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 1組
 1

 2

 3   458 三浦　珠妃          ﾐｳﾗ ﾀﾏｷ             南海朝生田          幼

 4   463 渡邉　京香          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ          南海朝生田          小2

 5   473 白石　理乃          ｼﾗｲｼ ﾘﾉ             南海朝生田          小3

 6   469 清水　海伶          ｼﾐｽﾞ ﾐﾚｲ            南海朝生田          小2

 7

 8

 2組
 1

 2  1158 安部ななか          ｱﾍﾞ ﾅﾅｶ             五百木SC            小1

 3  1156 吉川　幸利          ﾖｼｶﾜ ｻﾘ             五百木SC            小2

 4   311 岡田　真奈          ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ             えいし砥部          小1

 5   370 新田　浬乃          ﾆｯﾀ ﾘﾉ              えいし北条          小2

 6   278 中川　愛菜          ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾅ           えいし砥部          幼

 7

 8

 3組
 1

 2  1512 橘川　紗蘭          ｷﾂｶﾜ ｻﾗ             南海DC              小3

 3   270 若林　香恋          ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ          ｱｽﾞｻ松山            小2

 4   822 加地彩希子          ｶｼﾞ ｻｷｺ             石原SC              小5

 5  1163 山中さくら          ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗ            五百木SC            小4

 6  1160 門田　彩聖          ｶﾄﾞﾀ ｲﾛｾ            五百木SC            幼

 7

 8

 4組
 1

 2  1184 酒井　結衣          ｻｶｲ ﾕｲ              五百木SC            小1

 3   486 山本　はな          ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅ             南海朝生田          小6 棄権

 4  1172 二宮　さわ          ﾆﾉﾐﾔ ｻﾜ             五百木SC            小3

 5  1202 阪田　心結          ｻｶﾀ ﾐﾕ              五百木SC            小1

 6   820 奥　　博美          ｵｸ ﾋﾛﾐ              石原SC              小5

 7   289 福原　　翠          ﾌｸﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ           えいし砥部          小4

 8

 5組
 1

 2  1170 谷中　さと          ﾀﾆﾅｶ ｻﾄ             五百木SC            小3

 3  1165 松岡　怜佳          ﾏﾂｵｶ ﾚｲｶ            五百木SC            小1

 4   838 井上　凛香          ｲﾉｳｴ ﾘﾝｶ            石原SC              小3

 5  1187 森　　美桜          ﾓﾘ ﾐｵ               五百木SC            小2

 6  1161 山中　華恵          ﾔﾏﾅｶ ｶｴ             五百木SC            小2

 7  1179 伊藤　千愛          ｲﾄｳ ﾁｱ              五百木SC            小1

 8

 6組
 1

 2   375 石田　由芽          ｲｼﾀﾞ ﾕﾒ             えいし北条          小3 棄権

 3  1509 渡部　愛梨          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ           南海DC              小3

 4  1176 秀野　　光          ｼｭｳﾉ ﾋｶﾘ            五百木SC            小1

 5  1486 芳野　結花          ﾖｼﾉ ﾕｳｶ             南海DC              小3

 6   265 岡本　羽未          ｵｶﾓﾄ ｳﾐ             ｱｽﾞｻ松山            小3

 7  1604 白石穂乃花          ｼﾗｲｼ ﾎﾉｶ            南海DC              小4

 8
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 7組
 1

 2  1188 玉井　咲衣          ﾀﾏｲ ｻｷｴ             五百木SC            小1

 3  1196 鴨川　菜乃          ｶﾓｶﾞﾜ ﾅﾉ            五百木SC            小3

 4   264 光宗　　柚          ﾐﾂﾑﾈ ﾕｽﾞ            ｱｽﾞｻ松山            小3

 5  1193 松本　莉巳          ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ             五百木SC            小2

 6  1174 門田　陽咲          ｶﾄﾞﾀ ﾋｻｷ            五百木SC            小3

 7  1181 中矢　紫媛          ﾅｶﾔ ｼｵﾝ             五百木SC            幼

 8

 8組
 1

 2   825 大西　咲楽          ｵｵﾆｼ ｻｸﾗ            石原SC              小5 棄権

 3  1199 加藤　愛理          ｶﾄｳ ｱｲﾘ             五百木SC            小1

 4  1448 中山　優南          ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ            南海DC              小3

 5  1205 池内　杏実          ｲｹｳﾁ ｱｽﾞﾐ           五百木SC            小2

 6   476 市丸　絢菜          ｲﾁﾏﾙ ｱﾔﾅ            南海朝生田          小4

 7   818 奥　　優香          ｵｸ ﾕｳｶ              石原SC              小5

 8

 9組
 1

 2   255 植田　菜南          ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ            ｱｽﾞｻ松山            小4

 3  1211 篠永　多希          ｼﾉﾅｶﾞ ﾀｷ            五百木SC            小4 棄権

 4  1588 西岡　泉美          ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ           南海DC              中1

 5   259 山﨑　千世          ﾔﾏｻｷ ﾁｾ             ｱｽﾞｻ松山            小4

 6  1226 松岡　茉那          ﾏﾂｵｶ ﾏﾅ             五百木SC            小3

 7  1494 藤本　彩里          ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾘ            南海DC              小2

 8

10組
 1

 2  1240 大川　心暖          ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ            五百木SC            中1

 3  1562 伊須　彩葉          ｲｽ ｲﾛﾊ              南海DC              小4

 4  1573 高内　七海          ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ            南海DC              中2

 5   238 宮内結衣子          ﾐﾔｳﾁ ﾕｲｺ            ｱｽﾞｻ松山            中2

 6   236 寺坂　　栞          ﾃﾗｻｶ ｼｵﾘ            ｱｽﾞｻ松山            高2

 7  1234 秀野　　葵          ｼｭｳﾉ ｱｵｲ            五百木SC            小4

 8


