀ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:1年
   30 岡　　優太 2002/06/29 132350206290

男子 (東  京) 16
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ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:1年
   31 斉藤　竜也 2002/08/22 132350208220

男子 (東  京) 16

ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｶﾅﾄ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:1年
   32 大洞　奏翔 2003/01/21 132350301210

男子 (東  京) 16

ﾋﾗｻﾜ ｶﾅｺ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:2年
   33 平澤華奈子 2001/04/11 132350104115

女子 (東  京) 17

ﾊﾗ ﾏﾉｶ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:1年
   34 原　まのか 2002/06/08 132350206085

女子 (東  京) 16

ﾔｽﾊﾗ ﾅﾅﾐ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 高校:1年
   35 安原　七海 2003/01/16 132350301165

女子 (東  京) 16

ｶﾏﾀ ﾕｳｷ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:3年
   36 鎌田　優毅 2003/04/09 134460304090

男子 (東  京) 15

ｳｴﾑﾗ ﾔﾏﾄ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:3年
   37 植村　倭斗 2003/05/10 134460305100

男子 (東  京) 15

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:3年
   38 宮本　　翔 2003/05/12 134460305120

男子 (東  京) 15

ｻﾊﾗ ｺｳﾀ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:3年
   39 佐原　宏太 2003/07/08 134460307080

男子 (東  京) 15

ﾀｶﾞｼﾗ ｼｭﾝ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:3年
   40 田頭　　駿 2003/12/12 134460312120

男子 (東  京) 15

ｲｿﾅﾐ ﾀｹﾋﾄ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:2年
   41 磯波　勇仁 2004/06/18 134460406180

男子 (東  京) 14

ﾐｽﾞｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:2年
   42 水島　諒介 2004/09/22 134460409220

男子 (東  京) 14

ｲｹｶﾞﾐ ｸｳﾔ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   43 池上　空哉 2005/04/05 134460504050

男子 (東  京) 13

ｵｵﾊﾗ ﾃﾙ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   44 大原　　晟 2005/04/19 134460504190

男子 (東  京) 13

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   45 平林　優太 2005/08/05 134460508050

男子 (東  京) 13
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ｲﾅｹﾞ ｲﾌﾞｷ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   46 稲毛　巳楓 2005/09/16 134460509160

男子 (東  京) 13

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｸ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   47 宮本　龍空 2006/02/12 134460602120

男子 (東  京) 13

ｻﾞｲﾂ ｼｮｳｷ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   48 財津　将希 2006/02/15 134460602150

男子 (東  京) 13

ｻﾜﾓﾄ ﾊﾙｷ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   49 澤本　青楓 2006/03/28 134460603280

男子 (東  京) 12

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   50 山口慎太郎 2006/03/31 134460603310

男子 (東  京) 12

ｾｷ ﾜｶﾊﾞ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   51 関　　若葉 2005/06/10 134460506105

女子 (東  京) 13

ｶﾈﾅﾘ ﾓﾓｱ 日大三 ﾆﾁﾀﾞｲｻﾝ 中学:1年
   52 兼成　桃彩 2006/03/09 134460603095

女子 (東  京) 13

ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   53 寺島　俊結 2001/05/13 140010105130

男子 (神奈川) 17

ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   54 石井　秀幸 2001/05/31 140010105310

男子 (神奈川) 17

ｵｻﾞﾜ ﾏﾋﾄ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   55 小澤　真人 2001/06/01 140010106010

男子 (神奈川) 17

ｱﾝﾋﾞﾙ ﾏｻﾋﾛ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   56 安蒜　雅弘 2001/06/07 140010106070

男子 (神奈川) 17

ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝﾀ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   57 菅原　源太 2001/07/13 140010107130

男子 (神奈川) 17

ﾖｼﾓﾄ ｲﾀﾙ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   58 吉本　　達 2001/08/05 140010108050

男子 (神奈川) 17

ﾋﾗｶﾜ ｹｲ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   59 平川　　慧 2001/08/08 140010108080

男子 (神奈川) 17

ﾉﾑﾗ ｹｲｽｹ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   60 野村　佳佑 2001/08/14 140010108140

男子 (神奈川) 17
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ﾌｸﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   61 福原　広大 2001/09/28 140010109280

男子 (神奈川) 17

ｲｿﾉ ｱｷﾗ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   62 礒野　　祥 2001/11/28 140010111280

男子 (神奈川) 17

ｷﾖﾀ ﾀｲｶﾞ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   63 清田　大河 2001/12/19 140010112190

男子 (神奈川) 17

ｼﾉﾐﾔ ﾖｳ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   64 篠宮　　湧 2001/12/26 140010112260

男子 (神奈川) 17

ｷﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   65 北村　望満 2002/02/12 140010202120

男子 (神奈川) 17

ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:2年
   66 佐々木洋翔 2002/03/27 140010203270

男子 (神奈川) 16

ﾕｳｷ ﾊﾙﾄ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   67 結城　陽斗 2002/04/21 140010204210

男子 (神奈川) 16

ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾄ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   68 関口　大斗 2002/05/11 140010205110

男子 (神奈川) 16

ﾅｶﾊｼ ﾀｽｸ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   69 中橋　侑久 2002/05/12 140010205120

男子 (神奈川) 16

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   70 丸山　渓太 2002/05/23 140010205230

男子 (神奈川) 16

ﾌﾙｻｷ ｼｭﾝﾔ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   71 古﨑　駿也 2002/06/08 140010206080

男子 (神奈川) 16

ﾅﾗ ｺｳｽｹ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   72 奈良　行祐 2002/07/02 140010207020

男子 (神奈川) 16

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   73 清水　裕太 2002/07/24 140010207240

男子 (神奈川) 16

ｼﾗｲｼ ｱﾂｼ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   74 白石　敦士 2002/12/14 140010212140

男子 (神奈川) 16

ｷｸﾀ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   75 菊田隆一郎 2003/01/08 140010301080

男子 (神奈川) 16
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ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   76 長井　拓真 2003/01/27 140010301270

男子 (神奈川) 16

ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾀ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   77 柄澤　健太 2003/01/29 140010301290

男子 (神奈川) 16

ｼﾉﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   78 篠塚　裕樹 2003/02/13 140010302130

男子 (神奈川) 16

ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   79 川村　健心 2003/02/28 140010302280

男子 (神奈川) 16

ﾎｯﾀ ｻﾄｼ 逗子開成 ｽﾞｼｶｲｾｲ 高校:1年
   80 堀田　捷史 2003/03/07 140010303070

男子 (神奈川) 16

ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   81 田中　誠斗 2001/04/04 140020104040

男子 (神奈川) 17

ｵｵｸﾎﾞ ｶﾝｼﾞ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   82 大久保寛至 2001/06/06 140020106060

男子 (神奈川) 17

ﾓﾄｲｼ ﾋﾛﾄ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   83 元石　大翔 2001/09/13 140020109130

男子 (神奈川) 17

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   84 井上　晴輝 2001/12/04 140020112040

男子 (神奈川) 17

ｵｵｲ ﾘｸ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   85 大井　凌空 2002/01/07 140020201070

男子 (神奈川) 17

ﾀｶﾓﾘ ﾕｳﾄ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:1年
   86 髙森　悠叶 2002/08/03 140020208030

男子 (神奈川) 16

ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:1年
   87 山崎　海翔 2002/08/17 140020208170

男子 (神奈川) 16

ｺﾝﾅｲ ﾂﾊﾞｻ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:1年
   88 近内　　翼 2002/08/18 140020208180

男子 (神奈川) 16

ﾌｸｵｶ ﾊﾔﾃ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:1年
   89 福岡　　颯 2002/10/31 140020210310

男子 (神奈川) 16

ｾｷｸﾞﾁ ﾌｳｶ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   90 関口　風香 2001/04/21 140020104215

女子 (神奈川) 17
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ﾊﾞﾊﾞ ﾎﾅﾐ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   91 馬場　帆南 2001/05/07 140020105075

女子 (神奈川) 17

ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   92 清水　紗良 2001/06/10 140020106105

女子 (神奈川) 17

ｺｸﾌﾞ ﾅﾂｷ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:2年
   93 国分　渚月 2002/03/25 140020203255

女子 (神奈川) 16

ｻﾄｳ ﾘﾉ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:1年
   94 佐藤　里乃 2003/01/14 140020301145

女子 (神奈川) 16

ﾔﾏｶﾄﾞ ﾎﾅﾐ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:1年
   95 山門帆菜美 2003/01/15 140020301155

女子 (神奈川) 16

ｵｼﾍﾞ ﾋﾛﾅ 湘南工大附 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校:1年
   96 押部　広奈 2003/03/30 140020303305

女子 (神奈川) 15

ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｼ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:2年
   97 川島　　悠 2001/06/01 140030106010

男子 (神奈川) 17

ｾｷﾈ ﾘｭｳﾀﾛｳ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:2年
   98 関根龍太郎 2002/01/10 140030201100

男子 (神奈川) 17

ﾐﾂﾊｼ ﾚｵ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:2年
   99 三橋　嶺央 2002/03/23 140030203230

男子 (神奈川) 17

ｼﾏｸﾗ ｷﾖﾀｶ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:1年
  100 嶋倉　清隆 2002/04/15 140030204150

男子 (神奈川) 16

ｵｳｷﾞﾊﾀ ｱｷﾉﾘ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:1年
  101 扇畑　壮伯 2002/04/15 140030204150

男子 (神奈川) 16

ﾄﾑﾛ ﾀｸﾐ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:1年
  102 戸室　拓海 2002/04/15 140030204150

男子 (神奈川) 16

ﾖﾈｲﾏ ｼｮｳﾔ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:1年
  103 米今　翔哉 2002/05/14 140030205140

男子 (神奈川) 16

ｵｷ ｿﾗﾁ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:1年
  104 沖　　空知 2002/06/14 140030206140

男子 (神奈川) 16

ｵﾁｱｲ ﾏﾋﾛ 武相 ﾌﾞｿｳ 高校:1年
  105 落合　眞大 2002/12/25 140030212250

男子 (神奈川) 16
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ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:2年
  106 前田　恭祐 2001/04/04 140080104040

男子 (神奈川) 17

ﾅｶﾑﾗ ﾗｲｱﾝ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:2年
  107 中村ライアン 2001/07/11 140080107110

男子 (神奈川) 17

ﾄｳﾊﾞ ﾁﾋﾛ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:2年
  108 東場　千宙 2001/10/10 140080110100

男子 (神奈川) 17

ｴﾁｾﾞﾝ ﾊﾙﾄ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:2年
  109 越前　陽斗 2002/02/16 140080202160

男子 (神奈川) 17

ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:1年
  110 小澤　一樹 2002/06/06 140080206060

男子 (神奈川) 16

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:1年
  111 佐藤　遼弥 2002/06/28 140080206280

男子 (神奈川) 16

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾁｶ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:1年
  112 渡邊　治親 2003/02/10 140080302100

男子 (神奈川) 16

ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:1年
  113 山田　智也 2003/03/20 140080303200

男子 (神奈川) 16

ﾌｸｽﾐ ﾕｳｷ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:1年
  114 福住　勇貴 2003/03/28 140080303280

男子 (神奈川) 15

ﾖｼﾊﾗ ﾋﾅ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:2年
  115 吉原　日菜 2001/05/13 140080105135

女子 (神奈川) 17

ｵｵｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:2年
  116 大内　恵深 2001/08/21 140080108215

女子 (神奈川) 17

ｻﾔﾏ ｱﾔﾉ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:2年
  117 佐山　彩乃 2002/01/22 140080201225

女子 (神奈川) 17

ｶﾜｻｷ ﾕｶﾘ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:1年
  118 川崎　由紫 2002/04/29 140080204295

女子 (神奈川) 16

ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾐ 金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 高校:1年
  119 松元　愛海 2002/12/27 140080212275

女子 (神奈川) 16

ｱﾍﾞ ﾚﾝ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:3年
  120 阿部　　蓮 2001/01/14 140090101140

男子 (神奈川) 18
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ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾔ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:2年
  121 市川　佑弥 2001/06/04 140090106040

男子 (神奈川) 17

ﾏﾂｳﾗ ｷﾔﾄ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:2年
  122 松浦紀弥斗 2001/07/14 140090107140

男子 (神奈川) 17

ﾖｼｻﾞｷ ﾕｳﾀ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:2年
  123 吉崎　優太 2001/09/01 140090109010

男子 (神奈川) 17

ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾚﾝ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:2年
  124 進藤　有蓮 2001/09/10 140090109100

男子 (神奈川) 17

ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:2年
  125 小川　航輝 2001/09/13 140090109130

男子 (神奈川) 17

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:2年
  126 山本　　舜 2001/12/15 140090112150

男子 (神奈川) 17

ｶｽﾔ ﾊﾙｷ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:2年
  127 粕谷　陽希 2002/02/24 140090202240

男子 (神奈川) 17

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:1年
  128 小林　颯斗 2002/05/30 140090205300

男子 (神奈川) 16

ﾓｷﾞ ﾁｱｷ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:1年
  129 茂木　千秋 2002/09/16 140090209160

男子 (神奈川) 16

ｲﾜｻｷ ﾙｲ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:1年
  130 岩﨑　月唯 2002/11/16 140090211160

男子 (神奈川) 16

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 横浜 ﾖｺﾊﾏ 高校:1年
  131 山本　貴大 2003/03/15 140090303150

男子 (神奈川) 16

ｼﾗﾈ ｶﾝﾀ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:3年
  132 白根　寛太 2000/06/07 140390006070

男子 (神奈川) 18

ﾎｯﾀ ｼｭｳﾍｲ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:3年
  133 堀田　修平 2000/08/07 140390008070

男子 (神奈川) 18

ｱｶﾏﾂ ｼｭﾝ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:3年
  134 赤松　　瞬 2001/02/07 140390102070

男子 (神奈川) 18

ﾜﾀﾇｷ ｿｳﾀ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  135 綿貫　創太 2001/07/17 140390107170

男子 (神奈川) 17
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ﾜﾀﾍﾞ ｹｲﾔ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  136 渡部　圭也 2001/10/25 140390110250

男子 (神奈川) 17

ﾐﾂﾊｼ ｹﾝ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  137 三橋　　憲 2001/12/12 140390112120

男子 (神奈川) 17

ｵｵｵｶ ﾜﾀﾙ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  138 大岡　　亘 2001/12/16 140390112160

男子 (神奈川) 17

ｺｼｵ ｼｭﾝﾀﾛｳ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  139 小塩駿太朗 2001/12/31 140390112310

男子 (神奈川) 17

ﾘｸ ｱｷﾗ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  140 陸　　旭辰 2002/01/17 140390201170

男子 (神奈川) 17

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  141 佐藤　拓実 2002/04/06 140390204060

男子 (神奈川) 16

ﾅﾙﾀｷ ﾖｼｷ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  142 鳴瀧　義基 2002/04/14 140390204140

男子 (神奈川) 16

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  143 岡田　大翔 2002/04/19 140390204190

男子 (神奈川) 16

ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾏｻ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  144 小川　真裕 2002/09/13 140390209130

男子 (神奈川) 16

ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  145 服部　海仁 2002/10/10 140390210100

男子 (神奈川) 16

ｶﾄｳ ﾘｶ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  146 加藤　里佳 2001/05/28 140390105285

女子 (神奈川) 17

ｻｲｸｻ ｱﾐ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  147 七種　亜美 2001/07/07 140390107075

女子 (神奈川) 17

ｱｵｷ ﾅｷﾞｻ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  148 青木なぎさ 2001/08/09 140390108095

女子 (神奈川) 17

ﾔｽｴ ｶﾘﾝ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  149 安江　華鈴 2001/09/11 140390109115

女子 (神奈川) 17

ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:2年
  150 熊谷　　響 2001/09/30 140390109305

女子 (神奈川) 17
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ｲﾝﾃﾞｲ ﾏﾔﾅ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  151 因泥真椰南 2002/07/09 140390207095

女子 (神奈川) 16

ｲｼﾓﾄ ﾋﾏﾘ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  152 石本向日葵 2002/08/28 140390208285

女子 (神奈川) 16

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 厚木 ｱﾂｷﾞ 高校:1年
  153 小林　里緒 2002/10/24 140390210245

女子 (神奈川) 16

ﾀｶｸﾗ ｺｳﾍｲ 旭 ｱｻﾋ 高校:2年
  154 高倉　康平 2001/08/25 140410108250

男子 (神奈川) 17

ｼﾀﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 旭 ｱｻﾋ 高校:2年
  155 設楽　大樹 2001/09/04 140410109040

男子 (神奈川) 17

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 旭 ｱｻﾋ 高校:2年
  156 近藤　直人 2002/01/21 140410201210

男子 (神奈川) 17

ﾊﾔｼ ｺｳｷ 旭 ｱｻﾋ 高校:1年
  157 林　　航輝 2002/07/12 140410207120

男子 (神奈川) 16

ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾀ 旭 ｱｻﾋ 高校:1年
  158 小林　雷汰 2002/07/25 140410207250

男子 (神奈川) 16

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 旭 ｱｻﾋ 高校:1年
  159 谷口　日向 2003/03/31 140410303310

男子 (神奈川) 15

ｲｼｲ ﾅｷﾞｻ 旭 ｱｻﾋ 高校:2年
  160 石井　　渚 2001/06/28 140410106285

女子 (神奈川) 17

ｲﾄｳ ﾕｷﾉ 旭 ｱｻﾋ 高校:2年
  161 伊藤　雪乃 2001/12/01 140410112015

女子 (神奈川) 17

ｻﾄｳ ｶﾅ 旭 ｱｻﾋ 高校:1年
  162 佐藤　加菜 2002/07/04 140410207045

女子 (神奈川) 16

ﾌｸｼ ﾕｳﾀ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  163 福士　雄太 2001/05/19 140470105190

男子 (神奈川) 17

ﾀｹﾔ ｺｳﾀﾞｲ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  164 竹谷　航大 2001/06/16 140470106160

男子 (神奈川) 17

ｶﾐﾔ ｿｳ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  165 神谷　　楓 2001/06/17 140470106170

男子 (神奈川) 17
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ﾅｶﾞｲ ﾄﾓｷ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  166 永井　友樹 2001/07/14 140470107140

男子 (神奈川) 17

ｲｼﾔﾏ ｱｽｶ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  167 石山　飛鳥 2001/08/02 140470108020

男子 (神奈川) 17

ﾅｶﾆｼ ﾄｵﾙ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  168 中西　　徹 2001/08/18 140470108180

男子 (神奈川) 17

ﾀﾃ ﾄﾓﾔ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  169 舘　　知哉 2001/10/31 140470110310

男子 (神奈川) 17

ﾂﾙｵｶ ﾕｳﾀﾛｳ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  170 鶴岡祐太朗 2001/11/21 140470111210

男子 (神奈川) 17

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  171 渡辺　凌平 2001/12/12 140470112120

男子 (神奈川) 17

ｲｿｶﾞｲ ﾅｵｷ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  172 磯貝　直希 2001/12/17 140470112170

男子 (神奈川) 17

ｲﾅﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  173 稲村　太陽 2002/02/19 140470202190

男子 (神奈川) 17

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:1年
  174 野村　琉太 2002/05/20 140470205200

男子 (神奈川) 16

ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:1年
  175 谷川　和也 2002/06/30 140470206300

男子 (神奈川) 16

ﾏｴｶﾜ ﾀｸ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:1年
  176 前川　　拓 2002/12/30 140470212300

男子 (神奈川) 16

ﾏｽﾔﾏ ﾕﾘｶ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  177 増山由里夏 2001/07/14 140470107145

女子 (神奈川) 17

ﾐｽﾞﾉ ﾓﾓ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  178 水野　萌々 2001/12/21 140470112215

女子 (神奈川) 17

ｼﾓｻﾞﾄ ﾏｲｺ 湘南 ｼｮｳﾅﾝ 高校:2年
  179 下里真依子 2002/03/19 140470203195

女子 (神奈川) 17

ﾀﾁｷ ｶﾞｲ 湘南学園 ｼｮｳｶﾞｸ 高校:2年
  180 立木　凱生 2001/04/02 140660104020

男子 (神奈川) 17
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ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 湘南学園 ｼｮｳｶﾞｸ 高校:2年
  181 児玉　諒大 2001/04/04 140660104040

男子 (神奈川) 17

ｲｼﾀﾞ ｶﾅｺ 湘南学園 ｼｮｳｶﾞｸ 高校:1年
  182 石田夏奈子 2002/09/08 140660209085

女子 (神奈川) 16

ﾓﾃｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  183 茂手木駿介 2001/08/13 141140108130

男子 (神奈川) 17

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  184 中村　賢梧 2001/10/24 141140110240

男子 (神奈川) 17

ﾅﾑﾗ ｼｭﾝ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  185 苗村　　駿 2001/11/19 141140111190

男子 (神奈川) 17

ﾀﾁ ｷｮｳｽｹ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  186 舘　　匡輔 2001/12/12 141140112120

男子 (神奈川) 17

ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  187 髙田　修大 2002/03/04 141140203040

男子 (神奈川) 17

ﾎﾘ ｹｲﾏ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:1年
  188 堀　　継真 2002/04/03 141140204030

男子 (神奈川) 16

ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:1年
  189 河村　駿佑 2002/05/09 141140205090

男子 (神奈川) 16

ｲﾜｻｷ ｿｳｺﾞ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:1年
  190 岩崎　颯吾 2002/05/23 141140205230

男子 (神奈川) 16

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:1年
  191 田中　悠太 2002/09/16 141140209160

男子 (神奈川) 16

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:1年
  192 吉田　侑生 2003/02/17 141140302170

男子 (神奈川) 16

ﾂｶﾒ ﾐﾗｲ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  193 塚目　実来 2001/04/15 141140104155

女子 (神奈川) 17

ｶﾒｲ ｼｵﾘ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  194 亀井紫緒里 2001/05/20 141140105205

女子 (神奈川) 17

ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:2年
  195 内田　早紀 2001/06/26 141140106265

女子 (神奈川) 17
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ｱｿﾏ ｶｴﾃﾞ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:1年
  196 遊馬　　楓 2002/06/03 141140206035

女子 (神奈川) 16

ﾖｼｶﾜ ﾘｵ 戸塚 ﾄﾂｶ 高校:1年
  197 吉川　莉央 2003/01/28 141140301285

女子 (神奈川) 16

ｷｼﾞﾏ ｹｲﾀ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  198 木島　圭汰 2001/04/23 141150104230

男子 (神奈川) 17

ｵｵﾉ ﾘｮｳﾀ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  199 大野　良太 2001/05/04 141150105040

男子 (神奈川) 17

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  200 中嶋　大樹 2001/08/22 141150108220

男子 (神奈川) 17

ｻﾉ ｶｲﾄ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  201 佐野　海斗 2001/09/05 141150109050

男子 (神奈川) 17

ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾊﾙ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  202 中西　駿晴 2001/10/24 141150110240

男子 (神奈川) 17

ﾀｹ ｻﾀﾞﾄ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  203 武　　貞斗 2002/03/06 141150203060

男子 (神奈川) 17

ｲﾜﾀ ﾕｳﾀ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  204 岩田　朋大 2002/03/18 141150203180

男子 (神奈川) 17

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:1年
  205 斎藤　涼太 2002/07/10 141150207100

男子 (神奈川) 16

ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｳｼﾞﾛｳ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:1年
  206 長友裕次郎 2002/08/06 141150208060

男子 (神奈川) 16

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:1年
  207 川口　耀平 2002/11/17 141150211170

男子 (神奈川) 16

ｺﾀｹ ﾀｸﾐ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:1年
  208 小竹　拓海 2003/01/01 141150301010

男子 (神奈川) 16

ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾈ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  209 齋藤　夏音 2001/08/15 141150108155

女子 (神奈川) 17

ｶﾄｳ ｽｽﾞｶ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  210 加藤　涼風 2001/09/01 141150109015

女子 (神奈川) 17
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ｸﾄﾞｳ ｱｽｶ 麻溝台 ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ 高校:2年
  211 工藤明日香 2001/12/20 141150112205

女子 (神奈川) 17

ｼﾝﾄﾞ ﾕｲﾄ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  212 新戸　唯翼 2001/05/03 141380105030

男子 (神奈川) 17

ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  213 横山　真広 2001/05/10 141380105100

男子 (神奈川) 17

ｵｵｷ ﾕｳﾔ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  214 大木　優哉 2001/06/05 141380106050

男子 (神奈川) 17

ｶﾔ ﾕｳｷ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  215 茅　　祐輝 2001/11/12 141380111120

男子 (神奈川) 17

ｶﾒﾔﾏ ｹﾝﾘｭｳ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  216 亀山　憲隆 2001/12/24 141380112240

男子 (神奈川) 17

ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾔ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:1年
  217 河本　広也 2002/04/05 141380204050

男子 (神奈川) 16

ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:1年
  218 佐々木悠河 2002/08/12 141380208120

男子 (神奈川) 16

ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:1年
  219 柴田　琉河 2003/01/04 141380301040

男子 (神奈川) 16

ｸｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  220 櫛田　佑月 2001/06/18 141380106185

女子 (神奈川) 17

ﾓｳﾘ ﾙﾅ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  221 毛利　瑠那 2001/06/26 141380106265

女子 (神奈川) 17

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  222 山本　茉奈 2001/09/17 141380109175

女子 (神奈川) 17

ｶﾐﾔ ﾏﾘ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:2年
  223 神谷　茉莉 2002/03/28 141380203285

女子 (神奈川) 16

ｶﾀﾀﾞ ﾏﾎ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:1年
  224 片田　真帆 2002/05/18 141380205185

女子 (神奈川) 16

ｲﾉﾏﾀ ﾎﾉｶ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:1年
  225 猪股　朋果 2002/05/19 141380205195

女子 (神奈川) 16
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ｵｵﾋﾗ ｱｵﾊﾞ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:1年
  226 大平　碧波 2002/07/30 141380207305

女子 (神奈川) 16

ｶﾅﾊﾏ ﾚﾅ 海老名 ｴﾋﾞﾅ 高校:1年
  227 金濱　麗奈 2002/10/09 141380210095

女子 (神奈川) 16

ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾙﾐ 弥栄 ﾔｴｲ 高校:2年
  228 五十嵐成実 2001/11/20 141420111205

女子 (神奈川) 17

ｺﾀｹ ﾘｮｳｶﾞ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
  229 小竹　凌雅 2001/12/12 141820112120

男子 (神奈川) 17

ﾋﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:1年
  230 平本　拓己 2002/11/21 141820211210

男子 (神奈川) 16

ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:1年
  231 下村　　亮 2003/01/09 141820301090

男子 (神奈川) 16

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:1年
  232 髙橋　侑万 2003/02/02 141820302020

男子 (神奈川) 16

ｲﾏｾﾞｷ ﾕｳﾐ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
  233 今関　優海 2001/08/13 141820108135

女子 (神奈川) 17

ﾔｸﾞﾁ ｱﾔﾐ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:1年
  234 矢口　采実 2002/07/01 141820207015

女子 (神奈川) 16

ｼﾗｲ ｱｶﾈ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:1年
  235 白井　　茜 2002/09/18 141820209185

女子 (神奈川) 16

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  236 中村　悠人 2003/05/03 143220305030

男子 (神奈川) 15

ｶﾅｳﾗ ﾋﾃﾞｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  237 金浦　英紀 2003/05/23 143220305230

男子 (神奈川) 15

ｲﾄｳ ﾕｷﾔ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  238 伊藤　幸哉 2003/07/14 143220307140

男子 (神奈川) 15

ﾖﾈﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  239 米山　元貴 2003/07/21 143220307210

男子 (神奈川) 15

ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾎｳ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  240 岡村　修朋 2003/08/05 143220308050

男子 (神奈川) 15
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ｸｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  241 日下航太朗 2003/12/09 143220312090

男子 (神奈川) 15

ｷﾑﾗ ｶﾂﾄ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  242 木村　克人 2003/12/29 143220312290

男子 (神奈川) 15

ｸｻｶﾍﾞ ﾊﾙｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  243 日下部陽貴 2004/01/10 143220401100

男子 (神奈川) 15

ｵｸﾀｹ ﾕｳﾔ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  244 奥竹　由陽 2004/01/18 143220401180

男子 (神奈川) 15

ﾑﾗﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  245 村山虎太郎 2004/01/23 143220401230

男子 (神奈川) 15

ﾜｼﾂﾞ ｼｮｳﾀ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:3年
  246 鷲津　将大 2004/03/23 143220403230

男子 (神奈川) 15

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  247 田中　悠資 2004/04/11 143220404110

男子 (神奈川) 14

ﾊﾗ ｹｲﾀ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  248 原　　啓太 2004/04/17 143220404170

男子 (神奈川) 14

ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  249 中川　　礼 2004/05/06 143220405060

男子 (神奈川) 14

ﾀｷﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  250 瀧本　伊吹 2004/05/07 143220405070

男子 (神奈川) 14

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  251 渡辺　智哉 2004/05/20 143220405200

男子 (神奈川) 14

ﾐﾔｹ ｷﾝｼﾞ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  252 三宅　欣侍 2004/05/31 143220405310

男子 (神奈川) 14

ｳｼｵ ﾀｶﾄ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  253 牛尾　隆斗 2004/06/26 143220406260

男子 (神奈川) 14

ｺｳﾉ ﾃﾂﾔ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  254 河野　哲也 2004/07/01 143220407010

男子 (神奈川) 14

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿｳﾀ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  255 橘　　颯太 2004/07/10 143220407100

男子 (神奈川) 14
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ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  256 久保　幸史 2004/07/31 143220407310

男子 (神奈川) 14

ﾅｶﾉ ﾅﾙﾖｼ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  257 中野　匠善 2004/08/13 143220408130

男子 (神奈川) 14

ｺﾃﾞﾗ ﾐﾁﾄ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  258 小寺　理斗 2004/09/03 143220409030

男子 (神奈川) 14

ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  259 吉田　礼央 2004/09/07 143220409070

男子 (神奈川) 14

ｲｼﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  260 石山慎之助 2004/09/14 143220409140

男子 (神奈川) 14

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾂ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  261 杉山　　律 2005/01/15 143220501150

男子 (神奈川) 14

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:2年
  262 清水　遼央 2005/02/27 143220502270

男子 (神奈川) 14

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  263 石田　　優 2005/04/26 143220504260

男子 (神奈川) 13

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  264 島田　裕貴 2005/05/19 143220505190

男子 (神奈川) 13

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  265 西村　春輝 2005/05/19 143220505190

男子 (神奈川) 13

ｺﾐﾅﾄ ﾕｳｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  266 小湊　由貴 2005/06/03 143220506030

男子 (神奈川) 13

ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  267 吉岡稜太郎 2005/06/30 143220506300

男子 (神奈川) 13

ｵｵﾂｷ ｼｭﾝｽｹ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  268 大槻　俊友 2005/07/04 143220507040

男子 (神奈川) 13

ｼﾞﾝﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  269 神保　知寛 2005/07/14 143220507140

男子 (神奈川) 13

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  270 小林　友希 2005/07/29 143220507290

男子 (神奈川) 13
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ﾆｼﾀﾞ ｺｳｷ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  271 西田　光希 2005/09/24 143220509240

男子 (神奈川) 13

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  272 松本　竜成 2005/10/04 143220510040

男子 (神奈川) 13

ﾆｶｲﾄﾞｳ ｿｳﾀ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  273 二階堂颯太 2005/11/03 143220511030

男子 (神奈川) 13

ｲｼｲ ﾃﾂｵﾐ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  274 石井　徹臣 2005/11/03 143220511030

男子 (神奈川) 13

ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  275 福田　彬斗 2005/11/18 143220511180

男子 (神奈川) 13

ﾊﾗｼﾏ ｻﾄｼ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  276 原嶋　悟至 2006/01/06 143220601060

男子 (神奈川) 13

ﾑｶｲﾊﾗ ｶｵﾙ 逗子開成中 ｽﾞｼｶｲｾｲﾁ 中学:1年
  277 向原　　芳 2006/03/02 143220603020

男子 (神奈川) 13

ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:3年
  278 坂本　裕哉 2003/04/24 143310304240

男子 (神奈川) 15

ﾀﾅｶ ｲｯｷ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:2年
  279 田中　一吉 2004/06/23 143310406230

男子 (神奈川) 14

ｾｷ ｹﾝｺﾞ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:2年
  280 関　　賢吾 2004/07/29 143310407290

男子 (神奈川) 14

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:2年
  281 柳澤　孝太 2004/08/08 143310408080

男子 (神奈川) 14

ｽｴﾏﾂ ﾖｳｽｹ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:1年
  282 末松　洋祐 2005/04/19 143310504190

男子 (神奈川) 13

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:1年
  283 飯島　涼太 2005/06/07 143310506070

男子 (神奈川) 13

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:2年
  284 望月　碧彩 2004/04/10 143310404105

女子 (神奈川) 14

ｻｶｲ ｱﾔｶ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:2年
  285 酒井　彩花 2004/11/07 143310411075

女子 (神奈川) 14
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ﾄﾓﾉｳ ﾘｺ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:1年
  286 友納　璃子 2005/07/21 143310507215

女子 (神奈川) 13

ｵｶ ｱﾝﾘ 横浜金沢 ｶﾅｻﾞﾜ 中学:1年
  287 岡　　亜凜 2006/03/31 143310603315

女子 (神奈川) 12

ﾅｶﾞﾉ ﾘｮｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 中学:2年
  288 長野　凌大 2004/05/19 145080405190

男子 (神奈川) 14

ｵｵﾉ ｱｻﾋ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 中学:1年
  289 大野　朝陽 2005/05/26 145080505260

男子 (神奈川) 13

ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:6年
  290 林　　真悟 2006/12/26 145080612260

男子 (神奈川) 12

ｶﾝｻﾞｷ ﾂﾖｼ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:6年
  291 神先　強志 2007/01/16 145080701160

男子 (神奈川) 12

ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:5年
  292 富澤　洸太 2007/12/18 145080712180

男子 (神奈川) 11

ｲｼｲ ｱﾔﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:4年
  293 石井　綾人 2008/08/03 145080808030

男子 (神奈川) 10

ｱﾘｻﾜ ｼｭｳ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:3年
  294 有澤　　修 2009/05/18 145080905180

男子 (神奈川) 9

ｵｶﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:3年
  295 岡田凛大郎 2010/01/28 145081001280

男子 (神奈川) 9

ｷｸﾁ ｺｳｾｲ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:2年
  296 菊地　恒惺 2010/04/25 145081004250

男子 (神奈川) 8

ｾｷﾈ ﾏﾅﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:2年
  297 関根麻奈斗 2010/06/26 145081006260

男子 (神奈川) 8

ｲﾄｳ ｼﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:2年
  298 伊藤　眞太 2010/10/13 145081010130

男子 (神奈川) 8

ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:2年
  299 吉田虎太郎 2010/12/11 145081012110

男子 (神奈川) 8

ｶﾜｼﾏ ﾘｷ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:1年
  300 河島　俐希 2011/05/12 145081105120

男子 (神奈川) 7
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ｺﾏﾐﾔ ｱｵﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:1年
  301 駒宮　碧人 2011/09/05 145081109050

男子 (神奈川) 7

ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:6年
  302 中西美沙紀 2006/07/18 145080607185

女子 (神奈川) 12

ｲﾏｲ ﾆﾁｶ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:6年
  303 今井　日翔 2006/08/18 145080608185

女子 (神奈川) 12

ｵｵﾉ ｶﾅｴ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:6年
  304 大野　奏恵 2006/09/27 145080609275

女子 (神奈川) 12

ﾀﾏﾉ ｱﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:6年
  305 珠野　　彩 2006/11/16 145080611165

女子 (神奈川) 12

ﾅｲﾄｳ ﾅﾙﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:5年
  306 内藤　成美 2008/02/20 145080802205

女子 (神奈川) 11

ｸﾛｲﾜ ﾐｽﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:5年
  307 黒岩　瑞葵 2008/03/01 145080803015

女子 (神奈川) 11

ﾀｷｻﾞﾜ ｺｺﾛ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:4年
  308 瀧澤　心路 2008/10/06 145080810065

女子 (神奈川) 10

ﾍｷﾞ ｶﾅﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:4年
  309 枌　　奏心 2009/02/16 145080902165

女子 (神奈川) 10

ｺｲｽﾞﾐ ﾒｲ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:3年
  310 小泉　芽生 2009/05/06 145080905065

女子 (神奈川) 9

ｷﾔﾌﾞ ﾓﾓｺ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:3年
  311 木藪百香子 2009/06/22 145080906225

女子 (神奈川) 9

ｲｼｶﾜ ﾙﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:3年
  312 石川　綺月 2009/09/27 145080909275

女子 (神奈川) 9

ｵｵﾉ ﾏﾘｴ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:3年
  313 大野真璃恵 2010/02/03 145081002035

女子 (神奈川) 9

ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:2年
  314 林　　仁美 2010/07/13 145081007135

女子 (神奈川) 8

ｸﾛｲﾜ ｶｴﾃﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:2年
  315 黒岩　夏楓 2010/08/08 145081008085

女子 (神奈川) 8
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ｱﾗｶﾜ ﾋﾄﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:2年
  316 荒川　仁美 2010/11/05 145081011055

女子 (神奈川) 8

ｸﾗﾀ ｿﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾝｶ 小学:1年
  317 倉田　そら 2011/04/05 145081104055

女子 (神奈川) 7

ﾀﾅｶ ｱﾗｼ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高校:2年
  318 田中　嵐士 2001/05/26 145140105260

男子 (神奈川) 17

ﾕﾐﾀ ｺｳｾｲ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 中学:3年
  319 弓田　康生 2003/05/02 145140305020

男子 (神奈川) 15

ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 中学:2年
  320 前田　　柊 2004/04/05 145140404050

男子 (神奈川) 14

ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:6年
  321 市川　大樹 2006/06/30 145140606300

男子 (神奈川) 12

ﾄｳｾﾝ ﾀﾞｲｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:6年
  322 東泉　大輝 2006/08/23 145140608230

男子 (神奈川) 12

ﾅｶﾞﾊﾏ ｱｵﾊﾞ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:6年
  323 長濱　碧波 2007/03/28 145140703280

男子 (神奈川) 11

ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾝ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:5年
  324 久保　結芯 2007/04/27 145140704270

男子 (神奈川) 11

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  325 原田　大夢 2008/04/04 145140804040

男子 (神奈川) 10

ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  326 杉山　陽紀 2008/07/22 145140807220

男子 (神奈川) 10

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  327 池田　健太 2008/08/05 145140808050

男子 (神奈川) 10

ｶｹﾞｲ ﾃﾝﾏ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  328 影井　天馬 2008/09/19 145140809190

男子 (神奈川) 10

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:3年
  329 小林　祐翔 2009/06/05 145140906050

男子 (神奈川) 9

ﾔﾏｵｶ ｱｽｶ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:3年
  330 山岡明日風 2010/02/26 145141002260

男子 (神奈川) 9



Page   23

登録選手一覧

氏  名（カ  ナ） 所属名１ 学年 団体
登録№ 氏  名（漢  字） 所属名２ 生年月日 日水連コード

性  別（加  盟） 所属名３ 年齢 検索コード

2019/03/18 21:45:15 SEIKO Swimming Results System

ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  331 齋藤　大河 2010/05/26 145141005260

男子 (神奈川) 8

ｲｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  332 石山　翔太 2010/09/15 145141009150

男子 (神奈川) 8

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  333 山崎　浩文 2010/09/24 145141009240

男子 (神奈川) 8

ﾊﾅｲ ｿｳﾀ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  334 花井　奏太 2010/10/11 145141010110

男子 (神奈川) 8

ｲﾅﾍﾞ ﾁｮｳﾀﾛｳ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  335 稲辺兆太郎 2010/10/15 145141010150

男子 (神奈川) 8

ｻﾄｳ ﾀｽｸ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  336 佐藤　　佑 2011/01/22 145141101220

男子 (神奈川) 8

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:1年
  337 村上　　暖 2011/07/28 145141107280

男子 (神奈川) 7

ﾐﾔｶﾜ ﾚﾅ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高校:1年
  338 宮川　玲奈 2002/06/29 145140206295

女子 (神奈川) 16

ﾅｶﾞｲ ｻｴ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 高校:1年
  339 永井　　冴 2003/02/03 145140302035

女子 (神奈川) 16

ﾆｼｺﾞﾘ ﾋﾖﾘ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 中学:3年
  340 錦織　日和 2003/04/09 145140304095

女子 (神奈川) 15

ｺﾅｶﾞﾔ ﾅﾂｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 中学:2年
  341 小長谷夏希 2004/08/22 145140408225

女子 (神奈川) 14

ｱﾍﾞ ﾂｸﾞﾈ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 中学:1年
  342 阿部　乙音 2005/04/23 145140504235

女子 (神奈川) 13

ｲﾅﾌﾈ ﾜｶﾅ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:6年
  343 稲船　和奏 2006/05/09 145140605095

女子 (神奈川) 12

ｶﾅｲ ｺｺﾅ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:6年
  344 金井　心絆 2007/02/27 145140702275

女子 (神奈川) 12

ﾀｷ ｱｶﾈ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:5年
  345 瀧　　暁音 2007/05/04 145140705045

女子 (神奈川) 11
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ｼﾏﾑﾗ ﾅｵ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:5年
  346 島村　奈央 2007/05/22 145140705225

女子 (神奈川) 11

ｺﾑﾗｶﾀ ﾅﾂｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:5年
  347 小村方夏希 2007/07/21 145140707215

女子 (神奈川) 11

ﾆﾀﾆ ﾐｻｷ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  348 仁谷　美咲 2008/04/12 145140804125

女子 (神奈川) 10

ﾏｴｲ ﾄｳｺ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  349 前井　萄子 2008/08/17 145140808175

女子 (神奈川) 10

ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  350 鈴木はる香 2008/08/28 145140808285

女子 (神奈川) 10

ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞﾊ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:4年
  351 村上　瑞波 2008/09/10 145140809105

女子 (神奈川) 10

ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅｷﾞ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:3年
  352 長濱　波和 2009/06/26 145140906265

女子 (神奈川) 9

ｺﾑﾗｶﾀ ﾁｻﾄ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:3年
  353 小村方千聡 2009/07/17 145140907175

女子 (神奈川) 9

ﾋﾛﾀ ﾏﾅﾐ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:3年
  354 廣田　愛美 2009/09/25 145140909255

女子 (神奈川) 9

ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾐ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  355 山本　心美 2010/05/18 145141005185

女子 (神奈川) 8

ｸﾎﾞ ﾏﾋﾛ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:2年
  356 久保　茉紘 2010/06/02 145141006025

女子 (神奈川) 8

ﾀﾏﾉ ｱｵｲ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 小学:1年
  357 玉野あおい 2011/05/22 145141105225

女子 (神奈川) 7

ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾄ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 高校:2年
  358 村上　海渡 2002/03/25 145160203250

男子 (神奈川) 16

ｲﾜﾀ ｱｷﾌﾐ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:3年
  359 岩田　章史 2003/04/03 145160304030

男子 (神奈川) 15

ﾀｷﾀ ﾕｳﾏ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:3年
  360 瀧田　優磨 2004/02/07 145160402070

男子 (神奈川) 15
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ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:2年
  361 金子　知広 2004/07/30 145160407300

男子 (神奈川) 14

ﾔｽﾏ ｱｽｶ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:1年
  362 安間アスカ 2005/04/26 145160504260

男子 (神奈川) 13

ﾅﾜﾔ ｹｲﾀ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:1年
  363 縄谷　渓太 2005/05/06 145160505060

男子 (神奈川) 13

ﾑﾗｷ ﾋﾛﾄ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:1年
  364 村木　洋斗 2005/08/07 145160508070

男子 (神奈川) 13

ｲﾜｲ ｾｲｼﾞ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:1年
  365 岩井　誠治 2005/10/06 145160510060

男子 (神奈川) 13

ｻｶｲ ﾀｲｶﾞ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:5年
  366 堺　　大海 2007/07/19 145160707190

男子 (神奈川) 11

ﾑﾗﾀ ｶﾞｸﾋ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:5年
  367 村田　岳飛 2007/07/23 145160707230

男子 (神奈川) 11

ﾂﾙｵｶ ｼｮｳﾀ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:5年
  368 鶴岡　章汰 2008/01/30 145160801300

男子 (神奈川) 11

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:5年
  369 長谷川博也 2008/01/30 145160801300

男子 (神奈川) 11

ｻｵﾄﾒ ｹｲｽｹ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:4年
  370 早乙女桂介 2008/08/25 145160808250

男子 (神奈川) 10

ｻﾄｳ ｱｷﾗ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:4年
  371 佐藤　　晶 2008/10/02 145160810020

男子 (神奈川) 10

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｮｳ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:3年
  372 川口　　晟 2009/04/05 145160904050

男子 (神奈川) 9

ｶｽﾞﾐ ﾀｸﾔ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:3年
  373 鹿住　拓也 2009/04/23 145160904230

男子 (神奈川) 9

ﾔｽﾏ ｻｸﾗ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 高校:1年
  374 安間さくら 2003/02/02 145160302025

女子 (神奈川) 16

ﾈﾂ ﾅﾅﾐ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:3年
  375 祢津　七海 2003/06/03 145160306035

女子 (神奈川) 15
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ﾐﾉ ﾏﾘﾝ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 中学:3年
  376 三野　麻鈴 2003/10/02 145160310025

女子 (神奈川) 15

ｶﾏﾂｷ ﾄﾓｶ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:6年
  377 釜付　朋佳 2006/06/04 145160606045

女子 (神奈川) 12

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｷ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:6年
  378 橘　　美樹 2007/01/04 145160701045

女子 (神奈川) 12

ﾕｲ ｺﾄｺ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:6年
  379 油井　琴子 2007/01/29 145160701295

女子 (神奈川) 12

ﾆｼｲ ﾘｵ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:5年
  380 西井　莉音 2007/09/25 145160709255

女子 (神奈川) 11

ﾅｶﾞﾀ ｺﾕｷ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:5年
  381 永田　小倖 2007/12/28 145160712285

女子 (神奈川) 11

ｼﾑﾗ ﾘﾘｺ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:5年
  382 志村　想子 2008/03/30 145160803305

女子 (神奈川) 10

ｶﾜﾍﾞ ﾘｵ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:4年
  383 川辺　梨央 2008/04/05 145160804055

女子 (神奈川) 10

ﾀｶﾔｼｷ ﾐｵ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:4年
  384 高屋敷心和 2009/01/09 145160901095

女子 (神奈川) 10

ﾊﾗ ﾏﾘｱ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:3年
  385 原　まりあ 2009/05/20 145160905205

女子 (神奈川) 9

ﾜｶｷ ﾊﾝﾅ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:3年
  386 若木　絆菜 2009/10/14 145160910145

女子 (神奈川) 9

ｶﾄｳ ｲﾁｶ ザバス鶴見 ｻﾞﾊﾞｽﾂﾙﾐ 小学:2年
  387 加藤　壱花 2010/04/23 145161004235

女子 (神奈川) 8

ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 高校:1年
  388 柴田真太朗 2002/04/22 145210204220

男子 (神奈川) 16

ｶｻﾞﾏ ｺｳﾀ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:3年
  389 風間　孔太 2003/12/15 145210312150

男子 (神奈川) 15

ﾔﾏｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:3年
  390 山﨑　純平 2004/01/03 145210401030

男子 (神奈川) 15
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ｶﾜｲ ﾘｸ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:3年
  391 川井　玲空 2004/03/10 145210403100

男子 (神奈川) 15

ｲｹ ﾘｭｳｾｲ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:2年
  392 池　　琉晴 2004/06/26 145210406260

男子 (神奈川) 14

ｸﾜﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:2年
  393 桑原　　翼 2004/09/14 145210409140

男子 (神奈川) 14

ｼﾞﾂｶﾜ ﾋﾛｱｷ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:2年
  394 實川　弘明 2005/01/12 145210501120

男子 (神奈川) 14

ｽｽﾞｷ ﾕｳｸ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:2年
  395 鈴木　友救 2005/01/14 145210501140

男子 (神奈川) 14

ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾂｷ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:1年
  396 遠藤　　樹 2005/12/09 145210512090

男子 (神奈川) 13

ﾅｶﾜｷ ｺｳｽｹ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:1年
  397 中脇　幸輔 2006/02/26 145210602260

男子 (神奈川) 13

ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  398 風間　陽太 2006/09/14 145210609140

男子 (神奈川) 12

ﾏｻﾉ ﾒｸﾞﾙ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  399 政野　　周 2006/09/28 145210609280

男子 (神奈川) 12

ｲｹ ｴｲﾄ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  400 池　　瑛友 2006/10/04 145210610040

男子 (神奈川) 12

ｼﾞﾂｶﾜ ﾏｻﾄ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  401 實川　真人 2007/01/04 145210701040

男子 (神奈川) 12

ｺﾔﾏ ﾙｲ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  402 小山　琉生 2007/06/17 145210706170

男子 (神奈川) 11

ｲﾏｸﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  403 今熊琳大朗 2007/06/19 145210706190

男子 (神奈川) 11

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  404 齋藤　悠真 2007/09/11 145210709110

男子 (神奈川) 11

ﾆｼｻﾞｷ ｴｲｼﾞｭ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  405 西崎　瑛煌 2007/09/15 145210709150

男子 (神奈川) 11
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ﾐﾉﾍﾞ ｱﾂﾔ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  406 美濃部篤哉 2008/01/23 145210801230

男子 (神奈川) 11

ﾏｻﾉ ﾜﾀﾙ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  407 政野　　和 2008/03/25 145210803250

男子 (神奈川) 10

ｲﾜｲ ﾚｵ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:4年
  408 岩井　怜央 2008/05/01 145210805010

男子 (神奈川) 10

ｲｹ ｿｳﾙ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:4年
  409 池　　蒼瑠 2008/07/10 145210807100

男子 (神奈川) 10

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:4年
  410 堀口　太雅 2009/03/13 145210903130

男子 (神奈川) 10

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:3年
  411 齋藤　涼真 2009/08/15 145210908150

男子 (神奈川) 9

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:3年
  412 長島　雄翔 2009/08/19 145210908190

男子 (神奈川) 9

ｶﾜｲ ｶﾞｸ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:3年
  413 川井　俄空 2009/09/29 145210909290

男子 (神奈川) 9

ﾑﾗﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:2年
  414 村松　維吹 2010/04/30 145211004300

男子 (神奈川) 8

ﾅﾘﾊﾀ ﾚﾝｶﾞ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:2年
  415 成畑　漣雅 2010/08/05 145211008050

男子 (神奈川) 8

ｱﾜｲﾊﾗ ｹﾝﾄ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:2年
  416 粟飯原健人 2011/03/30 145211103300

男子 (神奈川) 7

ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:1年
  417 押田　岳留 2011/05/20 145211105200

男子 (神奈川) 7

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾂｷ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:3年
  418 柳沢　夏紀 2003/09/05 145210309055

女子 (神奈川) 15

ｴﾄｳ ﾙﾅ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:3年
  419 江藤　瑠奈 2003/10/12 145210310125

女子 (神奈川) 15

ｽｽﾞｷ ﾚﾅ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 中学:2年
  420 鈴木　玲奈 2004/08/15 145210408155

女子 (神奈川) 14
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ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  421 髙橋　友唯 2006/09/01 145210609015

女子 (神奈川) 12

ｻｲﾄｳ ﾏｲ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  422 齋藤　　舞 2006/09/28 145210609285

女子 (神奈川) 12

ﾔﾝ ﾕﾅ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  423 梁　　瑜娜 2007/03/10 145210703105

女子 (神奈川) 12

ｽｽﾞｷ ﾆﾅ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:6年
  424 鈴木　仁奈 2007/03/29 145210703295

女子 (神奈川) 11

ｲｼｶﾜ ｶﾅﾊ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  425 石川果南波 2007/04/24 145210704245

女子 (神奈川) 11

ｳﾁﾀﾞ ﾘｵ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  426 内田　莉緒 2007/04/29 145210704295

女子 (神奈川) 11

ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  427 伊藤　千夏 2007/08/17 145210708175

女子 (神奈川) 11

ﾀｶﾉ ﾕﾗ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  428 高野　友咲 2007/10/15 145210710155

女子 (神奈川) 11

ﾊﾅﾀﾞ ﾒｲ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:5年
  429 花田　姫依 2008/02/09 145210802095

女子 (神奈川) 11

ﾅｶﾐｿﾞ ｺｺﾛ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:4年
  430 中溝こころ 2008/04/03 145210804035

女子 (神奈川) 10

ｸﾎﾞﾀ ﾓｴｶ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:4年
  431 窪田　萌花 2008/05/15 145210805155

女子 (神奈川) 10

ｵｼﾀﾞ ｺﾕｷ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:4年
  432 押田　心雪 2008/12/01 145210812015

女子 (神奈川) 10

ｱｻｶﾜ ｱｶﾘ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:4年
  433 浅川あかり 2008/12/11 145210812115

女子 (神奈川) 10

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕｶ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:3年
  434 山本紗柚香 2009/05/20 145210905205

女子 (神奈川) 9

ﾆｼｻﾞｷ ｼｭｱ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:3年
  435 西崎　星愛 2010/01/04 145211001045

女子 (神奈川) 9
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ｲｼｶﾜ ﾊﾅ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:3年
  436 石川　羽菜 2010/03/23 145211003235

女子 (神奈川) 9

ﾃﾂﾞｶ ｿｱ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:2年
  437 手塚　想亜 2010/08/11 145211008115

女子 (神奈川) 8

ﾎﾎﾞ ﾕｲｶ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:2年
  438 保母悠衣佳 2011/03/18 145211103185

女子 (神奈川) 8

ﾆﾜ ﾐｻﾄ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:1年
  439 丹羽　美智 2011/04/05 145211104055

女子 (神奈川) 7

ｱｻｶﾜ ﾐﾁﾙ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:1年
  440 浅川みちる 2011/06/24 145211106245

女子 (神奈川) 7

ｲﾜｲ ｱﾝｼﾞｭ 相模原ＤＣ ｻｶﾞﾐﾊﾗDC 小学:1年
  441 岩井　杏樹 2011/11/07 145211111075

女子 (神奈川) 7

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 中学:2年
  442 長谷川　結 2004/05/25 145410405250

男子 (神奈川) 14

ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 中学:2年
  443 富田　匠哉 2004/12/06 145410412060

男子 (神奈川) 14

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 中学:2年
  444 宮澤　亮太 2005/02/16 145410502160

男子 (神奈川) 14

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 中学:2年
  445 宮澤　優太 2005/02/16 145410502160

男子 (神奈川) 14

ﾋﾗﾓﾘ ﾚｵ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 中学:1年
  446 平森　怜央 2005/05/16 145410505160

男子 (神奈川) 13

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:5年
  447 長谷川　逞 2007/04/21 145410704210

男子 (神奈川) 11

ｻｻｶﾜ ﾐﾂｷ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:5年
  448 笹川　光稀 2007/12/16 145410712160

男子 (神奈川) 11

ﾀﾊﾗ ｺｳｽｹ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:4年
  449 田原　光裕 2008/04/21 145410804210

男子 (神奈川) 10

ｿｳｽﾐ ｺｳﾀ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:4年
  450 相墨　晃多 2008/04/27 145410804270

男子 (神奈川) 10
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ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:4年
  451 柴田　尚弥 2008/05/25 145410805250

男子 (神奈川) 10

ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:4年
  452 西村謙太朗 2008/06/04 145410806040

男子 (神奈川) 10

ｻｻｶﾜ ｻｴ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 中学:2年
  453 笹川　紗瑛 2004/04/16 145410404165

女子 (神奈川) 14

ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 中学:1年
  454 齋藤　莉奈 2005/07/13 145410507135

女子 (神奈川) 13

ｱｵｷ ﾏﾎ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:6年
  455 青木　真歩 2006/06/07 145410606075

女子 (神奈川) 12

ﾑﾗｲ ﾅﾂﾊ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:6年
  456 村井　夏葉 2006/08/15 145410608155

女子 (神奈川) 12

ｶﾜﾂﾞ ﾕｲ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:6年
  457 河津　　結 2006/09/30 145410609305

女子 (神奈川) 12

ﾀｹﾔﾏ ﾕﾗ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:6年
  458 竹山　侑来 2007/02/01 145410702015

女子 (神奈川) 12

ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:5年
  459 木下　愛理 2007/12/15 145410712155

女子 (神奈川) 11

ｵｵｲﾜ ﾘﾝ 八ッ橋ＳＣ ﾔﾂﾊｼ 小学:3年
  460 大岩　　凛 2009/10/25 145410910255

女子 (神奈川) 9

ｻｲﾄｳ ｱｻﾋ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:2年
  461 齋藤　朝陽 2001/09/16 145500109160

男子 (神奈川) 17

ｲｼｶﾜ ｺｳｷ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:1年
  462 石川　浩暉 2002/07/29 145500207290

男子 (神奈川) 16

ﾃﾞﾝｿﾝ ｶｲﾙﾕｳｷ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:1年
  463 ﾃﾞﾝｿﾝｶｲﾙ勇希 2002/09/17 145500209170

男子 (神奈川) 16

ｺｲｹ ｶｹﾙ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:1年
  464 小池　　翔 2002/11/05 145500211050

男子 (神奈川) 16

ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:3年
  465 小林　世奈 2003/05/24 145500305240

男子 (神奈川) 15
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ﾕ ｼﾝﾒｲ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:3年
  466 喩　　梓銘 2003/12/12 145500312120

男子 (神奈川) 15

ｵｵﾀｹ ﾀｲｾｲ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:2年
  467 大竹　泰晴 2004/05/07 145500405070

男子 (神奈川) 14

ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:2年
  468 石川　泰暉 2004/08/23 145500408230

男子 (神奈川) 14

ﾊﾞﾊﾞ ｼﾘｭｳ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:5年
  469 馬場　翔琉 2007/09/27 145500709270

男子 (神奈川) 11

ﾑﾄｳ ﾔｽﾉﾘ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:5年
  470 武藤　康矩 2007/11/13 145500711130

男子 (神奈川) 11

ｾﾞｲﾄﾞ ｱﾘ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:5年
  471 ゼイドアリ 2007/12/20 145500712200

男子 (神奈川) 11

ﾓﾘｵｶ ﾘｸ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:5年
  472 森岡　　陸 2008/03/21 145500803210

男子 (神奈川) 11

ｱﾗｾﾞｷ ｾｲﾗ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:4年
  473 荒関　星良 2008/04/23 145500804230

男子 (神奈川) 10

ｷﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:4年
  474 吉川　隼人 2008/09/12 145500809120

男子 (神奈川) 10

ｱｵｷ ｾｲﾀﾞｲ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:4年
  475 青木　惺大 2009/02/13 145500902130

男子 (神奈川) 10

ｱﾗｲ ﾅｵﾄ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  476 新井　尚翔 2009/07/20 145500907200

男子 (神奈川) 9

ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾘﾄ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  477 森山　成仁 2009/07/30 145500907300

男子 (神奈川) 9

ｹﾗｰ ﾏｽｶ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  478 ケラー丈嘉 2009/08/23 145500908230

男子 (神奈川) 9

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  479 小林　　寛 2010/03/28 145501003280

男子 (神奈川) 8

ｲｼﾓﾄ ﾁｶｾﾞ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  480 石本　馳風 2010/06/01 145501006010

男子 (神奈川) 8
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ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  481 増田　慶嗣 2010/10/16 145501010160

男子 (神奈川) 8

ｹﾗｰ ﾕﾏ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  482 ケラー佑眞 2011/03/23 145501103230

男子 (神奈川) 8

ﾓﾘｼﾀ ﾄﾜ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:1年
  483 森下　友翔 2011/05/13 145501105130

男子 (神奈川) 7

ｵｷﾞﾉ ｶﾅﾄ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:1年
  484 荻野　叶都 2011/05/13 145501105130

男子 (神奈川) 7

ﾎﾝﾏ ﾀｹﾙ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:1年
  485 本間　　猛 2011/10/15 145501110150

男子 (神奈川) 7

ｲﾉｳｴ ﾏﾔﾉ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:3年
  486 井上　舞乃 2000/05/02 145500005025

女子 (神奈川) 18

ｲﾉｳｴ ﾏﾕ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:2年
  487 井上　真優 2001/07/08 145500107085

女子 (神奈川) 17

ﾊﾔﾏ ﾊﾙｶ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:2年
  488 端山　遥香 2001/07/19 145500107195

女子 (神奈川) 17

ﾕ ﾗﾝﾃﾞｨ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:2年
  489 喩　　蘭迪 2001/09/18 145500109185

女子 (神奈川) 17

ｲﾉｳｴ ｷｲﾉ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 高校:1年
  490 井上　葵乃 2002/07/05 145500207055

女子 (神奈川) 16

ｻｶﾓﾄ ﾘﾐ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:3年
  491 酒本　莉翠 2003/08/22 145500308225

女子 (神奈川) 15

ｷﾁｶﾜ ﾕｲ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:3年
  492 吉川　　結 2003/08/30 145500308305

女子 (神奈川) 15

ｶﾄｳ ﾏｼﾛ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:2年
  493 加藤　優心 2004/06/13 145500406135

女子 (神奈川) 14

ﾐﾂﾊｼ ｻｸﾗ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:1年
  494 三橋　咲楽 2005/06/15 145500506155

女子 (神奈川) 13

ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾅｺ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:1年
  495 石橋日菜子 2005/07/10 145500507105

女子 (神奈川) 13
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ﾀﾃﾍﾞ ｱｶﾘ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 中学:1年
  496 建部　明里 2005/09/17 145500509175

女子 (神奈川) 13

ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:6年
  497 山内　麻衣 2006/05/11 145500605115

女子 (神奈川) 12

ﾐﾑﾗ ﾕｳｶ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:6年
  498 三村　優佳 2006/06/19 145500606195

女子 (神奈川) 12

ｱｵｷ ﾅﾎ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:6年
  499 青木　奈帆 2006/07/09 145500607095

女子 (神奈川) 12

ﾋﾗﾉ ﾋﾅﾀ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:6年
  500 平野ひなた 2006/08/30 145500608305

女子 (神奈川) 12

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:6年
  501 渡辺　紗弥 2006/09/07 145500609075

女子 (神奈川) 12

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:5年
  502 山口　美緒 2007/05/21 145500705215

女子 (神奈川) 11

ｼﾉﾀﾞ ｿﾉ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:4年
  503 篠田　奏乃 2008/10/02 145500810025

女子 (神奈川) 10

ﾌｸﾑﾛ ｱｷ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:4年
  504 福室　彩季 2008/10/03 145500810035

女子 (神奈川) 10

ｵｻﾞｷ ﾕﾘｺ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:4年
  505 尾崎百合子 2009/01/30 145500901305

女子 (神奈川) 10

ﾐﾑﾗ ﾏﾅｶ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:4年
  506 三村　愛佳 2009/03/03 145500903035

女子 (神奈川) 10

ｷｼ ｱﾝﾅ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  507 岸　　杏菜 2009/08/06 145500908065

女子 (神奈川) 9

ｷｸﾁ ｶﾘﾝ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  508 菊地　果凛 2009/09/11 145500909115

女子 (神奈川) 9

ｷﾑﾗ ﾕﾘｱ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  509 木村友里愛 2009/10/30 145500910305

女子 (神奈川) 9

ﾊﾞﾊﾞ ｻｸﾗｺ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:3年
  510 馬場　桜子 2010/03/08 145501003085

女子 (神奈川) 9
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ｼﾉﾀﾞ ﾁｲ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  511 篠田　千依 2010/06/25 145501006255

女子 (神奈川) 8

ｱｷﾔ ﾊﾅ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  512 秋谷　咲花 2010/07/15 145501007155

女子 (神奈川) 8

ｲｼﾔﾏ ｱﾝ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  513 石山　　杏 2010/10/12 145501010125

女子 (神奈川) 8

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲｻ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  514 松本　明咲 2010/10/19 145501010195

女子 (神奈川) 8

ﾂﾅｼﾏ ｺｺｱ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:2年
  515 綱嶋　心愛 2011/02/28 145501102285

女子 (神奈川) 8

ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｶ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:1年
  516 鈴木　瑞佳 2011/06/20 145501106205

女子 (神奈川) 7

ｵｵﾔﾏ ﾕﾗ トピーアヤセ ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 小学:1年
  517 大山　友空 2011/10/20 145501110205

女子 (神奈川) 7

ｼﾝﾔ ﾕｳﾀ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:6年
  518 新谷　悠太 2006/08/03 145530608030

男子 (神奈川) 12

ｸｻﾔﾅｷﾞ ﾋﾅﾀ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  519 草栁　飛向 2008/04/13 145530804130

男子 (神奈川) 10

ﾐｶﾜ ｹｲﾄ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  520 三川　慧斗 2008/08/02 145530808020

男子 (神奈川) 10

ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  521 橋本　大馳 2008/12/13 145530812130

男子 (神奈川) 10

ﾋﾛﾀ ﾕｳﾀ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:3年
  522 広田　優汰 2009/09/13 145530909130

男子 (神奈川) 9

ｲﾉｳｴ ｲﾂｷ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:3年
  523 井上　斎生 2009/09/17 145530909170

男子 (神奈川) 9

ﾔﾉ ｼﾞﾝﾀ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:2年
  524 矢野　仁太 2010/05/26 145531005260

男子 (神奈川) 8

ｵｵﾂ ｾｲｼﾛｳ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:2年
  525 大津晴士郎 2010/07/02 145531007020

男子 (神奈川) 8
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ﾌｼﾞﾉ ｼﾞｮｳ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:2年
  526 藤野　穣生 2010/10/29 145531010290

男子 (神奈川) 8

ｽﾐﾔ ﾊﾙｷ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:1年
  527 角谷　春希 2011/04/05 145531104050

男子 (神奈川) 7

ｷﾄﾞｺﾛ ﾘｮｳﾀ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:1年
  528 城所　凌太 2011/04/09 145531104090

男子 (神奈川) 7

ｲﾜﾓﾄ ﾄｳｺﾞ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:1年
  529 岩本　到悟 2011/09/16 145531109160

男子 (神奈川) 7

ﾎｿｷﾞ ﾐﾉ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:6年
  530 細木　美乃 2006/04/29 145530604295

女子 (神奈川) 12

ｿﾈ ﾁｻﾄ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  531 曽根千櫻里 2008/04/16 145530804165

女子 (神奈川) 10

ｲﾁｶﾜ ﾘｺ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  532 市川　理琴 2008/05/14 145530805145

女子 (神奈川) 10

ｼｹﾞﾀ ﾅｵ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  533 重田　菜緒 2008/11/29 145530811295

女子 (神奈川) 10

ｸﾛﾔﾏ ｺﾊﾙ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  534 黒山　心遥 2008/12/14 145530812145

女子 (神奈川) 10

ｳﾘｭｳ ﾒｲ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:4年
  535 瓜生　　明 2009/01/15 145530901155

女子 (神奈川) 10

ｷﾄﾞｺﾛ ｱﾐ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:3年
  536 城所　杏実 2009/04/24 145530904245

女子 (神奈川) 9

ｼﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:3年
  537 島田　　奏 2009/06/16 145530906165

女子 (神奈川) 9

ｽｽﾞｷ ﾓﾅ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:3年
  538 鈴木　望奈 2009/09/06 145530909065

女子 (神奈川) 9

ｽﾐﾔ ﾓﾓﾅ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:3年
  539 角谷　桃菜 2009/09/24 145530909245

女子 (神奈川) 9

ﾐｶﾜ ｽｲ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:2年
  540 三川　　粋 2010/08/10 145531008105

女子 (神奈川) 8
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ｺﾝ ﾐｳ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:2年
  541 今　　美羽 2010/12/13 145531012135

女子 (神奈川) 8

ｲｼﾊﾗ ｱﾕ チャンピオン ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 小学:2年
  542 石原　愛優 2011/01/21 145531101215

女子 (神奈川) 8

ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾄ ＮＳＰ上溝 NSPｶﾐﾐｿﾞ 中学:1年
  543 宮内　春翔 2005/04/08 145630504080

男子 (神奈川) 13

ﾑﾗｲ ﾀﾞｲﾔ ＮＳＰ上溝 NSPｶﾐﾐｿﾞ 小学:6年
  544 村井　大也 2006/04/19 145630604190

男子 (神奈川) 12

ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｲ ＮＳＰ上溝 NSPｶﾐﾐｿﾞ 高校:2年
  545 北川　真唯 2001/06/12 145630106125

女子 (神奈川) 17

ﾆｼｵ ｼｵﾘ ＮＳＰ上溝 NSPｶﾐﾐｿﾞ 高校:1年
  546 西尾　　栞 2002/11/04 145630211045

女子 (神奈川) 16

ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学:2年
  547 杉浦　弘毅 2004/07/12 145720407120

男子 (神奈川) 14

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学:2年
  548 山田　耀太 2004/10/13 145720410130

男子 (神奈川) 14

ﾜﾘｻﾞﾔ ﾀｲﾖｳ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学:2年
  549 割鞘　泰耀 2004/12/26 145720412260

男子 (神奈川) 14

ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾀｶﾕｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学:2年
  550 薬師神貴由 2005/02/16 145720502160

男子 (神奈川) 14

ﾏｻｲｹ ﾕｳﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学:2年
  551 政池　佑人 2005/03/22 145720503220

男子 (神奈川) 14

ﾀｶｻｷ ﾋﾛｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:6年
  552 高﨑　浩輝 2006/05/31 145720605310

男子 (神奈川) 12

ｺﾊﾞﾘ ﾕｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:5年
  553 小張　祐貴 2008/03/29 145720803290

男子 (神奈川) 10

ﾖｺｵ ﾕｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  554 横尾　祐太 2009/02/27 145720902270

男子 (神奈川) 10

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  555 渡邊　　環 2009/05/01 145720905010

男子 (神奈川) 9
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ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  556 中野　友稀 2009/05/15 145720905150

男子 (神奈川) 9

ｼﾛﾀ ｹｲﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  557 城田　啓人 2009/06/30 145720906300

男子 (神奈川) 9

ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  558 秋山　絢斗 2009/07/10 145720907100

男子 (神奈川) 9

ｶﾄｳ ﾊﾔﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  559 加藤　颯大 2009/10/15 145720910150

男子 (神奈川) 9

ﾐﾔｺｼ ｼｮｳﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  560 宮越　翔都 2010/04/20 145721004200

男子 (神奈川) 8

ﾊﾀﾅｶ ﾚﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  561 畑中　　蓮 2010/07/27 145721007270

男子 (神奈川) 8

ﾄﾘｲ ﾘｭｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  562 鳥居　竜貴 2010/11/19 145721011190

男子 (神奈川) 8

ﾌｸﾀﾞ ｺﾀﾞｲ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:1年
  563 福田　琥大 2011/06/18 145721106180

男子 (神奈川) 7

ﾀｹｲｼ ｺｳｾｲ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:1年
  564 武石　航生 2012/01/28 145721201280

男子 (神奈川) 7

ﾖｺｵ ｱﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学:2年
  565 横尾　愛美 2004/10/13 145720410135

女子 (神奈川) 14

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中学:1年
  566 山口　さな 2006/02/19 145720602195

女子 (神奈川) 13

ｶｼﾞｶﾞﾔ ﾅﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:6年
  567 梶ヶ谷菜々 2006/06/16 145720606165

女子 (神奈川) 12

ｶｼﾞｶﾞﾔ ﾘﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:6年
  568 梶ヶ谷梨々 2006/06/16 145720606165

女子 (神奈川) 12

ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:6年
  569 杉浦　はな 2006/09/28 145720609285

女子 (神奈川) 12

ｼﾛﾀ ｶｴﾃﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:6年
  570 城田　　楓 2006/09/29 145720609295

女子 (神奈川) 12
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ｵｵｷ ﾅﾂﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:5年
  571 大木　夏実 2007/08/09 145720708095

女子 (神奈川) 11

ｶﾈｺ ﾚｱ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:5年
  572 金子　怜愛 2007/11/17 145720711175

女子 (神奈川) 11

ﾌｸﾅｶﾞ ｺﾄﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  573 福永　琴美 2008/04/20 145720804205

女子 (神奈川) 10

ｻｸﾗ ﾕｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  574 佐倉　結葵 2008/04/22 145720804225

女子 (神奈川) 10

ｶﾈｺ ﾘｵ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  575 金子　莉和 2008/06/01 145720806015

女子 (神奈川) 10

ｲﾜｼﾀ ﾊﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  576 岩下　葉南 2008/06/09 145720806095

女子 (神奈川) 10

ﾎｿｲ ﾘｶ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  577 細井　梨花 2008/08/08 145720808085

女子 (神奈川) 10

ｸﾞﾝｼﾞ ｱﾔﾈ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  578 郡司　采音 2008/11/06 145720811065

女子 (神奈川) 10

ｶﾄｳ ｻｱﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  579 加藤　咲花 2008/11/23 145720811235

女子 (神奈川) 10

ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:4年
  580 遠藤　叶実 2009/01/18 145720901185

女子 (神奈川) 10

ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾙｶ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  581 角田　　遥 2009/06/09 145720906095

女子 (神奈川) 9

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  582 宇田川翠里 2009/07/01 145720907015

女子 (神奈川) 9

ｳｴﾉ ﾚｲ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  583 上野　　莉 2009/11/11 145720911115

女子 (神奈川) 9

ｶﾄｳ ﾏﾎ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:3年
  584 加藤　茉帆 2010/01/16 145721001165

女子 (神奈川) 9

ﾑﾗｷ ｱﾕｶ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  585 村木　歩香 2010/04/12 145721004125

女子 (神奈川) 8
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ﾌｼﾞｲ ｶﾉﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  586 藤井　香音 2010/04/19 145721004195

女子 (神奈川) 8

ｳﾒｿﾞﾉ ｱﾔｶ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  587 梅園　彩花 2010/04/21 145721004215

女子 (神奈川) 8

ｻｸﾗ ﾅﾂｷ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  588 佐倉　菜月 2010/06/02 145721006025

女子 (神奈川) 8

ｸﾜﾀ ﾕｲﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  589 桑田　唯菜 2010/06/12 145721006125

女子 (神奈川) 8

ｵｵｽﾞ ﾊﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  590 大圖　　花 2010/08/31 145721008315

女子 (神奈川) 8

ﾎｻｶ ﾚｲﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:2年
  591 保坂　玲名 2010/09/22 145721009225

女子 (神奈川) 8

ｲﾉｳｴ ﾓﾓ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:1年
  592 井上　　桃 2011/06/01 145721106015

女子 (神奈川) 7

ﾔﾏｶﾞ ｿﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 小学:1年
  593 山賀　　天 2011/10/07 145721110075

女子 (神奈川) 7

ｼｶﾉ ﾄﾓｶ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 幼児:
  594 鹿野　友果 2012/05/02 145721205025

女子 (神奈川) 6

ｱｲﾊﾗ ｹﾝｺﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 高校:2年
  595 相原　健吾 2002/02/26 145740202260

男子 (神奈川) 17

ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｺｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 高校:1年
  596 東出　光貴 2002/11/15 145740211150

男子 (神奈川) 16

ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 高校:1年
  597 西村　恭佑 2002/11/20 145740211200

男子 (神奈川) 16

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 高校:1年
  598 鈴木健太郎 2003/03/06 145740303060

男子 (神奈川) 16

ｽｽﾞｷ ﾗｲﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 中学:3年
  599 鈴木　雷矢 2003/11/22 145740311220

男子 (神奈川) 15

ﾋﾒﾉ ｶｲﾁ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 中学:1年
  600 姫野　海地 2005/12/28 145740512280

男子 (神奈川) 13
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ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 小学:6年
  601 小泉　　陸 2006/04/17 145740604170

男子 (神奈川) 12

ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｳﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 小学:3年
  602 小笠原悠斗 2009/07/01 145740907010

男子 (神奈川) 9

ｺｳﾉ ｿﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 小学:3年
  603 河野　蒼来 2009/08/13 145740908130

男子 (神奈川) 9

ｸﾜｲ ｱｻﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 中学:2年
  604 桑井　朝菜 2004/05/19 145740405195

女子 (神奈川) 14

ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾒ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 小学:5年
  605 後藤あやめ 2007/05/10 145740705105

女子 (神奈川) 11

ﾅｶﾆｼ ﾐﾂﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 小学:5年
  606 中西　美月 2007/07/20 145740707205

女子 (神奈川) 11

ｽｽﾞｷ ﾕﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 小学:5年
  607 鈴木　結蘭 2007/07/30 145740707305

女子 (神奈川) 11

ｸﾜｲ ｶﾉﾊ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ 小学:4年
  608 桑井夏乃葉 2008/07/23 145740807235

女子 (神奈川) 10

ﾅｶｷﾞｼ ｶﾞｸﾔ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  609 中岸　岳也 2004/07/09 145800407090

男子 (神奈川) 14

ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｲ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  610 萩原　　櫂 2004/10/01 145800410010

男子 (神奈川) 14

ｷﾀﾉ ｱﾂﾔ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  611 北野　敦也 2004/10/15 145800410150

男子 (神奈川) 14

ﾌﾙﾔ ﾚｵ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  612 古谷　怜士 2004/10/19 145800410190

男子 (神奈川) 14

ﾅｸﾞﾓ ｾﾞﾝ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  613 南雲　　善 2005/02/02 145800502020

男子 (神奈川) 14

ｲｼﾂﾞｶ ｼｭﾝ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:1年
  614 石塚　　瞬 2005/05/04 145800505040

男子 (神奈川) 13

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾀ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:1年
  615 山口　慶太 2005/12/22 145800512220

男子 (神奈川) 13
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ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:1年
  616 山本　匠眞 2006/01/11 145800601110

男子 (神奈川) 13

ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:6年
  617 松崎　圭佑 2006/08/11 145800608110

男子 (神奈川) 12

ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:6年
  618 山﨑　康平 2006/09/05 145800609050

男子 (神奈川) 12

ﾐﾖｼ ﾘｮｳｶﾞ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:6年
  619 三好　良河 2006/09/05 145800609050

男子 (神奈川) 12

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:6年
  620 小林　義和 2007/02/08 145800702080

男子 (神奈川) 12

ｼﾓｼﾞ ﾀｸﾐ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:5年
  621 下地　拓未 2007/06/29 145800706290

男子 (神奈川) 11

ｸﾎﾞﾃﾗ ﾐﾂｷ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:5年
  622 窪寺　光希 2007/10/23 145800710230

男子 (神奈川) 11

ｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:4年
  623 志村　勇翔 2008/11/27 145800811270

男子 (神奈川) 10

ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:3年
  624 加藤　　航 2009/10/13 145800910130

男子 (神奈川) 9

ﾏﾉ ｱﾝﾘ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 高校:1年
  625 眞野　杏里 2002/04/17 145800204175

女子 (神奈川) 16

ﾔｽｶﾞﾋﾗ ｱﾕﾅ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 高校:1年
  626 安ヶ平歩菜 2002/06/01 145800206015

女子 (神奈川) 16

ﾔｷﾞ ﾅﾅﾊ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 高校:1年
  627 八木　南羽 2002/06/17 145800206175

女子 (神奈川) 16

ﾀｶﾊｼ ｱｻｶﾞｵ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 高校:1年
  628 高橋　彩香 2002/08/08 145800208085

女子 (神奈川) 16

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｻﾞﾈ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 高校:1年
  629 小林　楓実 2002/11/14 145800211145

女子 (神奈川) 16

ｱﾗｷ ﾚﾐ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:3年
  630 荒木　玲美 2003/07/04 145800307045

女子 (神奈川) 15
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ｸﾏﾉ ﾉｱ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  631 熊野　希映 2004/05/28 145800405285

女子 (神奈川) 14

ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾅ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  632 松崎　加奈 2004/08/19 145800408195

女子 (神奈川) 14

ｱﾗｶﾜ ｲｸﾐ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:2年
  633 荒川いくみ 2004/12/30 145800412305

女子 (神奈川) 14

ｶﾄｳ ｱｵｲ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:1年
  634 加藤　　碧 2005/08/28 145800508285

女子 (神奈川) 13

ｶﾒｲ ﾕｳｺ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 中学:1年
  635 亀井　優子 2005/12/03 145800512035

女子 (神奈川) 13

ｽｽﾞｷ ｼﾎ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:6年
  636 鈴木　しほ 2006/05/03 145800605035

女子 (神奈川) 12

ｶﾀﾉ ﾏﾅｶ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:6年
  637 片野　真佳 2007/02/25 145800702255

女子 (神奈川) 12

ｶﾒｲ ﾏｺ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:5年
  638 亀井　真子 2007/11/06 145800711065

女子 (神奈川) 11

ｺﾔﾏ ﾕｻｷ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:5年
  639 児山　友咲 2008/02/12 145800802125

女子 (神奈川) 11

ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:5年
  640 山本　芽依 2008/03/29 145800803295

女子 (神奈川) 10

ｽｽﾞｷ ｼｽﾞ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:3年
  641 鈴木　しず 2009/09/14 145800909145

女子 (神奈川) 9

ｱｷﾔﾏ ﾐﾅ 伊勢原SC ｲｾﾊﾗSC 小学:2年
  642 秋山　未奈 2010/10/27 145801010275

女子 (神奈川) 8

ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾀ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 高校:2年
  643 杉本　颯汰 2001/08/23 145850108230

男子 (神奈川) 17

ｻﾄｳ ｼｭﾝ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 高校:1年
  644 佐藤　　駿 2002/06/30 145850206300

男子 (神奈川) 16

ﾋﾗｻﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 高校:1年
  645 平澤麟太郎 2002/12/23 145850212230

男子 (神奈川) 16
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ｵｵﾔﾏ ｶｲﾄ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:3年
  646 大山　魁斗 2004/02/14 145850402140

男子 (神奈川) 15

ｱﾗﾌﾈ ﾋﾅﾀ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:2年
  647 荒舩　陽太 2004/05/31 145850405310

男子 (神奈川) 14

ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:2年
  648 福島　　僚 2005/01/07 145850501070

男子 (神奈川) 14

ﾄｸﾗ ﾊﾙｷ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:2年
  649 戸倉　晴城 2005/03/14 145850503140

男子 (神奈川) 14

ｵｵﾔﾏ ｶｴﾃﾞ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:1年
  650 大山　　楓 2005/12/20 145850512200

男子 (神奈川) 13

ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:1年
  651 唐澤　一馬 2006/03/29 145850603290

男子 (神奈川) 12

ｵﾉｳｴ ﾏｲ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 高校:2年
  652 尾上　麻衣 2002/02/08 145850202085

女子 (神奈川) 17

ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 高校:1年
  653 福島　　麟 2002/12/15 145850212155

女子 (神奈川) 16

ﾐｽﾞｼﾏ ｺﾕｷ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 高校:1年
  654 水嶋小裕希 2003/01/16 145850301165

女子 (神奈川) 16

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:2年
  655 近藤　由奈 2004/06/16 145850406165

女子 (神奈川) 14

ﾐｽﾞｼﾏ ｻﾕﾘ SPﾎｳﾄｸ左近山 SPHｻｺﾝﾔﾏ 中学:2年
  656 水嶋小裕里 2004/12/28 145850412285

女子 (神奈川) 14

ｽｽﾞｷ ﾄｳｲ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 高校:2年
  657 鈴木　登偉 2001/05/04 145860105040

男子 (神奈川) 17

ﾀｹﾀﾞ ｷｮｳｴｲ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 高校:1年
  658 武田　暁瑛 2002/06/10 145860206100

男子 (神奈川) 16

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｻ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:6年
  659 渡邉　和冴 2006/07/01 145860607010

男子 (神奈川) 12

ﾊｷﾞｻﾜ ﾀｹﾙ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:5年
  660 萩澤　　健 2007/04/10 145860704100

男子 (神奈川) 11
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ｷｼ ｹｲｺﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:5年
  661 岸　　京吾 2007/04/10 145860704100

男子 (神奈川) 11

ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:5年
  662 三好　悠太 2008/03/23 145860803230

男子 (神奈川) 11

ﾀｹﾏｻ ﾋﾋﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:3年
  663 武政　　響 2010/02/20 145861002200

男子 (神奈川) 9

ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:3年
  664 井上　啓太 2010/03/15 145861003150

男子 (神奈川) 9

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:2年
  665 中島　　湊 2010/06/01 145861006010

男子 (神奈川) 8

ﾋﾛﾓﾄ ｴｲｼﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:2年
  666 廣本　瑛心 2010/10/27 145861010270

男子 (神奈川) 8

ｸﾂｻﾞﾜ ｵｳｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:2年
  667 沓澤　央将 2011/03/25 145861103250

男子 (神奈川) 7

ｺﾞﾄｳ ｼｵﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:1年
  668 後藤　史穏 2011/06/03 145861106030

男子 (神奈川) 7

ﾅｶﾞﾀ ｻﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 中学:2年
  669 永田　紗都 2004/11/29 145860411295

女子 (神奈川) 14

ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:6年
  670 須藤　綾香 2006/06/21 145860606215

女子 (神奈川) 12

ｸﾗﾀ ﾏﾕｷ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:6年
  671 倉田　舞幸 2006/12/07 145860612075

女子 (神奈川) 12

ﾀｹﾏｻ ﾕｳ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:6年
  672 武政　　優 2006/12/18 145860612185

女子 (神奈川) 12

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:5年
  673 望月　姫花 2007/10/08 145860710085

女子 (神奈川) 11

ﾊｾｶﾞﾜ ｸﾙﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:5年
  674 長谷川来実 2008/02/11 145860802115

女子 (神奈川) 11

ｲﾌｸ ﾎﾉｶ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:4年
  675 伊福　暖花 2008/06/09 145860806095

女子 (神奈川) 10
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ｺﾏﾂ ﾕｲ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:4年
  676 小松　優衣 2008/07/20 145860807205

女子 (神奈川) 10

ﾐﾓﾘ ﾕﾒﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:4年
  677 三森　夢織 2009/02/06 145860902065

女子 (神奈川) 10

ﾓﾁﾀﾞ ﾏｵ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:4年
  678 持田　真保 2009/02/28 145860902285

女子 (神奈川) 10

ｶﾐﾔ ﾏｺ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:3年
  679 神谷　茉来 2009/08/12 145860908125

女子 (神奈川) 9

ﾀｶﾊｼ ｻﾜ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:3年
  680 高橋　瑳和 2009/10/04 145860910045

女子 (神奈川) 9

ｲﾉｳｴ ｱｽｶ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:3年
  681 井上明日香 2010/03/15 145861003155

女子 (神奈川) 9

ﾀｹﾀﾞ ｱﾏﾈ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:2年
  682 武田　天音 2010/07/27 145861007275

女子 (神奈川) 8

ﾀｹﾀﾞ ﾐｸ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:2年
  683 武田　美空 2010/07/27 145861007275

女子 (神奈川) 8

ｺｶﾞ ﾚｲﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:2年
  684 古賀　伶渚 2010/11/30 145861011305

女子 (神奈川) 8

ｵｵﾂｷ ｻﾜ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:2年
  685 大槻　咲和 2010/12/03 145861012035

女子 (神奈川) 8

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲｺ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:1年
  686 杉山　結子 2011/07/26 145861107265

女子 (神奈川) 7

ｱﾗｶﾜ ﾏｲ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:1年
  687 荒川　真衣 2011/10/07 145861110075

女子 (神奈川) 7

ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓｶ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 小学:1年
  688 永田萌々香 2012/01/27 145861201275

女子 (神奈川) 7

ｶﾐﾔ ｻｷ ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ 幼児:
  689 神谷　采希 2012/07/15 145861207155

女子 (神奈川) 6

ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 大学:3年
  690 中山　泰誠 1997/08/13 146179708130

男子 (神奈川) 21
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ｲﾜﾓﾄ ﾁｶﾗ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 高校:1年
  691 岩本　　力 2002/06/09 146170206090

男子 (神奈川) 16

ﾀｶﾊﾗ ｼｭｳﾄ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 高校:1年
  692 高原　秀斗 2002/10/04 146170210040

男子 (神奈川) 16

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｼｷ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学:3年
  693 小笠原佳輝 2003/12/11 146170312110

男子 (神奈川) 15

ｲｶﾞｳｴ ﾘｭｳﾏ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学:2年
  694 伊賀上竜馬 2004/12/07 146170412070

男子 (神奈川) 14

ｷﾘﾑﾗ ﾀｸﾐ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:6年
  695 桐村　　匠 2006/04/24 146170604240

男子 (神奈川) 12

ﾔｽｴ ﾕｳﾏ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:6年
  696 安江　勇磨 2006/12/04 146170612040

男子 (神奈川) 12

ﾑｶｲ ｶｹﾙ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:6年
  697 向井　　翔 2007/01/31 146170701310

男子 (神奈川) 12

ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:5年
  698 野田　誠人 2007/04/23 146170704230

男子 (神奈川) 11

ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛﾄ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:5年
  699 高原　寛斗 2007/05/24 146170705240

男子 (神奈川) 11

ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:4年
  700 吉村　光永 2008/05/05 146170805050

男子 (神奈川) 10

ﾖﾀﾞ ﾕｳﾏ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:4年
  701 依田　悠真 2008/07/10 146170807100

男子 (神奈川) 10

ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｸﾅ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:4年
  702 岩永　陸那 2008/09/17 146170809170

男子 (神奈川) 10

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:4年
  703 飯島　大翔 2009/01/30 146170901300

男子 (神奈川) 10

ｱﾗｶﾈ ｹﾝｺﾞ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:4年
  704 荒金　建伍 2009/02/28 146170902280

男子 (神奈川) 10

ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾄ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:3年
  705 高原　雅斗 2009/06/06 146170906060

男子 (神奈川) 9
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ﾓﾊｯﾒﾄﾞ ｱﾅｽ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:3年
  706 モハッメドアナス 2009/09/05 146170909050

男子 (神奈川) 9

ｴｼﾞﾏ ﾕｳｷ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:2年
  707 江島　佑紀 2010/04/02 146171004020

男子 (神奈川) 8

ﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:2年
  708 野田　悠人 2010/04/05 146171004050

男子 (神奈川) 8

ｶﾜｲ ﾀｲｼ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:2年
  709 河合　太志 2010/06/12 146171006120

男子 (神奈川) 8

ﾔｷﾞ ﾚｲｶ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学:3年
  710 八木　麗薫 2003/10/04 146170310045

女子 (神奈川) 15

ｲﾜﾓﾄ ﾐｵ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学:2年
  711 岩本　美音 2004/12/01 146170412015

女子 (神奈川) 14

ｼｮｳｼﾞ ﾏｼﾛ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学:1年
  712 庄司　茉白 2005/12/01 146170512015

女子 (神奈川) 13

ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 中学:1年
  713 岩永　愛加 2006/02/24 146170602245

女子 (神奈川) 13

ｲﾅﾔﾏ ﾄﾓｶ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:6年
  714 稲山　朋夏 2006/08/03 146170608035

女子 (神奈川) 12

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:6年
  715 渡邉　麻央 2006/12/30 146170612305

女子 (神奈川) 12

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾐ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:5年
  716 小林　優海 2007/07/31 146170707315

女子 (神奈川) 11

ﾓﾊｯﾒﾄﾞ ﾉｰﾘ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:5年
  717 モハッメドノーリ 2007/09/23 146170709235

女子 (神奈川) 11

ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:4年
  718 窪田　颯夏 2008/08/15 146170808155

女子 (神奈川) 10

ﾂｼﾏ ﾕｳ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:4年
  719 対馬　結羽 2008/11/25 146170811255

女子 (神奈川) 10

ﾏﾂｷ ﾕﾅ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:2年
  720 松木　優奈 2010/09/15 146171009155

女子 (神奈川) 8
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ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:1年
  721 松本　結月 2011/04/18 146171104185

女子 (神奈川) 7

ﾆｯﾀ ﾐｲﾅ Nagatsuta.SC ﾅｶﾞﾂﾀSC 小学:1年
  722 新田　珠南 2011/05/13 146171105135

女子 (神奈川) 7

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 中学:2年
  723 宮崎　　凛 2005/02/10 146320502100

男子 (神奈川) 14

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 小学:4年
  724 渡辺　陽人 2008/04/12 146320804120

男子 (神奈川) 10

ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 小学:3年
  725 高橋　　蓮 2009/06/20 146320906200

男子 (神奈川) 9

ｳﾁﾔﾏ ﾎﾉｶ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 中学:2年
  726 内山　穂香 2004/06/19 146320406195

女子 (神奈川) 14

ｲｼｲ ﾊﾙﾅ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 中学:2年
  727 石井　陽菜 2004/08/30 146320408305

女子 (神奈川) 14

ｵｵｷ ﾉｱ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 中学:2年
  728 大木　乃葵 2004/09/08 146320409085

女子 (神奈川) 14

ｵｵｷ ﾙｱ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 小学:6年
  729 大木　月葵 2006/09/01 146320609015

女子 (神奈川) 12

ﾀｶｻｷ ﾁﾅﾂ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 小学:5年
  730 髙﨑ちなつ 2007/09/06 146320709065

女子 (神奈川) 11

ｲｼｲ ﾋｲﾛ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 小学:5年
  731 石井　日彩 2007/09/25 146320709255

女子 (神奈川) 11

ｳﾁﾔﾏ ｶﾘﾝ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 小学:4年
  732 内山　香凜 2008/06/14 146320806145

女子 (神奈川) 10

ｲｼｲ ｱﾔﾅ 桐花園ＳＣ ﾄｳｶｴﾝ 小学:4年
  733 石井　絢菜 2009/02/18 146320902185

女子 (神奈川) 10

ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:2年
  734 井上　天心 2005/02/02 146350502020

男子 (神奈川) 14

ｾﾝｽｲ ﾚｲ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:1年
  735 泉水　　怜 2005/04/20 146350504200

男子 (神奈川) 13
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ｵｵｶﾜ ﾊﾙﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:6年
  736 大川　遥斗 2006/12/15 146350612150

男子 (神奈川) 12

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:5年
  737 山田　海斗 2007/06/23 146350706230

男子 (神奈川) 11

ｺｱｻ ｱﾙｸ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:4年
  738 小浅　有駈 2008/12/25 146350812250

男子 (神奈川) 10

ﾏｴﾀﾞ ｴｲｾｲ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  739 前田　英政 2009/06/08 146350906080

男子 (神奈川) 9

ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｷ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  740 中村　敦月 2009/06/16 146350906160

男子 (神奈川) 9

ｸﾜﾊﾗ ｼｭｳｾｲ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  741 桑原　秀成 2009/07/18 146350907180

男子 (神奈川) 9

ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  742 平野　匠真 2009/08/08 146350908080

男子 (神奈川) 9

ﾄﾋﾞﾀ ﾏｽﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  743 飛田　真澄 2009/08/31 146350908310

男子 (神奈川) 9

ｺﾔﾏ ﾏﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  744 小山　万紘 2009/10/01 146350910010

男子 (神奈川) 9

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  745 山本　　尚 2009/12/05 146350912050

男子 (神奈川) 9

ｶｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  746 樫本　勇二 2010/04/12 146351004120

男子 (神奈川) 8

ﾆｼｳﾁ ﾖｳ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  747 西内　　遙 2010/05/21 146351005210

男子 (神奈川) 8

ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  748 景山　凌大 2010/06/02 146351006020

男子 (神奈川) 8

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  749 小林　悠真 2010/06/25 146351006250

男子 (神奈川) 8

ｷﾀｶﾞﾜ ｿｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  750 北川　湊大 2010/08/09 146351008090

男子 (神奈川) 8



Page   51

登録選手一覧

氏  名（カ  ナ） 所属名１ 学年 団体
登録№ 氏  名（漢  字） 所属名２ 生年月日 日水連コード

性  別（加  盟） 所属名３ 年齢 検索コード

2019/03/18 21:45:21 SEIKO Swimming Results System

ｱﾏﾉ ｼｭﾝｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  751 天野　俊介 2010/08/21 146351008210

男子 (神奈川) 8

ﾋﾗｶﾞ ｶﾅﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  752 平賀　奏多 2011/01/20 146351101200

男子 (神奈川) 8

ﾄﾋﾞﾀ ﾀｹﾊﾙ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:1年
  753 飛田　健晴 2012/03/19 146351203190

男子 (神奈川) 7

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:2年
  754 松本　七海 2004/07/31 146350407315

女子 (神奈川) 14

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:2年
  755 小林　紗耶 2004/09/14 146350409145

女子 (神奈川) 14

ﾀｶｼﾏ ﾐｳ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:2年
  756 高嶋　美羽 2005/04/01 146350504015

女子 (神奈川) 13

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:1年
  757 松本　倖侑 2005/05/18 146350505185

女子 (神奈川) 13

ﾀｶﾔﾏ ｻｴ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:1年
  758 高山　紗映 2005/10/25 146350510255

女子 (神奈川) 13

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｱﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:1年
  759 小林　美彩 2006/03/23 146350603235

女子 (神奈川) 13

ﾌｸﾀｹ ﾐｻｷ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 中学:1年
  760 福武　美咲 2006/03/30 146350603305

女子 (神奈川) 12

ﾖｺｲ ﾋﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:6年
  761 横井　姫奈 2006/06/02 146350606025

女子 (神奈川) 12

ﾊｼﾓﾄ ｽﾐｶ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:6年
  762 橋本　純佳 2006/06/09 146350606095

女子 (神奈川) 12

ﾋﾛｾ ﾅｷﾞｻ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:5年
  763 廣瀬　　渚 2007/08/02 146350708025

女子 (神奈川) 11

ﾀﾆﾌｼﾞ ｱｷ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:5年
  764 谷藤　有姫 2007/10/04 146350710045

女子 (神奈川) 11

ﾀﾆﾌｼﾞ ｱﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:5年
  765 谷藤　有珠 2007/10/04 146350710045

女子 (神奈川) 11
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ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｲﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:5年
  766 藤倉　唯愛 2007/12/31 146350712315

女子 (神奈川) 11

ﾖｼｶﾜ ﾊﾙｶ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:5年
  767 吉川　遙香 2008/01/05 146350801055

女子 (神奈川) 11

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒｶ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:5年
  768 山崎　夢花 2008/02/25 146350802255

女子 (神奈川) 11

ｺｲｹ ﾗﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:4年
  769 小池　来奈 2008/09/16 146350809165

女子 (神奈川) 10

ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:4年
  770 景山　結菜 2008/12/18 146350812185

女子 (神奈川) 10

ｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  771 伊藤のどか 2009/04/28 146350904285

女子 (神奈川) 9

ﾌｼﾞｸﾗ ﾉｿﾞﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  772 藤倉　望愛 2009/10/02 146350910025

女子 (神奈川) 9

ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  773 内田　明里 2009/10/15 146350910155

女子 (神奈川) 9

ｶﾜｳﾁ ｺｺﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  774 河内　心美 2009/10/16 146350910165

女子 (神奈川) 9

ｲﾄｳ ｹｲ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  775 伊藤　　桂 2009/10/20 146350910205

女子 (神奈川) 9

ｺﾔﾏ ｷｮｳｶ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  776 小山　杏華 2009/11/16 146350911165

女子 (神奈川) 9

ﾖｼｶﾜ ﾕｳｶ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:3年
  777 吉川　友椛 2009/11/20 146350911205

女子 (神奈川) 9

ｳｵｻﾜ ﾐｽﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  778 魚澤　瑞希 2010/04/24 146351004245

女子 (神奈川) 8

ｲｼｶﾜ ﾐｿﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚 ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ 小学:2年
  779 石川　虹空 2010/05/26 146351005265

女子 (神奈川) 8

ﾋｶﾞｷ ﾘｮｳﾔ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 高校:2年
  780 檜垣　良弥 2001/11/19 146380111190

男子 (神奈川) 17
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ﾐﾄﾒ ﾀｲｶﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 高校:1年
  781 三留　大芽 2003/03/09 146380303090

男子 (神奈川) 16

ｵｵｽｷﾞ ﾕｳﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:3年
  782 大杉　有斗 2003/04/26 146380304260

男子 (神奈川) 15

ﾏｼｺ ﾕｳﾀ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:3年
  783 益子　裕太 2003/05/14 146380305140

男子 (神奈川) 15

ﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:3年
  784 野口　耕祐 2003/06/13 146380306130

男子 (神奈川) 15

ｶﾈｷ ﾀｲﾁ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:3年
  785 金木　太一 2003/12/20 146380312200

男子 (神奈川) 15

ｺｶﾞﾈｲ ﾀｸﾐ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:2年
  786 小金井拓望 2004/06/05 146380406050

男子 (神奈川) 14

ｵｵｷ ﾀｸﾐ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:2年
  787 大木　琢生 2004/10/20 146380410200

男子 (神奈川) 14

ｱﾍﾞ ｼﾞｸｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:1年
  788 阿部　慈空 2005/04/03 146380504030

男子 (神奈川) 13

ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 中学:1年
  789 長嶋　城治 2006/03/20 146380603200

男子 (神奈川) 13

ｵｵｽｷﾞ ｱﾕﾑ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:6年
  790 大杉　歩夢 2006/05/20 146380605200

男子 (神奈川) 12

ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:6年
  791 桝田　陽斗 2007/01/29 146380701290

男子 (神奈川) 12

ｶﾈｷ ﾕｳｶﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:5年
  792 金木　優河 2007/06/11 146380706110

男子 (神奈川) 11

ｼﾞｮﾝ ﾁｬﾝﾖﾝ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:5年
  793 全　　燦榮 2007/08/01 146380708010

男子 (神奈川) 11

ｲｶﾜ ﾕｳ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:5年
  794 井川　　優 2008/01/05 146380801050

男子 (神奈川) 11

ｲｼﾜﾀ ｴｲﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:4年
  795 石渡　瑛虎 2008/08/18 146380808180

男子 (神奈川) 10
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ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:3年
  796 渡辺　湧太 2009/05/28 146380905280

男子 (神奈川) 9

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:3年
  797 高橋　春守 2009/12/09 146380912090

男子 (神奈川) 9

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:3年
  798 桝田　陽輝 2010/01/31 146381001310

男子 (神奈川) 9

ﾅｶｼﾏ ｹｲｽｹ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:2年
  799 中嶋　圭祐 2010/04/12 146381004120

男子 (神奈川) 8

ｲﾜﾓﾄ ｲﾂｷ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:2年
  800 岩本　　樹 2010/07/25 146381007250

男子 (神奈川) 8

ｶﾈｷ ﾗｲﾄ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:2年
  801 金木　来人 2010/08/09 146381008090

男子 (神奈川) 8

ﾀｶﾉ ｳﾗﾗ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:6年
  802 髙野　　麗 2007/03/16 146380703165

女子 (神奈川) 12

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:5年
  803 高橋　夏咲 2007/08/03 146380708035

女子 (神奈川) 11

ﾐﾉｸﾞﾁ ﾏﾁ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:4年
  804 美濃口真知 2008/06/11 146380806115

女子 (神奈川) 10

ﾀｶﾉ ｶﾅﾃﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:4年
  805 髙野　　奏 2008/09/30 146380809305

女子 (神奈川) 10

ﾐｳﾗ ｶﾝﾅ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:4年
  806 三浦　栞奈 2009/01/14 146380901145

女子 (神奈川) 10

ﾀｼﾛ ﾕｲｶ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:3年
  807 田代　結椛 2009/09/04 146380909045

女子 (神奈川) 9

ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｴ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:3年
  808 中園　真恵 2010/02/25 146381002255

女子 (神奈川) 9

ﾌﾀﾐ ﾓｴ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:2年
  809 二見　萌英 2010/04/10 146381004105

女子 (神奈川) 8

ｽﾔﾏ ﾒｲ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:2年
  810 陶山　芽生 2010/08/07 146381008075

女子 (神奈川) 8
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ｲｼﾜﾀ ｻｱﾔ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚 DSCﾋﾗﾂｶ 小学:2年
  811 石渡　彩絢 2010/10/30 146381010305

女子 (神奈川) 8

ﾅｶﾔﾏ ｺﾀﾛｳ ＹＳＭＣ YSMC 高校:3年
  812 仲山虎太朗 2001/03/07 146400103070

男子 (神奈川) 18

ｵｵｼﾏ ｿｳｼ ＹＳＭＣ YSMC 高校:1年
  813 大島　創仁 2003/03/27 146400303270

男子 (神奈川) 15

ｷｳﾁ ｶｽﾞｷ ＹＳＭＣ YSMC 中学:3年
  814 木内　一希 2003/04/13 146400304130

男子 (神奈川) 15

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾗﾝ ＹＳＭＣ YSMC 中学:1年
  815 山田　亜嵐 2005/04/30 146400504300

男子 (神奈川) 13

ｸﾜﾀ ｹｲｽｹ ＹＳＭＣ YSMC 中学:1年
  816 鍬田　圭佑 2005/05/17 146400505170

男子 (神奈川) 13

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾀ ＹＳＭＣ YSMC 中学:1年
  817 渡邉斗牡太 2005/10/17 146400510170

男子 (神奈川) 13

ｷｼｶﾜ ｷﾜﾑ ＹＳＭＣ YSMC 中学:1年
  818 岸川　　究 2006/01/09 146400601090

男子 (神奈川) 13

ｻﾜﾀﾞ ｷﾞﾝﾉｽｹ ＹＳＭＣ YSMC 中学:1年
  819 澤田銀之介 2006/01/24 146400601240

男子 (神奈川) 13

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾔ ＹＳＭＣ YSMC 小学:6年
  820 鈴木　大也 2006/05/06 146400605060

男子 (神奈川) 12

ｿｳﾏ ﾕｳﾔ ＹＳＭＣ YSMC 小学:6年
  821 相馬　佑哉 2006/09/24 146400609240

男子 (神奈川) 12

ﾀﾁｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ ＹＳＭＣ YSMC 小学:6年
  822 立崎　大貴 2007/01/02 146400701020

男子 (神奈川) 12

ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ＹＳＭＣ YSMC 小学:4年
  823 吉田　和真 2008/09/21 146400809210

男子 (神奈川) 10

ｵｲｶﾜ ﾏｻﾙ ＹＳＭＣ YSMC 小学:2年
  824 追川　　克 2010/06/25 146401006250

男子 (神奈川) 8

ﾓﾘﾀﾆ ﾋﾛﾄ ＹＳＭＣ YSMC 小学:2年
  825 森谷　浩都 2011/03/06 146401103060

男子 (神奈川) 8
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ｸﾆｻﾜ ｶﾅ ＹＳＭＣ YSMC 中学:3年
  826 國澤　郁奈 2003/06/19 146400306195

女子 (神奈川) 15

ﾄﾖﾌｸ ﾕｳｺ ＹＳＭＣ YSMC 中学:3年
  827 豊福ゆう子 2004/01/12 146400401125

女子 (神奈川) 15

ﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ ＹＳＭＣ YSMC 中学:2年
  828 八木ひなた 2004/06/30 146400406305

女子 (神奈川) 14

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾏﾈ ＹＳＭＣ YSMC 中学:2年
  829 小林　天音 2004/08/18 146400408185

女子 (神奈川) 14

ｷｳﾁ ｶﾎ ＹＳＭＣ YSMC 中学:1年
  830 木内　佳穂 2005/11/01 146400511015

女子 (神奈川) 13

ｻｲﾄｳ ﾐﾜ ＹＳＭＣ YSMC 中学:1年
  831 斉藤　美和 2006/01/19 146400601195

女子 (神奈川) 13

ｳｷｽ ﾊﾙﾅ ＹＳＭＣ YSMC 小学:5年
  832 浮須　晴菜 2007/04/25 146400704255

女子 (神奈川) 11

ｲｼﾀﾞ ｱｲｺ ＹＳＭＣ YSMC 小学:3年
  833 石田　愛子 2009/06/01 146400906015

女子 (神奈川) 9

ﾊｶﾀﾔ ｶﾎ ＹＳＭＣ YSMC 小学:3年
  834 博多屋海帆 2009/06/30 146400906305

女子 (神奈川) 9

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｲﾛ ＹＳＭＣ YSMC 小学:3年
  835 望月　緋彩 2009/11/06 146400911065

女子 (神奈川) 9

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｳ ＹＳＭＣ YSMC 小学:2年
  836 冨永　美羽 2010/07/20 146401007205

女子 (神奈川) 8

ｲｼﾀﾞ ﾜｶﾅ ＹＳＭＣ YSMC 小学:2年
  837 石田　和奏 2010/09/29 146401009295

女子 (神奈川) 8

ｵﾄﾍﾞ ｱｵｲ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 高校:1年
  838 乙部　碧衣 2002/06/11 146430206110

男子 (神奈川) 16

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 高校:1年
  839 田端　祐紀 2002/09/19 146430209190

男子 (神奈川) 16

ﾂﾉﾀﾞ ｳｲﾁ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 中学:1年
  840 角田　宇壱 2005/06/20 146430506200

男子 (神奈川) 13
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ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾁ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:6年
  841 飯島　大智 2006/05/13 146430605130

男子 (神奈川) 12

ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀﾛｳ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:6年
  842 松永貫太郎 2006/11/05 146430611050

男子 (神奈川) 12

ﾀﾃﾉ ﾜﾀﾙ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:5年
  843 館野　　航 2007/10/01 146430710010

男子 (神奈川) 11

ｲｹﾀﾞ ﾚｲｼﾛｳ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:5年
  844 池田禮士郎 2007/10/21 146430710210

男子 (神奈川) 11

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:4年
  845 飯島　匠弥 2009/01/20 146430901200

男子 (神奈川) 10

ｾｲﾄｳ ｿｳﾏ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:4年
  846 清藤　蒼馬 2009/01/31 146430901310

男子 (神奈川) 10

ﾊｼﾂﾞﾒ ｹｲｼﾞｭ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:3年
  847 橋爪　恵寿 2009/07/12 146430907120

男子 (神奈川) 9

ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲｼｮｳ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:2年
  848 中島　誠祥 2010/08/24 146431008240

男子 (神奈川) 8

ﾀｹﾊﾞ ｺｳｼﾛｳ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:2年
  849 竹場康志朗 2011/02/08 146431102080

男子 (神奈川) 8

ｾｲﾄｳ ﾌｳﾏ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:1年
  850 清藤　楓馬 2011/04/11 146431104110

男子 (神奈川) 7

ｴﾉﾓﾄ ｱﾔﾈ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 中学:1年
  851 榎本　彩音 2005/07/24 146430507245

女子 (神奈川) 13

ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:6年
  852 寺田　　桃 2006/06/26 146430606265

女子 (神奈川) 12

ｳﾁﾉ ﾐｵ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:5年
  853 内野　未桜 2007/06/03 146430706035

女子 (神奈川) 11

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:5年
  854 榎本　奏楽 2007/09/16 146430709165

女子 (神奈川) 11

ﾌｼﾞｼﾀ ｶﾘﾝ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:5年
  855 藤下　華綾 2008/02/07 146430802075

女子 (神奈川) 11
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ｲﾀﾞ ﾌﾐｶ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:3年
  856 伊田芙実香 2010/02/02 146431002025

女子 (神奈川) 9

ｳｴﾊﾗ ﾊﾅ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:2年
  857 上原　椛愛 2010/05/14 146431005145

女子 (神奈川) 8

ﾀｶﾊｼ ｴﾘ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:2年
  858 高橋　恵利 2010/08/27 146431008275

女子 (神奈川) 8

ｳｴﾊﾗ ﾌｳﾅ ＢＩＧ-Ｓ BIG-S 小学:1年
  859 上原　楓那 2012/03/27 146431203275

女子 (神奈川) 6

ﾌｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 中学:2年
  860 深澤　和人 2004/08/11 146620408110

男子 (神奈川) 14

ﾎｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 中学:2年
  861 星川健太郎 2005/03/27 146620503270

男子 (神奈川) 13

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 中学:1年
  862 小川　悠斗 2005/10/25 146620510250

男子 (神奈川) 13

ｷﾀﾊﾗ ﾙｲｷ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 中学:1年
  863 北原瑠衣輝 2006/02/18 146620602180

男子 (神奈川) 13

ｵｵﾂｶ ｼｭｳｼﾞ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:5年
  864 大塚　修司 2007/04/17 146620704170

男子 (神奈川) 11

ｶﾜﾊﾗ ﾏｻｷ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:5年
  865 川原　優希 2007/07/21 146620707210

男子 (神奈川) 11

ｸﾎﾞ ｺｳｷ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:5年
  866 久保　昊希 2007/07/28 146620707280

男子 (神奈川) 11

ﾀｶｷ ﾊﾙﾄ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:5年
  867 高木　陽斗 2008/01/04 146620801040

男子 (神奈川) 11

ﾓﾘﾔ ｼﾞﾝ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:2年
  868 守谷　　仁 2010/06/06 146621006060

男子 (神奈川) 8

ｵｶ ｱｶﾘ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 高校:2年
  869 岡　明香里 2002/02/13 146620202135

女子 (神奈川) 17

ｱｲｶﾜ ｶﾉ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 高校:1年
  870 相川　香乃 2002/11/23 146620211235

女子 (神奈川) 16
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ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 中学:1年
  871 新井　瑞季 2005/07/18 146620507185

女子 (神奈川) 13

ﾏｴﾁﾞ ﾉﾉ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:6年
  872 前地　のの 2006/04/02 146620604025

女子 (神奈川) 12

ｲｼｲ ｻｷ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:6年
  873 石井　沙季 2006/05/18 146620605185

女子 (神奈川) 12

ｺｼﾞﾏ ﾉｱ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:6年
  874 小島　乃彩 2006/09/06 146620609065

女子 (神奈川) 12

ｶﾄｳ ﾐﾋﾛ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:6年
  875 加藤　美洋 2006/12/20 146620612205

女子 (神奈川) 12

ﾓﾘﾔ ｾﾅ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:4年
  876 守谷　星那 2008/05/23 146620805235

女子 (神奈川) 10

ｼﾊﾞﾀ ｶﾚﾝ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:4年
  877 柴田　佳怜 2008/10/24 146620810245

女子 (神奈川) 10

ｳﾁﾀﾞ ﾓﾓ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:4年
  878 内田　もも 2008/12/18 146620812185

女子 (神奈川) 10

ｷﾀﾊﾗ ｺｺﾅ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:4年
  879 北原瑚々奈 2009/01/14 146620901145

女子 (神奈川) 10

ｸﾎﾞﾀ ｻｷ メガロス大和 ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ 小学:4年
  880 久保田　咲 2009/02/26 146620902265

女子 (神奈川) 10

ｼｶﾞ ｶｲｾｲ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 高校:1年
  881 志賀　海征 2002/07/01 146640207010

男子 (神奈川) 16

ｳｴﾉ ﾀｽｸ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 高校:1年
  882 上野　　将 2002/08/02 146640208020

男子 (神奈川) 16

ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 中学:3年
  883 森谷　優人 2003/08/19 146640308190

男子 (神奈川) 15

ｼｶﾞ ﾐｿﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 中学:1年
  884 志賀　海空 2005/08/02 146640508020

男子 (神奈川) 13

ｵｶ ｿｳﾏ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:6年
  885 岡　　蒼馬 2006/11/19 146640611190

男子 (神奈川) 12
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ﾛｸﾐﾔ ﾘｸ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:5年
  886 六宮　凛久 2007/06/28 146640706280

男子 (神奈川) 11

ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:4年
  887 田原　悠希 2008/05/26 146640805260

男子 (神奈川) 10

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:4年
  888 井上　　旅 2008/08/13 146640808130

男子 (神奈川) 10

ｸﾎﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:3年
  889 窪沢　　隼 2009/09/27 146640909270

男子 (神奈川) 9

ｽﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:3年
  890 須山　湖喜 2009/12/31 146640912310

男子 (神奈川) 9

ｶﾄｳ ｱｵﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:2年
  891 加藤　蒼心 2010/04/09 146641004090

男子 (神奈川) 8

ﾐﾄﾐ ﾊﾙｷ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:2年
  892 三富　悠樹 2010/05/06 146641005060

男子 (神奈川) 8

ｶｾﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:2年
  893 加世田遥翔 2010/06/22 146641006220

男子 (神奈川) 8

ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓｷ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:2年
  894 五十嵐智輝 2011/03/21 146641103210

男子 (神奈川) 8

ｸﾜﾊﾗ ﾅﾎ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 高校:2年
  895 桑原　南帆 2001/11/27 146640111275

女子 (神奈川) 17

ﾋｵ ﾎﾅﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 高校:1年
  896 肥尾　帆波 2002/05/09 146640205095

女子 (神奈川) 16

ﾊﾏﾉ ｱｲ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:6年
  897 濱野　　愛 2006/06/11 146640606115

女子 (神奈川) 12

ｵｵｶﾞ ｼｵﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:6年
  898 大賀　汐莉 2006/12/16 146640612165

女子 (神奈川) 12

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:5年
  899 小林　　渚 2007/08/11 146640708115

女子 (神奈川) 11

ﾎｼ ｱﾔﾊ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:5年
  900 星　　綾羽 2007/12/22 146640712225

女子 (神奈川) 11
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ﾊﾞﾝ ﾅﾅﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:4年
  901 伴　菜々美 2008/06/13 146640806135

女子 (神奈川) 10

ﾅﾝﾊﾞ ｻｴ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:4年
  902 南羽　彩恵 2008/06/21 146640806215

女子 (神奈川) 10

ｵｸﾑﾗ ｻﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:4年
  903 奥村　咲那 2008/10/19 146640810195

女子 (神奈川) 10

ｲﾅｶﾞｷ ｱｲﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:3年
  904 稲垣　愛菜 2009/04/17 146640904175

女子 (神奈川) 9

ｼﾗｲｼ ﾊﾙｱ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:3年
  905 白石　陽愛 2009/05/15 146640905155

女子 (神奈川) 9

ｲｿﾍﾞ ﾕｲ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:3年
  906 礒部　結衣 2009/09/17 146640909175

女子 (神奈川) 9

ｾｷ ﾐﾕﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:2年
  907 関　未優渚 2010/05/13 146641005135

女子 (神奈川) 8

ﾉﾀﾞ ﾐﾕ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:2年
  908 野田　実夢 2010/07/14 146641007145

女子 (神奈川) 8

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢 ｾ･ﾌｼﾞｻﾜ 小学:2年
  909 平林　茅夏 2010/08/18 146641008185

女子 (神奈川) 8

ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 中学:2年
  910 加藤　匠真 2004/07/13 146660407130

男子 (神奈川) 14

ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 中学:1年
  911 伊藤　駿佑 2005/10/17 146660510170

男子 (神奈川) 13

ｴﾋﾞｻﾜ ﾕｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:5年
  912 海老澤佑来 2007/08/07 146660708070

男子 (神奈川) 11

ｺｼﾞﾏ ｿﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:4年
  913 児島　空良 2008/04/12 146660804120

男子 (神奈川) 10

ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:4年
  914 川島　蒼太 2008/12/03 146660812030

男子 (神奈川) 10

ﾎﾝﾀﾞ ｲﾂｷ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  915 本田　　樹 2009/06/25 146660906250

男子 (神奈川) 9
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ｽｽﾞｷ ｱｵｲ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  916 鈴木　蒼惟 2009/08/13 146660908130

男子 (神奈川) 9

ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｲ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  917 富永　　魁 2009/09/25 146660909250

男子 (神奈川) 9

ｲｹﾀﾞ ｿｳｼ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  918 池田　壮志 2009/09/25 146660909250

男子 (神奈川) 9

ｱｽﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  919 遊馬圭一朗 2009/10/05 146660910050

男子 (神奈川) 9

ｺｲｽﾞﾐ ｶｲﾎ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  920 小泉　海帆 2009/12/18 146660912180

男子 (神奈川) 9

ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  921 浅井　郁吹 2010/03/27 146661003270

男子 (神奈川) 8

ｷｸﾁ ｱﾔﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 中学:3年
  922 菊地　恵南 2003/12/26 146660312265

女子 (神奈川) 15

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 中学:1年
  923 遠藤　綾乃 2005/11/24 146660511245

女子 (神奈川) 13

ｷｸﾁ ﾅﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:6年
  924 菊地　那南 2006/09/11 146660609115

女子 (神奈川) 12

ｶﾄｳ ｱｶﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:6年
  925 加藤あかり 2006/10/28 146660610285

女子 (神奈川) 12

ｲﾄｳ ﾚｲﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:5年
  926 伊藤　礼奈 2008/03/30 146660803305

女子 (神奈川) 10

ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:4年
  927 近藤あつき 2008/10/28 146660810285

女子 (神奈川) 10

ﾔｷﾞ ﾕｷﾉ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  928 八木優葵乃 2009/07/03 146660907035

女子 (神奈川) 9

ｶﾄｳ ｻﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:3年
  929 加藤　冴弥 2009/10/01 146660910015

女子 (神奈川) 9

ｵｵﾀ ﾁﾂﾞﾙ ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台 ｾﾝﾄﾗﾙｼｮｳ 小学:2年
  930 太田　千鶴 2010/04/27 146661004275

女子 (神奈川) 8
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ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ ﾌﾞﾘｰｽﾞﾍﾞｲ BREEZBAY 中学:1年
  931 吉田　莞梓 2005/05/23 146700505230

男子 (神奈川) 13

ｱｵｷ ｼﾝ ﾌﾞﾘｰｽﾞﾍﾞｲ BREEZBAY 小学:5年
  932 青木　　心 2007/12/11 146700712110

男子 (神奈川) 11

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 中学:3年
  933 海老原遼太 2004/03/07 146720403070

男子 (神奈川) 15

ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 小学:4年
  934 芹澤　勇汰 2008/04/21 146720804210

男子 (神奈川) 10

ｷﾀ ﾉｿﾞﾑ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 小学:4年
  935 喜多　　望 2008/12/26 146720812260

男子 (神奈川) 10

ｺｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾝ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 小学:3年
  936 輿水　佑心 2009/07/07 146720907070

男子 (神奈川) 9

ｼﾓｼﾞ ﾋﾛﾀｶ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 小学:3年
  937 下地　啓陽 2009/10/26 146720910260

男子 (神奈川) 9

ｵｵｳﾁ ﾚﾝ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 高校:2年
  938 大内　　蓮 2001/09/26 146720109265

女子 (神奈川) 17

ｵｵﾔﾏ ﾐﾎ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 中学:3年
  939 大山　美帆 2003/09/17 146720309175

女子 (神奈川) 15

ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞｶ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI 小学:6年
  940 田村　柚果 2006/08/14 146720608145

女子 (神奈川) 12

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 高校:2年
  941 村上　裕哉 2001/09/25 146730109250

男子 (神奈川) 17

ﾎｼ ﾋﾛﾅﾘ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 高校:1年
  942 星　　大就 2002/10/29 146730210290

男子 (神奈川) 16

ｾｷ ﾋﾛﾌﾐ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 中学:3年
  943 関　　裕史 2003/06/24 146730306240

男子 (神奈川) 15

ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:6年
  944 秋山　晃毅 2006/05/18 146730605180

男子 (神奈川) 12

ｵｵﾂ ﾘｭｳｾｲ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:5年
  945 大津　琉聖 2007/07/26 146730707260

男子 (神奈川) 11
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ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:5年
  946 佐藤　佑真 2007/09/28 146730709280

男子 (神奈川) 11

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:5年
  947 山口　公輝 2007/11/12 146730711120

男子 (神奈川) 11

ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:5年
  948 北川　結大 2008/02/29 146730802290

男子 (神奈川) 11

ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞﾞｷ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 中学:2年
  949 及川　瑞月 2005/01/18 146730501185

女子 (神奈川) 14

ﾎｼ ｱﾔｺ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 中学:1年
  950 星　　絢子 2005/06/09 146730506095

女子 (神奈川) 13

ﾎｼ ﾒｸﾞﾐ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:6年
  951 星　めぐみ 2007/01/22 146730701225

女子 (神奈川) 12

ﾋｸﾞﾁ ｶﾎ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:4年
  952 樋口　花帆 2008/04/24 146730804245

女子 (神奈川) 10

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐｵ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:4年
  953 柳川　未緒 2008/07/07 146730807075

女子 (神奈川) 10

ｺﾔﾏ ｿﾗﾐ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:4年
  954 小山　空実 2008/08/18 146730808185

女子 (神奈川) 10

ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｶ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:4年
  955 山内　優花 2008/12/17 146730812175

女子 (神奈川) 10

ﾔﾏｳﾁ ｱﾔｶ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS 小学:2年
  956 山内　綾香 2011/01/06 146731101065

女子 (神奈川) 8

ｵｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 一般:
  957 岡嶋　倖平 1995/02/03 146759502030

男子 (神奈川) 24

ﾏｴﾊﾞ ﾄﾓﾉﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 大学:1年
  958 前場　丈慶 1999/06/05 146759906050

男子 (神奈川) 19

ｾｷﾈ ﾚﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 高校:1年
  959 関根　　蓮 2002/08/22 146750208220

男子 (神奈川) 16

ﾇﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 中学:2年
  960 沼田　俊輔 2004/12/26 146750412260

男子 (神奈川) 14
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ﾀｹﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 中学:1年
  961 竹長　隼汰 2006/02/19 146750602190

男子 (神奈川) 13

ﾖｺﾐｿﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:6年
  962 横溝　雄大 2006/06/07 146750606070

男子 (神奈川) 12

ｸｻﾉ ｲﾌﾞｷ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:5年
  963 草野　伊吹 2007/11/29 146750711290

男子 (神奈川) 11

ｾｷ ﾕｳﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:5年
  964 関　　優斗 2007/12/18 146750712180

男子 (神奈川) 11

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:4年
  965 渡辺　晴海 2008/04/22 146750804220

男子 (神奈川) 10

ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:4年
  966 髙橋　颯太 2008/06/04 146750806040

男子 (神奈川) 10

ｲｼﾔﾏ ﾀｹﾙ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:3年
  967 石山　　壮 2010/01/27 146751001270

男子 (神奈川) 9

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:2年
  968 佐藤　佑樹 2010/04/12 146751004120

男子 (神奈川) 8

ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:2年
  969 服部　蒼生 2010/05/26 146751005260

男子 (神奈川) 8

ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:2年
  970 山中　大聖 2010/08/14 146751008140

男子 (神奈川) 8

ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｼｭﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:2年
  971 中野渡　駿 2010/11/02 146751011020

男子 (神奈川) 8

ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:1年
  972 田中　晴翔 2011/05/09 146751105090

男子 (神奈川) 7

ｼﾗｻｶ ﾐﾔﾋﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 大学:1年
  973 白坂みやび 1999/09/30 146759909305

女子 (神奈川) 19

ﾂﾙﾉ ﾋﾅｺ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 高校:2年
  974 鶴野日南子 2002/01/28 146750201285

女子 (神奈川) 17

ﾎﾂﾞﾐ ｶｴﾃﾞ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 中学:2年
  975 穂積　　楓 2004/09/05 146750409055

女子 (神奈川) 14
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ﾏｽﾀﾞ ｶﾚﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:6年
  976 増田　夏蓮 2006/08/31 146750608315

女子 (神奈川) 12

ｷｿ ﾕﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:5年
  977 木曽　唯来 2007/07/04 146750707045

女子 (神奈川) 11

ｶﾒｶﾞﾜ ﾐﾕ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:5年
  978 亀川　心優 2007/07/17 146750707175

女子 (神奈川) 11

ｼﾊﾞﾀ ﾐｷ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:5年
  979 柴田　美喜 2007/07/24 146750707245

女子 (神奈川) 11

ｽｽﾞｷ ﾊﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:4年
  980 鈴木　華奈 2008/04/26 146750804265

女子 (神奈川) 10

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾐﾕｷ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:4年
  981 髙畠　未雪 2008/12/26 146750812265

女子 (神奈川) 10

ﾀｹﾅｶﾞ ﾘﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:3年
  982 竹長　　莉 2009/12/06 146750912065

女子 (神奈川) 9

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾆｺ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:2年
  983 藤原　虹湖 2010/07/01 146751007015

女子 (神奈川) 8

ﾀﾑﾗ ﾏﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ能見台 ｾ･ﾉｳｹﾝﾀﾞ 小学:2年
  984 田村　愛菜 2011/01/22 146751101225

女子 (神奈川) 8

ｶﾄﾞｸﾗ ﾀｸﾔ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  985 門倉　拓哉 2001/04/03 148220104030

男子 (神奈川) 17

ﾑﾈﾅｶﾞ ﾀｸﾏ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  986 胸永　拓馬 2001/05/31 148220105310

男子 (神奈川) 17

ｼﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  987 芝　　龍一 2001/08/05 148220108050

男子 (神奈川) 17

ｷｳﾁ ﾐｷｵ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  988 木内　幹大 2001/08/12 148220108120

男子 (神奈川) 17

ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  989 石川　和磨 2001/08/17 148220108170

男子 (神奈川) 17

ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  990 大槻　　渉 2001/09/18 148220109180

男子 (神奈川) 17
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ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  991 秋本竜之介 2001/10/14 148220110140

男子 (神奈川) 17

ｲﾄｳ ﾊﾔｵ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  992 伊藤　　駿 2001/11/05 148220111050

男子 (神奈川) 17

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  993 竹内　悠也 2001/11/07 148220111070

男子 (神奈川) 17

ｽｷﾞｻﾜ ｱｷﾄ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  994 杉沢　晃人 2001/11/19 148220111190

男子 (神奈川) 17

ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
  995 寺田　昌太 2002/01/15 148220201150

男子 (神奈川) 17

ﾌﾀｷ ﾕｳﾄ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
  996 二木　悠斗 2002/04/16 148220204160

男子 (神奈川) 16

ｵﾉ ﾐｽﾞﾄ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
  997 小野　瑞斗 2002/08/02 148220208020

男子 (神奈川) 16

ﾔﾅｲ ｱﾂｷ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
  998 矢内　敦貴 2002/09/27 148220209270

男子 (神奈川) 16

ﾑﾗﾀ ﾂﾊﾞｻ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
  999 村田　　翼 2002/10/11 148220210110

男子 (神奈川) 16

ｲﾜｲ ﾕｳﾀﾞｲ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1000 岩井　悠大 2002/11/07 148220211070

男子 (神奈川) 16

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾝﾀ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1001 二宮　貫太 2002/11/23 148220211230

男子 (神奈川) 16

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵｷ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1002 橘　　直樹 2002/12/20 148220212200

男子 (神奈川) 16

ｼｶﾀ ﾕｳｷ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1003 四方　優樹 2003/03/26 148220303260

男子 (神奈川) 15

ｲｼｲ ﾀﾞｲﾔ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1004 石井　大也 2003/03/29 148220303290

男子 (神奈川) 15

ﾄｸﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1005 徳本　　望 2003/05/03 148220305030

男子 (神奈川) 15
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ﾐﾔﾉ ｶｲｾｲ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1006 宮野　魁晴 2003/09/17 148220309170

男子 (神奈川) 15

ﾔﾅｼﾏ ｺｳｾｲ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1007 梁島　康生 2003/12/11 148220312110

男子 (神奈川) 15

ﾊｷﾞﾉ ﾎﾏﾚ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1008 萩野　誉大 2004/01/10 148220401100

男子 (神奈川) 15

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋｺ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1009 五十嵐貴彦 2004/03/26 148220403260

男子 (神奈川) 14

ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ TOIN GAKUEN TOIN 中学:2年
 1010 寺田　雄太 2004/07/26 148220407260

男子 (神奈川) 14

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾉ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
 1011 中西　春乃 2001/04/06 148220104065

女子 (神奈川) 17

ｽｽﾞｷ ﾓｴ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
 1012 鈴木　萌絵 2001/05/28 148220105285

女子 (神奈川) 17

ﾄﾀﾞ ｻﾄｺ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
 1013 戸田　智子 2001/07/15 148220107155

女子 (神奈川) 17

ﾀｹﾁ ﾘｻ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
 1014 武智　りさ 2001/09/05 148220109055

女子 (神奈川) 17

ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ TOIN GAKUEN TOIN 高校:2年
 1015 菅野菜々子 2002/03/11 148220203115

女子 (神奈川) 17

ｱﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1016 安藤　　希 2002/05/14 148220205145

女子 (神奈川) 16

ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1017 神部　愛乃 2002/05/28 148220205285

女子 (神奈川) 16

ﾔﾏｺｼ ｶﾎ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1018 山越　夏帆 2002/06/18 148220206185

女子 (神奈川) 16

ｲｿﾑﾗ ｱｻｶ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1019 磯村　朝華 2002/08/05 148220208055

女子 (神奈川) 16

ｷｸﾁ ﾋﾅｺ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1020 菊地陽南子 2002/09/22 148220209225

女子 (神奈川) 16
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ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1021 井上あかね 2002/10/05 148220210055

女子 (神奈川) 16

ｱﾗｲ ﾐﾉﾘ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1022 荒井　美慶 2002/10/08 148220210085

女子 (神奈川) 16

ﾅｶﾊﾏ ﾐｵ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1023 中濵　美緒 2002/10/28 148220210285

女子 (神奈川) 16

ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾎ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1024 杉山　佳穂 2002/11/05 148220211055

女子 (神奈川) 16

ｼﾝｴｲ ﾍﾞﾆｺ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1025 新栄　紅子 2002/12/21 148220212215

女子 (神奈川) 16

ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅｺ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1026 前田菜々子 2003/01/14 148220301145

女子 (神奈川) 16

ｵｸｼﾏ ｲﾛﾊ TOIN GAKUEN TOIN 高校:1年
 1027 奥島いろは 2003/02/23 148220302235

女子 (神奈川) 16

ｸｽﾉｷ ﾕｳｶ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1028 楠　　佑香 2003/05/31 148220305315

女子 (神奈川) 15

ｲﾉｳｴ ｺｺﾈ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1029 井上　心寧 2003/06/18 148220306185

女子 (神奈川) 15

ﾎﾝﾀﾞ ﾕｲ TOIN GAKUEN TOIN 中学:3年
 1030 本多　由依 2003/06/23 148220306235

女子 (神奈川) 15

ﾄｸﾋﾗ ｸｳｶﾞ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1031 得平　空賀 2004/07/13 14A040407130

男子 (神奈川) 14

ﾄﾐﾓﾄﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄﾌﾞﾙｰﾉ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1032 富本ﾊｼﾓﾄ真ﾌﾞﾙｰﾉ 2004/10/31 14A040410310

男子 (神奈川) 14

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾊﾔﾄ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1033 萬代　隼士 2004/11/05 14A040411050

男子 (神奈川) 14

ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1034 荒井　一輝 2004/11/22 14A040411220

男子 (神奈川) 14

ﾀﾑﾗ ｴｲﾄ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1035 田村　英都 2005/01/18 14A040501180

男子 (神奈川) 14
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ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾔ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:1年
 1036 鈴木　晴陽 2005/04/21 14A040504210

男子 (神奈川) 13

ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:1年
 1037 &#60325;川将汰 2005/06/15 14A040506150

男子 (神奈川) 13

ﾀﾑﾗ ｿｳﾀ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:1年
 1038 田村　奏太 2005/08/09 14A040508090

男子 (神奈川) 13

ｸﾄﾞｳ ｿﾗ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:1年
 1039 工藤　　空 2005/12/04 14A040512040

男子 (神奈川) 13

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾅ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:3年
 1040 松村　奎那 2004/03/05 14A040403055

女子 (神奈川) 15

ﾏｷ ｳﾀ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1041 牧　　　詩 2004/04/09 14A040404095

女子 (神奈川) 14

ｼﾓﾀﾆ ﾋﾖﾘ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1042 下谷　日和 2004/07/16 14A040407165

女子 (神奈川) 14

ﾃｼﾏ ﾅﾅｺ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1043 手島菜々子 2004/08/09 14A040408095

女子 (神奈川) 14

ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ 鶴見 ﾂﾙﾐ 中学:2年
 1044 藤本　涼香 2004/08/23 14A040408235

女子 (神奈川) 14

ﾋﾛｾ ｲﾀﾙ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:3年
 1045 広瀬　　至 2003/06/02 14A170306020

男子 (神奈川) 15

ｺｳﾀﾆ ﾔﾏﾄ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:2年
 1046 髙谷　大和 2004/06/17 14A170406170

男子 (神奈川) 14

ｲｼﾊﾞｼ ﾀｲｻﾞﾝ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:2年
 1047 石橋　泰山 2005/01/21 14A170501210

男子 (神奈川) 14

ｵｵｷ ﾕｳﾔ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:2年
 1048 大木　悠也 2005/02/22 14A170502220

男子 (神奈川) 14

ﾖｺﾀ ｸﾚｱ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:1年
 1049 横田　紅葵 2005/09/13 14A170509130

男子 (神奈川) 13

ｳｴﾉ ﾊｼﾞﾒ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:1年
 1050 上野　　元 2005/12/14 14A170512140

男子 (神奈川) 13
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ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:1年
 1051 後藤　海翔 2006/03/17 14A170603170

男子 (神奈川) 13

ｼｶﾀ ﾕｲﾉ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:3年
 1052 志方結衣乃 2003/07/22 14A170307225

女子 (神奈川) 15

ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕｳ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:2年
 1053 杉本　実優 2005/02/27 14A170502275

女子 (神奈川) 14

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:1年
 1054 藤本　華瑠 2005/04/26 14A170504265

女子 (神奈川) 13

ﾊﾁｽ ﾋﾅﾀ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:1年
 1055 蜂巣ひなた 2005/12/31 14A170512315

女子 (神奈川) 13

ｻｻｷ ﾘｺ 神奈川 ｶﾅｶﾞﾜ 中学:1年
 1056 佐々木りこ 2006/03/27 14A170603275

女子 (神奈川) 12

ｲﾄｳ ﾕｳｷ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1057 伊東　祐紀 2004/06/15 14B070406150

男子 (神奈川) 14

ﾎｿｵｶ ﾋﾛﾄ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1058 細岡　寛翔 2004/06/18 14B070406180

男子 (神奈川) 14

ｵﾉ ﾘｭｳｾｲ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1059 小野　隆誠 2004/07/14 14B070407140

男子 (神奈川) 14

ｼｲﾅ ﾋｶﾙ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1060 椎名　　光 2004/09/21 14B070409210

男子 (神奈川) 14

ﾓﾘ ｳﾐ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1061 森　　　海 2004/12/02 14B070412020

男子 (神奈川) 14

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1062 大久保　亮 2004/12/25 14B070412250

男子 (神奈川) 14

ｷｯｶﾜ ｴｲｼｭﾝ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1063 &#134071;川榮春 2005/01/24 14B070501240

男子 (神奈川) 14

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1064 川口　　凌 2005/04/06 14B070504060

男子 (神奈川) 13

ﾏｴｶﾜ ｼｭﾝｾｲ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1065 前川　駿惺 2005/06/15 14B070506150

男子 (神奈川) 13
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ｲﾃﾞ ｹｲﾀ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1066 井出　啓太 2005/08/19 14B070508190

男子 (神奈川) 13

ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1067 田邉孝太郎 2005/10/21 14B070510210

男子 (神奈川) 13

ｵﾉ ﾀｸﾐ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1068 小野　拓海 2005/10/25 14B070510250

男子 (神奈川) 13

ｱｶﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1069 赤松幸太郎 2006/01/26 14B070601260

男子 (神奈川) 13

ｵｵｲｹ ﾕｳｷ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1070 大池　優季 2004/05/08 14B070405085

女子 (神奈川) 14

ｲｿｻﾞｷ ｼｵﾘ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1071 磯崎　　栞 2004/06/12 14B070406125

女子 (神奈川) 14

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1072 中村　友海 2004/07/12 14B070407125

女子 (神奈川) 14

ｽｽﾞｷ ﾕﾏ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1073 鈴木　柚茉 2004/09/15 14B070409155

女子 (神奈川) 14

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1074 中村　美南 2004/11/11 14B070411115

女子 (神奈川) 14

ｼﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1075 柴田　麻央 2005/01/17 14B070501175

女子 (神奈川) 14

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲﾛﾊ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:2年
 1076 原　彩華 2005/03/10 14B070503105

女子 (神奈川) 14

ﾖｼﾊﾗ ｱﾝﾅ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1077 吉原　杏菜 2005/08/29 14B070508295

女子 (神奈川) 13

ｵｵﾔ ﾅｵ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1078 大屋　菜緒 2006/01/26 14B070601265

女子 (神奈川) 13

ｵｶﾞﾜ ｻｷ 大綱 ｵｵﾂﾅ 中学:1年
 1079 小川　紗季 2006/02/28 14B070602285

女子 (神奈川) 13

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1080 清水　翔太 2004/06/24 14D110406240

男子 (神奈川) 14
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ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1081 松原　光佑 2004/07/24 14D110407240

男子 (神奈川) 14

ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1082 阿部　正太 2004/08/10 14D110408100

男子 (神奈川) 14

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1083 福田　　優 2005/02/15 14D110502150

男子 (神奈川) 14

ﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1084 田村　空翔 2005/03/29 14D110503290

男子 (神奈川) 13

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1085 小林　輝琉 2005/04/28 14D110504280

男子 (神奈川) 13

ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1086 北川　優翔 2005/06/12 14D110506120

男子 (神奈川) 13

ｺﾞﾄｳ ｷﾖｱｷ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1087 後藤　馨諒 2005/06/30 14D110506300

男子 (神奈川) 13

ﾐﾅｺｼ ｹｲﾀ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1088 皆越　継太 2005/12/05 14D110512050

男子 (神奈川) 13

ｲﾜｾ ﾋｶﾙ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1089 岩瀬　　瑛 2005/12/15 14D110512150

男子 (神奈川) 13

ｵﾝﾀﾞ ﾘｸﾄ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1090 恩田　陸叶 2006/01/19 14D110601190

男子 (神奈川) 13

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1091 樋口　優人 2006/03/09 14D110603090

男子 (神奈川) 13

ﾀﾆｶﾜ ﾈﾈ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1092 谷川　寧々 2004/08/17 14D110408175

女子 (神奈川) 14

ｻﾉ ｾﾘｶ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1093 佐野　芹華 2004/08/28 14D110408285

女子 (神奈川) 14

ﾅｶﾞｸﾗ ﾐｻｷ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1094 長倉　実咲 2004/09/04 14D110409045

女子 (神奈川) 14

ﾐｳﾗ ﾐﾎ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1095 三浦　美帆 2004/09/15 14D110409155

女子 (神奈川) 14
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ﾀｹｳﾁ ﾏｲｶ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1096 竹内　苺香 2005/01/17 14D110501175

女子 (神奈川) 14

ﾌｸﾀﾞ ｺｲﾐ 大津 ｵｵﾂ 中学:1年
 1097 福田　恋生 2005/10/22 14D110510225

女子 (神奈川) 13

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:3年
 1098 中澤　航己 2003/10/15 14D160310150

男子 (神奈川) 15

ﾄｵﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1099 遠山　弥季 2004/06/14 14D160406140

男子 (神奈川) 14

ﾊﾔ ﾘｮｳﾀ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1100 早　　涼太 2004/07/13 14D160407130

男子 (神奈川) 14

ｶﾏﾀ ﾘｭｳｶﾞ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1101 鎌田　竜我 2004/08/23 14D160408230

男子 (神奈川) 14

ｶﾜｻｷ ｾｲｺﾞ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1102 川崎　静護 2004/11/01 14D160411010

男子 (神奈川) 14

ｻｻｷ ﾕｳﾔ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1103 佐々木祐弥 2004/12/31 14D160412310

男子 (神奈川) 14

ｱﾀﾞﾁ ﾄｳﾏ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1104 足立　透麻 2005/11/21 14D160511210

男子 (神奈川) 13

ﾀｹﾔﾏ ｶｲｾｲ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1105 竹山　海成 2005/12/03 14D160512030

男子 (神奈川) 13

ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1106 福本　航大 2006/01/03 14D160601030

男子 (神奈川) 13

ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾏ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1107 谷口　皇真 2006/02/16 14D160602160

男子 (神奈川) 13

ｲﾄｳ ﾘｸ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1108 伊藤　吏琥 2006/02/23 14D160602230

男子 (神奈川) 13

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1109 小澤　翔太 2006/02/23 14D160602230

男子 (神奈川) 13

ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂﾐ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:3年
 1110 杉山　夏美 2003/07/19 14D160307195

女子 (神奈川) 15
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ｽｽﾞｷ ﾘｵ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:3年
 1111 鈴木　梨緒 2003/10/26 14D160310265

女子 (神奈川) 15

ﾏｾ ｺﾊﾙ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:3年
 1112 間瀨　小桜 2004/02/15 14D160402155

女子 (神奈川) 15

ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1113 高橋かいり 2004/05/05 14D160405055

女子 (神奈川) 14

ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾂｺ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1114 谷本　夏子 2004/07/11 14D160407115

女子 (神奈川) 14

ｻｸﾗｲ ｱﾝｼﾞｭ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:2年
 1115 櫻井　杏樹 2004/09/08 14D160409085

女子 (神奈川) 14

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1116 小林　紗奈 2005/06/07 14D160506075

女子 (神奈川) 13

ﾉﾑﾗ ﾐﾕｳ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1117 野村　美友 2005/07/08 14D160507085

女子 (神奈川) 13

ｲﾏｵｶ ｱﾐ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1118 今岡　杏瞳 2005/10/31 14D160510315

女子 (神奈川) 13

ｲﾜﾅﾐ ﾓﾓ 久里浜 ｸﾘﾊﾏ 中学:1年
 1119 岩波　モモ 2006/02/09 14D160602095

女子 (神奈川) 13

ﾏﾂｵｶ ｽｽﾞﾅ 町田市 ﾏﾁﾀﾞｼ 中学:2年
 1120 松岡　鈴奈 2004/12/21

女子 14

ﾆｼｼﾀ ﾕﾐﾎ 町田市 ﾏﾁﾀﾞｼ 小学:2年
 1121 西下優海帆 2010/11/10

女子 8

ｶﾄﾘ ﾊﾂｷ 町田市 ﾏﾁﾀﾞｼ 中学:3年
 1122 鹿取　初姫 2004/01/20

女子 15

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 八王子市 ﾊﾁｵｳｼﾞｼ 小学:1年
 1123 山本　佳奈 2011/09/27

女子 7

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 世田谷区 ｾﾀｶﾞﾔｸ 一般:
 1124 鈴木謙太朗 1985/02/13

男子 34

ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 世田谷区 ｾﾀｶﾞﾔｸ 小学:6年
 1125 西森勇太朗 2006/07/05

男子 12
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ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 多摩市 ﾀﾏｼ 中学:3年
 1126 鈴木　拓真 2003/04/06

男子 15

ﾖｼｺｼ ﾐｻｷ 稲城市 ｲﾅｷﾞｼ 小学:4年
 1127 吉越　水咲 2008/10/09

女子 10

ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾔ 大和市 ﾔﾏﾄｼ 小学:4年
 1128 柴田　友哉 2008/12/26

男子 10

ﾀﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 鎌倉市 ｶﾏｸﾗｼ 高校:1年
 1129 田村　章悟 2002/04/27

男子 16

ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾀﾙ 横須賀市 ﾖｺｽｶｼ 高校:2年
 1130 山崎　暖琉 2001/08/05

男子 17

ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 横須賀市 ﾖｺｽｶｼ 中学:1年
 1131 小澤　和真 2005/11/29

男子 13

ﾅｲﾄｳ ｷﾅﾐ 南足柄市 ﾐﾅﾐｱｼｶﾞﾗｼ 中学:1年
 1132 内藤　木南 2005/04/13

女子 13

ﾅｲﾄｳ ﾋﾅｾ 南足柄市 ﾐﾅﾐｱｼｶﾞﾗｼ 小学:5年
 1133 内藤　日生 2008/01/11

女子 11

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 小学:3年
 1134 小林　愛実 2009/04/12

女子 9

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲﾅ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 中学:1年
 1135 原田　結菜 2005/05/04

女子 13

ﾌﾙﾀ ﾜﾀﾙ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 中学:1年
 1136 古田　　亙 2005/05/28

男子 13

ﾂﾀﾞ ｻﾖ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 小学:2年
 1137 津田　紗余 2011/01/26

女子 8

ﾎｿﾉ ｹﾝﾄ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 小学:5年
 1138 細野　健人 2007/07/28

男子 11

ｲｼｲ ﾊﾙﾄ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 小学:6年
 1139 石井　晴天 2007/03/09

男子 12

ﾐﾔﾆｼ ｻｷ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 中学:3年
 1140 宮西　沙季 2003/05/25

女子 15
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ｲﾜｲ ﾋﾅﾀ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 中学:2年
 1141 岩井陽菜詩 2005/01/12

女子 14

ﾆｼｻﾞｷ ﾓﾐｼﾞ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 小学:1年
 1142 西﨑　紅士 2011/09/03

男子 7

ﾆｼｻﾞｷ ﾑｸ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 小学:5年
 1143 西﨑　夢空 2007/08/08

男子 11

ﾆｼ ﾘｮｳﾀ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 中学:1年
 1144 西　　稜太 2006/03/07

男子 13

ﾂｷﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 中学:2年
 1145 月田　大輔 2004/12/05

男子 14

ﾓﾛﾊｼ ﾊﾅ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 高校:1年
 1146 諸橋　　華 2002/12/09

女子 16

ｲｼｶﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 中学:3年
 1147 石垣　諒河 2003/11/18

男子 15

ﾅｴｼﾛ ﾅﾂｷ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:4年
 1148 苗代　夏葵 2008/07/01

女子 10

ｲｹｶﾞﾐ ｿｳﾀ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:5年
 1149 池上　颯汰 2007/12/07

男子 11

ｻｶｲ ﾘｵ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:6年
 1150 坂井　里桜 2007/03/20

女子 12

ｺﾜﾀﾞ ｱﾐ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:3年
 1151 小和田杏実 2009/10/22

女子 9

ｲﾜｷ ﾊﾙﾏ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:3年
 1152 岩木　春磨 2009/04/05

男子 9

ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾐ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:6年
 1153 山崎　心美 2007/01/09

女子 12

ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:3年
 1154 山崎　圭太 2010/02/24

男子 9

ﾎﾝﾏ ｶﾝｼﾞ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:5年
 1155 本間　寛士 2007/07/09

男子 11
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ﾎﾝﾏ ｻﾅ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:3年
 1156 本間　紗菜 2010/03/07

女子 9

ｵｵﾊﾗ ﾅﾙ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:5年
 1157 大原　　功 2007/09/20

男子 11

ﾄｸﾀﾞ ﾀﾛｳ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:5年
 1158 徳田　太郎 2007/08/10

男子 11

ﾊﾔｼﾉｼﾀ ﾘｸ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:5年
 1159 林野下璃空 2007/06/07

男子 11

ﾑﾗｲ ｺｳﾀ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 中学:3年
 1160 村井　洸太 2004/03/01

男子 15

ﾑﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 高校:2年
 1161 村井　美月 2001/10/10

女子 17

ｵﾉ ﾊﾙﾄ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:2年
 1162 小野　陽斗 2010/04/21

男子 8

ﾌｸﾓﾄ ｻﾅ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:1年
 1163 福本　紗那 2011/09/20

女子 7

ｲﾏｲ ﾋﾛｷ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 一般:
 1164 今井　啓喜 2003/12/25

男子 15

ﾎﾝﾏ ｱｶﾈ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 高校:1年
 1165 本間あかね 2002/09/30

女子 16

ﾉﾉｶﾞｷ ｺｳﾀ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:5年
 1166 野々垣幸太 2007/05/06

男子 11

ﾄｸﾀﾞ ﾘﾅ 相模原市 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ 小学:2年
 1167 徳田　莉奈 2010/07/08

女子 8

ﾋﾗｷ ﾕｲ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:5年
 1168 平木　優衣 2007/11/19

女子 11

ﾋﾗｷ ﾕｳｼ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:2年
 1169 平木　優司 2011/03/02

男子 8

ｱﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:6年
 1170 新井　円花 2006/09/12

女子 12
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ｻﾄｳ ｱｵｲ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:6年
 1171 佐藤　　葵 2006/12/12

女子 12

ﾏｽﾓﾄ ｺｳｷ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:3年
 1172 増本　航希 2009/06/28

男子 9

ｱｲﾀﾞ ｶｲﾘ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:6年
 1173 會田　凱理 2006/06/23

男子 12

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:1年
 1174 松原　和希 2011/04/20

女子 7

ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:3年
 1175 内田　遥佳 2008/10/09

男子 10

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:2年
 1176 内田　優樹 2004/04/03

男子 14

ｺｼﾞﾏ ﾀｹﾄ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:5年
 1177 小島　健歩 2008/02/03

男子 11

ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:1年
 1178 小島　遥歩 2005/12/06

男子 13

ﾋﾛｷ ﾊﾙ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:4年
 1179 廣木　葉琉 2008/07/18

男子 10

ﾋﾗﾄ ﾀｲｾｲ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:5年
 1180 平戸　大晴 2007/06/30

男子 11

ﾐﾔﾀ ﾏﾅ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:2年
 1181 宮田　茉奈 2010/10/06

女子 8

ｴｼﾞﾘ ｱﾔﾐ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:6年
 1182 江尻　采未 2006/12/30

女子 12

ﾄﾘｺﾞｴ ﾀﾏｷ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:1年
 1183 鳥越　珠貴 2006/01/03

女子 13

ﾄﾘｺﾞｴ ﾀﾂ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:4年
 1184 鳥越　　龍 2008/04/17

男子 10

ﾅｶﾞｲ ｶｲﾄ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:2年
 1185 永井　海翔 2011/02/10

男子 8
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ﾖｼﾀｹ ｶｽﾐ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:3年
 1186 吉武　香澄 2009/07/03

女子 9

ｾｷﾈ ｾﾞﾝ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:5年
 1187 関根　　禅 2007/04/25

男子 11

ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾔ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:3年
 1188 徳永　結哉 2009/11/06

男子 9

ｷﾖﾉ ﾏｻﾙ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 一般:
 1189 清野　　勝 1977/09/04

男子 41

ｵｸ ｷﾅﾘ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:1年
 1190 奥　　生成 2005/09/19

女子 13

ｵｸ ｿｳｲ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:4年
 1191 奥　　蒼生 2008/05/30

男子 10

ｺｳﾉ ﾊﾙ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:1年
 1192 河野　遥琉 2005/11/17

男子 13

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:2年
 1193 山田　彩智 2010/12/30

女子 8

ｲｼﾜﾀ ﾏﾐ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:4年
 1194 石渡　真未 2008/09/15

女子 10

ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾞｲ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:3年
 1195 森田　康大 2003/10/14

男子 15

ｾﾊﾞﾀ ﾐﾁﾋﾛ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:2年
 1196 瀬畑　道弘 2005/03/08

男子 14

ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲﾁ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 高校:3年
 1197 石黒　大地 2002/04/01

男子 16

ｼﾝﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:6年
 1198 新原　隼人 2007/02/10

男子 12

ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:1年
 1199 長岡真之介 2005/04/14

男子 13

ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｳﾈ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:2年
 1200 遠藤　千畝 2004/08/26

男子 14
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ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:5年
 1201 山口　　翼 2007/07/06

男子 11

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻﾋ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:2年
 1202 山口　朝陽 2005/01/21

男子 14

ﾏﾂﾀﾞ ｻﾜ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:1年
 1203 松田　紗和 2005/09/21

女子 13

ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:5年
 1204 寺田　裕希 2007/12/06

男子 11

ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵｷ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:2年
 1205 寺田　直輝 2010/07/04

男子 8

ｱﾗｲ ｻﾔｶ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:4年
 1206 荒井紗也夏 2008/07/15

女子 10

ｱﾗｲ ｷｮｳｼﾛｳ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:2年
 1207 荒井京志郎 2010/04/05

男子 8

ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:3年
 1208 松田　紗季 2009/12/16

女子 9

ﾆｲﾇﾏ ﾅｺﾞﾐ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:4年
 1209 新沼　　和 2008/06/19

女子 10

ﾏｽｺ ｶｽﾞｷ NKWD NKWD 高校:2年
 1210 益子　和樹 2001/12/20

男子 17

ｾﾄ ｹｲｽｹ NKWD NKWD 高校:2年
 1211 瀬戸　啓介 2001/10/24

男子 17

ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ NKWD NKWD 高校:1年
 1212 高嶋　賢志 2002/08/03

男子 16

ﾊﾀ ｹｲﾀﾂ NKWD NKWD 中学:3年
 1213 畑　　慶辰 2003/12/08

男子 15

ﾆﾎﾝｷﾞ ﾀｽｸ 仁体体 ﾆｯﾀｲﾀｲ 高校:1年
 1214 二本木　奨 2002/07/10

男子 16

ｽｽﾞｷ ﾕｳｶﾞ 仁体体 ﾆｯﾀｲﾀｲ 高校:1年
 1215 鈴木　優風 2002/05/06

男子 16
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ｶｼﾞｶﾞﾔ ﾕｳｼﾞﾝ 仁体体 ﾆｯﾀｲﾀｲ 高校:1年
 1216 梶谷　悠仁 2002/12/04

男子 16

ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 仁体体 ﾆｯﾀｲﾀｲ 高校:1年
 1217 小澤　航太 2003/02/10

男子 16

ｸﾛｻﾜ ｻﾄﾙ 秦野水泳協会 ﾊﾀﾞﾉｽｲｷｮｳ 一般:
 1218 黒澤　　聡 1974/12/05

男子 44

ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 相模原市水協 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼｽｲｷｮｳ 一般:
 1219 保田　純平 1999/12/06

男子 19

ﾖｼﾑﾗ ﾌｳｷ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:3年
 1220 吉村　風輝 2003/06/25

男子 15

ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:2年
 1221 斉藤　剣生 2004/08/03

男子 14

ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 一般:
 1222 青木　一真

男子

ﾏｷﾀ ﾊﾔﾄ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:1年
 1223 牧田　颯斗 2005/07/29

男子 13

ｼﾌﾞﾔ ｺﾀﾛｳ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:1年
 1224 渋谷胡太朗 2005/04/26

男子 13

ｺﾔﾏ ﾋﾞｽｶ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:1年
 1225 小山ビスカ 2005/09/22

男子 13

ﾖｼﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:1年
 1226 吉村　歩高 2006/02/16

男子 13

ﾅｶﾆｼ ｶｵﾘ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:2年
 1227 中西香保鈴 2004/07/05

女子 14

ﾂｼﾏ ﾒｲ 相模丘中学校 ｻｶﾞﾐｶﾞｵｶﾁｭｳ 中学:1年
 1228 対馬　愛生 2005/11/27

女子 13

ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 川崎有馬 ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学:2年
 1229 鈴木　利菜 2004/07/20

女子 14

ｸﾄﾞｳ ｻﾖｺ 川崎有馬 ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学:1年
 1230 工藤佐代子 2006/01/11

女子 13
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ｷｼﾞﾏ ｹﾞﾝ 川崎有馬 ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学:1年
 1231 貴島　　玄 2005/08/01

男子 13

ｻｻｷ ｼｭﾝ 川崎有馬 ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学:1年
 1232 佐々木　駿 2005/12/06

男子 13

ﾐﾅﾔﾏ ｱｻﾋ 川崎有馬 ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学:1年
 1233 皆山　朝飛 2005/12/11

男子 13

ﾌｸｲ ｺﾞｳ 川崎有馬 ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学:1年
 1234 福井　　豪 2005/12/01

男子 13

ｷﾐﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 川崎有馬 ｶﾜｻｷｱﾘﾏ 中学:2年
 1235 君塚　優太 2005/02/02

男子 14

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 星薬 ﾎｼﾔｸ 大学:2年
 1236 中村　拓斗 1998/05/09

男子 20

ﾋﾗｻﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ TOIN TOIN 高校:1年
 1237 平澤麟太郎 2002/12/23

男子 16

ｶﾄｳ ﾅﾉｶ TOIN TOIN 高校:1年
 1238 加藤菜乃香 2002/04/07

女子 16

ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 桐花園SC ﾄｳｶｴﾝSC 幼児:
 1239 高橋　創良 2012/06/22

男子 6

ｵｵｴ ｲｻﾑ クロガネ ｸﾛｶﾞﾈ 一般:
 1240 大江　　勇 1996/03/07

男子 23

ﾅｶﾞｵ ﾏｼｭｳ クロガネ ｸﾛｶﾞﾈ 一般:
 1241 永尾　磨秀 1998/08/19

男子 20

ｲｼｻｶ ｿｳｲﾁﾛｳ クロガネ ｸﾛｶﾞﾈ 一般:
 1242 石坂聡一朗 1998/01/19

男子 21

ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ クロガネ ｸﾛｶﾞﾈ 大学:2年
 1243 吾郷　　遼 1998/07/18

男子 20

ﾔﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 相模原市水協 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼｽｲｷｮｳ 一般:
 1244 彌永　雄一 1986/10/28

男子 32

ﾊﾀﾉ ｼｮｳﾀ 相模原市水協 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼｽｲｷｮｳ 一般:
 1245 畑野　翔太 1989/07/19

男子 29
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ﾅｶﾞｿﾞﾉ ｺｳｼﾞ 相模原市水協 ｻｶﾞﾐﾊﾗｼｽｲｷｮｳ 一般:
 1246 永園　幸司 1990/04/04

男子 28

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:1年
 1247 中村　莉乃 2011/06/01

女子 7

ﾆｼｵｶ ﾐﾕｳ 小田原市 ｵﾀﾞﾜﾗｼ 小学:2年
 1248 西岡　美釉 2010/12/03

女子 8

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 流山市 ﾅｶﾞﾚﾔﾏｼ 一般:
 1249 山本　一輝 1998/10/29

男子 20

ﾀﾏﾉ ｿﾗ 大津 ｵｵﾂ 中学:2年
 1250 玉野　　空 2004/10/28

男子 14

ｺﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 一般:
 1251 小高　大軌 1995/05/25

男子 23

ﾐｳﾗ ﾎｳｾｲ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 大学:3年
 1252 三浦　朴生 1996/06/10

男子 22

ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 大学:4年
 1253 東谷　一希 1996/06/08

男子 22

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾘｺ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 高校:1年
 1254 長谷川梨々子 2002/06/09

女子 16

ﾐｽﾞｾ ｷﾐﾉﾌﾞ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 一般:
 1255 水瀬　公脩 1994/08/09

男子 24

ﾔﾅｾ ｱｷﾗ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 一般:
 1256 柳瀬　　景 1994/08/21

男子 24

ｺｶﾞ ﾖｼﾛｳ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 一般:
 1257 古賀　義朗 1995/06/20

男子 23

ｸﾗｳｽ ｱﾚｯｸｽ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 大学:4年
 1258 クラウス亜怜久守 1996/08/20

男子 22

ﾀｶｵｶ ﾀｲｶﾞ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 大学:2年
 1259 高岡　大我 1998/03/23

男子 21

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 大学:1年
 1260 藤原　　誠 2000/02/21

男子 19
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ﾐｽﾞｾ ﾀｹﾋﾛ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 大学:1年
 1261 水瀬　雄大 1999/05/27

男子 19

ｵﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ チーム所沢 ｶﾐﾐｿﾞ 一般:
 1262 小野田亮太 1994/12/07

男子 24

ﾊﾞｯｸﾏﾝ ﾀﾞｸﾞﾗｽ 横須賀市 ﾖｺｽｶｼ 高校:2年
 1263 バックマンダグラス 2001/08/16

男子 17

ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:3年
 1264 前田悠士朗 2003/06/19

男子 15

ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝﾔ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:3年
 1265 橋本　廉椰 2003/08/11

男子 15

ﾐﾔﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:3年
 1266 宮寺　優多 2003/07/18

男子 15

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:3年
 1267 佐藤　光瑠 2003/10/28

男子 15

ｽｶﾞﾉ ｼﾞﾛｳ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:2年
 1268 菅野　次朗 2004/10/08

男子 14

ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:2年
 1269 武田　康平 2004/04/28

男子 14

ｽｽﾞｷ ｺｳ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:2年
 1270 鈴木　　鴻 2004/06/09

男子 14

ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 上溝中学校 ｶﾐﾐｿﾞ 中学:2年
 1271 井上　友輝 2004/04/30

男子 14

ｸﾗｻﾜ ﾐﾔﾋﾞ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:2年
 1272 倉澤　　雅 2004/08/01

女子 14

ﾆﾜﾀ ﾙｲ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:2年
 1273 庭田　瑠泉 2004/06/19

女子 14

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:2年
 1274 杉本　夏希 2004/08/05

女子 14

ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:2年
 1275 橋本　　咲 2004/11/18

女子 14
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ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:2年
 1276 渡邉　稜大 2004/07/03

男子 14

ｲﾉｳｴ ﾕｲﾅ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1277 井上由比奈 2005/12/13

女子 13

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾊﾙ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1278 山本　美温 2006/03/04

女子 13

ｻｸﾗｲ ﾐｳ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1279 櫻井　美羽 2005/06/25

女子 13

ｵｶﾀﾞ ｶﾅｴ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1280 岡田　佳苗 2005/11/06

女子 13

ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾕ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1281 本多　美結 2006/02/03

女子 13

ｺｸﾎﾞ ﾁｴﾘ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1282 小久保知英里 2005/09/15

女子 13

ﾖｼﾉ ﾘｭｳﾀ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1283 吉野　瑠太 2005/04/08

男子 13

ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾏ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 中学:1年
 1284 平田　一真 2005/11/16

男子 13

ｺﾀｷ ﾏﾅﾌﾞ 南毛利中学校 ﾅﾝﾓｳﾘ 一般:
 1285 小滝　　学 1987/10/31

男子 31

ﾎｯﾀ ｺｳｽｹ 八王子市 ﾊﾁｵｳｼﾞｼ 中学:2年
 1286 堀田　康介 2004/06/16

男子 14

ｼｵﾉ ﾘﾘｶ 世田谷区 ｾﾀｶﾞﾔｸ 小学:3年
 1287 塩野りりか 2009/09/03

女子 9

ﾄﾐﾀ ｶﾝﾀ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1288 冨田　貫太 2005/10/18

男子 13

ｶｷｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1289 柿島　周平 2005/05/08

男子 13

ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1290 宮坂　翔太 2006/02/14

男子 13
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ﾅｶｲ ﾏｻｷ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1291 仲居　真起 2006/01/07

男子 13

ｲｹﾀﾞ ｺｳ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1292 池田　　航 2005/09/17

男子 13

ﾌﾙﾊﾀ ｼｷ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1293 古畑　心基 2005/12/01

男子 13

ﾌｼﾞｵｶ ﾂﾊﾞｻ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1294 藤岡　　翼 2005/03/23

男子 14

ﾅｴｼﾛ ｱﾕｷ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1295 苗代　歩樹 2005/02/19

男子 14

ﾜﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1296 和田　歩希 2004/06/10

男子 14

ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1297 佐藤　晶悟 2005/03/18

男子 14

ﾓﾘ ｼｭｳﾄ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1298 森　　脩斗 2005/02/26

男子 14

ﾅｶﾑﾗ ﾕｱﾝ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:3年
 1299 中村　　晏 2004/01/28

男子 15

ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:3年
 1300 安田　和真 2003/12/13

男子 15

ﾋﾛｷ ｾｲﾄﾞｳ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:3年
 1301 廣木　誠道 2004/01/02

男子 15

ﾌｸｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:3年
 1302 福澤　　翼 2003/05/29

男子 15

ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:3年
 1303 宮坂　悠太 2003/09/25

男子 15

ｻｶｲ ﾊﾙｶ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1304 坂井　温椛 2005/09/26

女子 13

ｶﾀｵｶ ﾕｳ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1305 片岡　　由 2005/12/15

女子 13
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ｵｵﾔﾏ ｼﾎｺ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1306 大山史穂子 2006/01/13

女子 13

ﾔｷﾞﾇﾏ ｽｽﾞ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1307 柳沼　鈴々 2005/08/13

女子 13

ﾐﾂﾔ ﾅﾅ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:1年
 1308 三ツ屋七那 2005/06/30

女子 13

ｲﾉｳｴ ﾕｷｶ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1309 井上　雪椛 2004/12/11

女子 14

ﾔｴｶﾞｼ ﾉｱ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1310 八重樫望愛 2004/07/17

女子 14

ｻｲ ﾕﾘｶ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1311 齋　優里香 2005/02/17

女子 14

ｻﾝﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1312 三田　柚妃 2005/02/04

女子 14

ﾍﾞｯﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1313 別当　優月 2005/03/04

女子 14

ｶﾈｺ ﾚｲﾅ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1314 金子　礼奈 2005/03/24

女子 14

ｲﾜﾄﾞｳ ﾐﾂﾞｷ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:2年
 1315 岩藤　美月 2004/09/29

女子 14

ﾊｼﾓﾄ ﾘｺ 大野北中学校 ｵｵﾉｷﾀ 中学:3年
 1316 橋本　梨湖 2004/01/20

女子 15

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:3年
 1317 髙林　浩成 2003/05/30

男子 15

ﾋﾛｳﾁ ｺｳｾｲ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:2年
 1318 廣内　康晴 2005/01/13

男子 14

ｵｷﾞﾉ ｹｲｼ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:2年
 1319 小木野圭志 2005/02/01

男子 14

ﾌｸﾀﾞ ｺﾞｳﾀ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:2年
 1320 福田　剛汰 2004/10/20

男子 14
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ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾋﾛ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:2年
 1321 渋谷　彰宏 2004/12/22

男子 14

ｺｼﾞﾏ ｹｲｺ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:2年
 1322 小島　圭子 2004/08/19

女子 14

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｲ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:2年
 1323 田畑　柚衣 2005/02/22

女子 14

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾀ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:1年
 1324 西山　侑汰 2005/10/26

男子 13

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:1年
 1325 坂東あかり 2006/03/24

女子 13

ﾏﾂｳﾗ ｹｲﾄ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:1年
 1326 松浦　啓都 2006/02/02

男子 13

ｶｷﾓﾄ ﾀｲｷ 大野南中学校 ｵｵﾉﾐﾅﾐ 中学:1年
 1327 柿本　大熙 2005/12/28

男子 13

ｺｲﾜ ｱﾔｶ 相模原市立旭中学 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｻﾋ 中学:2年
 1328 小岩　采加 2004/12/20

女子 14

ﾅｶﾞﾉ ﾐｽﾞﾉ 相模原市立旭中学 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｻﾋ 中学:2年
 1329 永野　瑞歩 2004/09/08

女子 14

ﾓﾘ ﾕﾘｶ 相模原市立旭中学 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｻﾋ 中学:2年
 1330 森　百合香 2004/06/03

女子 14

ｺｳﾉ ﾐｸ 相模原市立旭中学 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｻﾋ 中学:2年
 1331 河野　未来 2005/01/20

女子 14

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 相模原市立旭中学 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｻﾋ 中学:2年
 1332 松田　琉生 2004/05/17

男子 14

ｲﾜｻｷ ﾘｸ 相模原市立旭中学 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｻﾋ 中学:2年
 1333 岩崎　律丘 2004/09/25

男子 14

ﾐｻｺﾞ ｱﾔﾉ 相模原市立旭中学 ｻｶﾞﾐﾊﾗｱｻﾋ 中学:1年
 1334 見砂　綾乃 2005/05/07

女子 13

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:1年
 1335 原田　浩輔 2005/07/16

男子 13
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ﾀﾅｶ ﾘｸ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:1年
 1336 田中　陸大 2005/05/23

男子 13

ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 高校:2年
 1337 佐々木省吾 2001/08/03

男子 17

ﾂﾊﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 高校:1年
 1338 椿　凛太郎 2003/02/16

男子 16

ﾀｸﾞﾁ ｹｲｼﾞｭ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1339 田口　蛍樹 2003/06/11

男子 15

ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1340 北川　峻也 2003/06/05

男子 15

ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1341 及川　優太 2003/07/23

男子 15

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1342 増田　浩己 2003/08/01

男子 15

ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾄ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1343 上田　健斗 2004/03/10

男子 15

ｻｶｲ ｹｲｺﾞ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:1年
 1344 酒井　恵悟 2005/05/22

男子 13

ｲﾄｳ ﾚｲ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 高校:1年
 1345 伊藤　　伶 2002/06/28

男子 16

ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾕｷ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 高校:2年
 1346 服部　祥之 2002/01/15

男子 17

ﾓﾃｷﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:1年
 1347 茂木　真和 2005/04/30

男子 13

ｵｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 高校:2年
 1348 荻野　航輔 2001/10/31

男子 17

ｲﾄｳ ｹｲ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:1年
 1349 伊藤　　慶 2005/04/05

男子 13

ｱﾘﾏ ﾓﾄｼ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 高校:1年
 1350 有馬　素司 2003/01/07

男子 16
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ｶﾈﾀ ﾕｳｷ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 高校:1年
 1351 金田　侑樹 2003/03/13

男子 16

ﾅｶﾞﾅﾜ ﾀﾞｲｷ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1352 永縄　大樹 2003/04/19

男子 15

ﾊﾟｸ ﾖﾝ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:2年
 1353 朴　　　然 2004/07/16

男子 14

ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:2年
 1354 原　純一郎 2001/12/13

男子 17

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1355 中川　雄翔 2004/01/11

男子 15

ｼﾗﾌｼﾞ ｹｲﾀ 東京都市大付属中 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭ 中学:3年
 1356 白藤　慶大 2003/04/03

男子 15

ｷﾊﾗ ﾀｶｼ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 一般:
 1357 木原　貴史 1986/12/11

男子 32

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾜ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1358 渡辺　優和 2004/11/05

男子 14

ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1359 阿部　充希 2004/10/12

男子 14

ﾏｼﾓ ｱｷﾄ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1360 眞下　碧人 2005/01/04

男子 14

ｲｲ ｲﾁｺﾞ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1361 伊井　一護 2005/03/01

男子 14

ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾑ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1362 中川　翔夢 2004/07/05

男子 14

ｲﾉｳｴ ｺｳｽｹ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1363 井上　公佑 2005/03/12

男子 14

ｲﾅﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1364 稲村　佑心 2005/10/27

男子 13

ﾊｯﾀ ｺｳｶﾞ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1365 八田　皓我 2006/01/16

男子 13
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ｻｻｷ ｼｮｳ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1366 佐々木　翔 2006/03/01

男子 13

ｶﾐﾑﾗ ｺｳﾀ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1367 上村　幸詩 2006/01/29

男子 13

ﾔﾏﾉｳﾁ ｲｯｾｲ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1368 山之内一晴 2005/04/22

男子 13

ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1369 和田　遼太 2005/12/12

男子 13

ｳﾁﾀﾞ ﾏｷﾄ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1370 内田　槙斗 2005/09/06

男子 13

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1371 長谷川陸斗 2005/11/30

男子 13

ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1372 安田　大地 2005/04/19

男子 13

ﾊｸﾀ ﾉﾉｶ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1373 白田希々香 2004/11/04

女子 14

ﾊｸﾀ ｽｽﾞｶ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1374 白田寿々香 2004/11/04

女子 14

ｼﾌﾞﾔ ｻｷ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:2年
 1375 渋谷　咲希 2005/02/25

女子 14

ｶﾈｺ ｱｽｶ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1376 金子明日香 2006/03/11

女子 13

ｱﾗｲ ﾘｺ 東高津中学校 ﾋｶﾞｼﾀｶﾂ 中学:1年
 1377 新居　理子 2005/07/16

女子 13

ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 湘南学園高等学校 ｼｮｳﾅﾝｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞ 中学:3年
 1378 岡田　　匠 2003/12/25

男子 15

ﾀﾅﾜ ﾒｲﾔ 湘南学園高等学校 ｼｮｳﾅﾝｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞ 中学:3年
 1379 田縄　芽弥 2003/11/04

男子 15

ﾅｶﾞｲ ｱｽﾞｻ 湘南学園高等学校 ｼｮｳﾅﾝｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞ 中学:3年
 1380 永井　　梓 2003/07/05

男子 15
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ﾄｳｺﾞｳ ﾘｸ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1381 東郷　　陸 2004/04/05

男子 14

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1382 藤原　涼太 2004/05/24

男子 14

ｸﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1383 工藤　幹大 2004/10/17

男子 14

ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1384 佐藤　汰祐 2004/11/22

男子 14

ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1385 田村　和也 2004/10/27

男子 14

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1386 齋藤　真範 2004/06/01

男子 14

ﾆｼﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1387 西本　孟洋 2004/12/21

男子 14

ｻｶｲﾉ ﾘｭｳｾｲ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1388 境野　瑠成 2004/06/22

男子 14

ｵﾀﾞ ｱｻﾄ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:1年
 1389 織田　諒音 2005/10/01

男子 13

ﾅｶﾑﾗ ﾎｽﾞﾐ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:1年
 1390 中村　穂実 2006/01/05

男子 13

ｿﾒﾔ ﾊﾙｶ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1391 染谷　春果 2004/12/01

女子 14

ﾄﾞｲ ﾄﾓﾅ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:2年
 1392 土井　友菜 2004/12/25

女子 14

ｳｼﾞ ﾐｽﾞｷ 生麦中 ﾅﾏﾑｷﾞﾁｭｳ 中学:1年
 1393 宇治　瑞姫 2006/02/26

女子 13

ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1394 鈴木　優成 2004/12/29

男子 14

ｱｲﾀﾞ ﾀｸﾐ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1395 曾田　拓海 2004/09/21

男子 14
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ｲｹﾀﾞ ﾕｳｸ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1396 池田　脩空 2004/09/23

男子 14

ﾀｶﾉ ﾊﾙｷ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1397 高野　陽輝 2004/06/02

男子 14

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼｮｳ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1398 今泉　　翔 2005/02/14

男子 14

ｻｶｲ ｹｲｽｹ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1399 酒井　慶介 2005/01/30

男子 14

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾖｳ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1400 北村　健陽 2004/09/15

男子 14

ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾜ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1401 飯嶋　永遠 2004/08/04

男子 14

ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1402 齋藤　真斗 2005/09/13

男子 13

ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1403 岡村　煌希 2005/06/14

男子 13

ｵｵﾂﾗ ﾀｹﾏﾙ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1404 大面　武丸 2005/10/28

男子 13

ﾊﾅｵｶ ﾕｳｷ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1405 花岡　勇輝 2006/01/29

男子 13

ｻｺﾀﾞ ｼｮｳﾔ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1406 迫田　祥弥 2006/02/17

男子 13

ｳｻﾐ ﾊﾙｷ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1407 宇佐美春樹 2005/04/21

男子 13

ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1408 槇　　亨祐 2005/11/01

男子 13

ｺﾄｳ ﾋﾛﾄ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1409 古藤　博人 2005/06/20

男子 13

ﾀｷｶﾞﾜ ｼｭｳﾔ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1410 瀧川　柊哉 2005/12/20

男子 13
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ｺﾐﾈ ﾕｳﾅ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1411 小峰　佑奈 2004/09/15

女子 14

ｵｶﾓﾄ ｻﾄﾘ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1412 岡本　理莉 2004/08/07

女子 14

ﾀｶﾍﾞ ﾅﾂｷ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:2年
 1413 髙部　夏妃 2004/06/17

女子 14

ﾅｶﾑﾗ ｻﾜ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1414 中村　紗和 2005/07/04

女子 13

ｲｼｲ ｱﾐ 矢向中学校 ﾔｺｳﾁｭｳ 中学:1年
 1415 石井　杏実 2005/09/16

女子 13

ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ 川崎市 ｶﾜｻｷｼ 小学:5年
 1416 稲吉　悠斗 2007/04/23

男子 11

ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｳﾈ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 中学:2年
 1417 遠藤　千畝 2004/08/26

男子 14

ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 世田谷区 ｾﾀｶﾞﾔｸ 高校:1年
 1418 鈴木　耀太 2002/09/14

男子 16

ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ 福井スポ協 ﾌｸｲｽﾎﾟｷｮ 一般:
 1419 新谷　一総 1995/08/14 207169508140

男子 (福  井) 23

ｼﾌﾞﾔ ﾐﾅﾄ 相模原市水協 WILL 小学:4年
 1420 渋谷　湊斗 2008/09/16 146440809160

男子 (神奈川) 10

ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾀ 相模原市水協 WILL 高校:1年
 1421 大塚　　陽 2002/11/19 146320211190

男子 (神奈川) 16

ｱﾘﾏ ｺｳｾｲ 横浜市 ﾖｺﾊﾏｼ 小学:6年
 1422 有馬　光成 2006/04/22 141820604220

男子 (神奈川) 12

ｿｳﾄﾒ ﾕｳﾀ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1423 五月女裕太 1999/06/27 141829906270

男子 (神奈川) 19

ｵﾏﾀ ﾄﾓﾛｳ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1424 小俣　友郎 1999/07/09 141829907090

男子 (神奈川) 19

ﾏｷﾉ ﾔｽﾕｷ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1425 牧野　恭敬 1999/08/18 141829908180

男子 (神奈川) 19
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ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1426 松本　佳大 1999/09/04 141829909040

男子 (神奈川) 19

ｸﾞｼｹﾝ ﾊｼﾞﾒ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1427 具志堅　萌 1999/09/16 141829909160

男子 (神奈川) 19

ﾀｸﾞﾁ ﾚﾝ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1428 田口　　廉 1999/09/21 141829909210

男子 (神奈川) 19

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1429 西村　優人 2000/03/18 141820003180

男子 (神奈川) 19

ﾏｴｶﾜ ｿｳ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
 1430 前川　　創 2000/07/31 141820007310

男子 (神奈川) 18

ﾏｼﾊﾞ ｹｲﾀ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
 1431 眞柴　慶大 2001/01/30 141820101300

男子 (神奈川) 18

ﾋﾗﾉ ﾚｲ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
 1432 平野　　嶺 2001/02/24 141820102240

男子 (神奈川) 18

ｲｶﾜ ﾊﾙｷ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
 1433 井川　陽希 2001/03/13 141820103130

男子 (神奈川) 18

ｺﾀｹ ﾘｮｳｶﾞ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:1年
 1434 小竹　凌雅 2001/12/12 141820112120

男子 (神奈川) 17

ｶｼｵ ﾓﾓﾉ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:3年
 1435 加塩　桃乃 2000/02/08 141820002085

女子 (神奈川) 19

ｲﾀﾞ ｻｷ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
 1436 井田　早紀 2000/07/18 141820007185

女子 (神奈川) 18

ｷﾀｶﾞｷ ﾅｵｺ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
 1437 北垣奈生子 2000/09/21 141820009215

女子 (神奈川) 18

ｱﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 相模原 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 高校:2年
 1438 安藤　　楓 2001/02/07 146440102075

女子 (神奈川) 18


