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 1組
 1

 2

 3   378 住田　桃果          ｽﾐﾀﾞ ﾓﾓｶ            えいし北条          小1

 4   279 中川　愛菜          ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾅ           えいし砥部          幼

 5   312 岡田　真奈          ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ             えいし砥部          小1

 6   381 一色　星空          ｲｯｼｷ ｾｲﾗ            えいし北条          小1

 7

 8

 2組
 1

 2   372 松下　瑠夏          ﾏﾂｼﾀ ﾙｶ             えいし北条          小1

 3  1169 谷中　さと          ﾀﾆﾅｶ ｻﾄ             五百木SC            小3

 4  1185 酒井　結衣          ｻｶｲ ﾕｲ              五百木SC            小1

 5  1203 阪田　心結          ｻｶﾀ ﾐﾕ              五百木SC            小1

 6  1177 秀野　　光          ｼｭｳﾉ ﾋｶﾘ            五百木SC            小1

 7

 8

 3組
 1

 2  1178 伊藤　千愛          ｲﾄｳ ﾁｱ              五百木SC            小1

 3  1543 渡部　莉央          ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘｵ           南海DC              小2

 4   477 市丸　絢菜          ｲﾁﾏﾙ ｱﾔﾅ            南海朝生田          小4

 5   481 津田　心晴          ﾂﾀﾞ ｺﾊﾙ             南海朝生田          小4

 6   823 加地彩希子          ｶｼﾞ ｻｷｺ             石原SC              小5

 7

 8

 4組
 1

 2   262 山田　　媛          ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒ             ｱｽﾞｻ松山            小3

 3  1182 中矢　紫媛          ﾅｶﾔ ｼｵﾝ             五百木SC            幼

 4  1200 加藤　愛理          ｶﾄｳ ｱｲﾘ             五百木SC            小1

 5  1166 松岡　怜佳          ﾏﾂｵｶ ﾚｲｶ            五百木SC            小1

 6  1463 神野　未羽          ｼﾞﾝﾉ ﾐｵ             南海DC              小1

 7   266 岡本　羽未          ｵｶﾓﾄ ｳﾐ             ｱｽﾞｻ松山            小3

 8

 5組
 1

 2  1197 鴨川　菜乃          ｶﾓｶﾞﾜ ﾅﾉ            五百木SC            小3

 3  1206 池内　杏実          ｲｹｳﾁ ｱｽﾞﾐ           五百木SC            小2

 4   263 光宗　　柚          ﾐﾂﾑﾈ ﾕｽﾞ            ｱｽﾞｻ松山            小3

 5   830 菅　裕香子          ｶﾝ ﾕｶｺ              石原SC              小4

 6  1194 松本　莉巳          ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ             五百木SC            小2

 7  1190 玉井　咲衣          ﾀﾏｲ ｻｷｴ             五百木SC            小1

 8

 6組
 1

 2   834 上石　采周          ｳｴｲｼ ｱﾏﾈ            石原SC              小4

 3   826 大西　咲楽          ｵｵﾆｼ ｻｸﾗ            石原SC              小5 棄権

 4   487 白石　彩乃          ｼﾗｲｼ ｱﾔﾉ            南海朝生田          小6

 5  1507 渡部　愛梨          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ           南海DC              小3

 6   828 樋口万悠香          ﾋｸﾞﾁ ﾏﾕｶ            石原SC              小4

 7   837 井上　凛香          ｲﾉｳｴ ﾘﾝｶ            石原SC              小3

 8
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 7組
 1

 2   290 薬師寺利帆          ﾔｸｼｼﾞ ﾘﾎ            えいし砥部          小4

 3   812 舂井　亜未          ｳｽｲ ｱﾐ              石原SC              小6

 4  1246 達川　夕愛          ﾀﾂｶﾜ ﾕｱ             五百木SC            中1

 5   484 山本　はな          ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅ             南海朝生田          小6 棄権

 6   257 山﨑　心遥          ﾔﾏｻｷ ｺﾊﾙ            ｱｽﾞｻ松山            小4

 7   302 井門　　萌          ｲﾓﾝ ﾓｴ              えいし砥部          小5

 8

 8組
 1

 2  1574 高内　七海          ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ            南海DC              中2

 3   804 樋口　澪唯          ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ             石原SC              中3

 4  1601 丹下　温楓          ﾀﾝｹﾞ ﾊﾙｶ            南海DC              高1

 5   338 三好　未来          ﾐﾖｼ ﾐｸ              えいし砥部          中3

 6  1527 井上　鳳華          ｲﾉｳｴ ｱｹﾞﾊ           南海DC              小6

 7  1589 西岡　泉美          ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ           南海DC              中1

 8


