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 1組
 1

 2

 3   363 谷本　　暁          ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾗ            えいし北条          小2

 4  1457 阿部　垂都          ｱﾍﾞ ﾀﾙﾄ             南海DC              小2

 5  1474 河内　康伸          ｺｳﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ           南海DC              小2

 6   233 高原　　塁          ﾀｶﾊﾗ ﾙｲ             ｱｽﾞｻ松山            小2

 7

 8

 2組
 1

 2

 3  1095 門田　煌征          ｶﾄﾞﾀ ｺｳｾｲ           五百木SC            小1

 4   359 藤田　海心          ﾌｼﾞﾀ ｶｲｼﾝ           えいし北条          小2 棄権

 5   327 吉田　伊吹          ﾖｼﾀﾞ ｲﾌﾞｷ           えいし砥部          小1

 6  1094 鴨川　　舜          ｶﾓｶﾞﾜ ｼｭﾝ           五百木SC            小5

 7

 8

 3組
 1

 2  1443 中野　晴翔          ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ             南海DC              小2 棄権

 3  1456 沢田虎志朗          ｻﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ          南海DC              小3

 4   767 谷淵　　怜          ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾚｲ            石原SC              中1

 5   225 高岡　煌大          ﾀｶｵｶ ｺｳﾀﾞｲ          ｱｽﾞｻ松山            小3 棄権

 6  1438 玉井　悠慎          ﾀﾏｲ ﾕｳﾏ             南海DC              小1

 7

 8

 4組
 1

 2  1088 金子　太一          ｶﾈｺ ﾀｲﾁ             五百木SC            小4

 3   794 城戸　心呂          ｷﾄﾞ ｺｺﾛ             石原SC              小2

 4  1117 菅野　　琉          ｶﾝﾉ ﾘｭｳ             五百木SC            小4

 5  1114 菅野　　笙          ｶﾝﾉ ｿｳ              五百木SC            小1

 6  1101 阪田　雄太          ｻｶﾀ ﾕｳﾀ             五百木SC            小4

 7  1105 近藤　麻斗          ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾄ           五百木SC            小2

 8

 5組
 1

 2   220 徳永　椋太          ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ          ｱｽﾞｻ松山            小5

 3  1502 和田　洸人          ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ             南海DC              中1

 4   208 三瀬　優翔          ﾐｾｲ ﾕｳﾄ             ｱｽﾞｻ松山            小6

 5  1126 玉井　大貴          ﾀﾏｲ ﾋﾛﾀｶ            五百木SC            小5

 6   219 松岡　　遼          ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳ            ｱｽﾞｻ松山            小5

 7  1484 田井　雄斗          ﾀｲ ﾕｳﾄ              南海DC              小5

 8

 6組
 1

 2  1541 松井　颯志          ﾏﾂｲ  ｿｳｼ            南海DC              中1

 3   330 山田　健介          ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ           えいし砥部          中1

 4  1531 菊池　映吾          ｷｸﾁ ｴｲｺﾞ            南海DC              高2

 5  1592 藤本　大勢          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｾｲ          南海DC              中3

 6   780 山本　隆成          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ          石原SC              小6

 7   207 戒能　　駿          ｶｲﾉｳ ｼｭﾝ            ｱｽﾞｻ松山            小6

 8
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 7組
 1  1610 市原　舜鷹          ｲﾁﾊﾗ ｼｵﾝ            南海DC              高2

 2  1556 渡辺　航星          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ          南海DC              高1

 3  1560 伊須　新太          ｲｽ ｱﾗﾀ              南海DC              高1

 4  1151 坂口　颯馬          ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ           五百木SC            中3

 5  1533 大橋　海斗          ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ            南海DC              高1

 6   325 重見　祐人          ｼｹﾞﾐ ﾕｳﾄ            えいし砥部          高1

 7   492 立石　凌翔          ﾀﾃｲｼ                南海DC              中3
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