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 1組
 1

 2

 3   436 井下　博貴          ｲﾉｼﾀ ﾋﾛｷ            南海朝生田          小4 棄権

 4   389 高須賀　丈          ﾀｶｽｶ ｼﾞｮｳ           南海朝生田          小1

 5   422 阿部　純大          ｱﾍﾞ ｱﾂﾋﾛ            南海朝生田          小3 棄権

 6   439 山田　渚月          ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ            南海朝生田          小4

 7

 8

 2組
 1

 2

 3   435 石川　大翔          ｲｼｶﾜ ﾏｻﾄ            南海朝生田          小4

 4   441 長尾　是成          ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾅﾘ           南海朝生田          小4

 5   431 堀内　　稔          ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾙ            南海朝生田          小3

 6   417 清水　優太          ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ            南海朝生田          小2 棄権

 7

 8

 3組
 1

 2   797 堀川　卓幹          ﾎﾘｶﾜ ﾀｸﾐ            石原SC              小1

 3   281 髙須賀勇太          ﾀｶｽｶ ﾕｳﾀ            えいし砥部          小4

 4  1472 河内　康伸          ｺｳﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ           南海DC              小2

 5  1084 渡辺　直央          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ            五百木SC            小2

 6   364 谷本　　暁          ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾗ            えいし北条          小2

 7

 8

 4組
 1

 2   275 中川　琥太          ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ           えいし砥部          小2

 3   355 稲田　光祐          ｲﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ           えいし北条          小3

 4  1077 兵　　逸平          ﾋｮｳ ｲｯﾍﾟｲ           五百木SC            小4

 5   408 兼平　　諒          ｶﾈﾋﾗ ﾘｮｳ            南海朝生田          小2

 6   345 山守　拓実          ﾔﾏﾓﾘ ﾀｸﾐ            えいし北条          小5

 7   450 三谷　英二          ﾐﾀﾆ ｴｲｼﾞ            南海朝生田          小6

 8

 5組
 1

 2   448 山内　照大          ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ         南海朝生田          小5

 3  1074 髙橋　優太          ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ          五百木SC            小5

 4  1091 中岡　翔大          ﾅｶｵｶ ｼｮｳﾀ           五百木SC            小2

 5   789 井手　滉介          ｲﾃﾞ ｺｳｽｹ            石原SC              小3

 6   229 今川　藍斗          ｲﾏｶﾞﾜ ｱｲﾄ           ｱｽﾞｻ松山            小3

 7  1460 阿部　垂都          ｱﾍﾞ ﾀﾙﾄ             南海DC              小2

 8

 6組
 1

 2   226 高岡　煌大          ﾀｶｵｶ ｺｳﾀﾞｲ          ｱｽﾞｻ松山            小3 棄権

 3   367 別府　亮祐          ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｽｹ         えいし北条          中1 棄権

 4  1093 鴨川　　舜          ｶﾓｶﾞﾜ ｼｭﾝ           五百木SC            小5

 5  1437 玉井　悠慎          ﾀﾏｲ ﾕｳﾏ             南海DC              小1

 6  1455 沢田虎志朗          ｻﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ          南海DC              小3

 7  1445 中野　晴翔          ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ             南海DC              小2 棄権

 8
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 7組
 1

 2   339 小池　大翔          ｺｲｹ ﾊﾙﾄ             えいし砥部          小5

 3  1097 門田　煌征          ｶﾄﾞﾀ ｺｳｾｲ           五百木SC            小1

 4  1111 三河　蒼空          ﾐｶﾜ ｿﾗ              五百木SC            小4

 5  1116 菅野　　琉          ｶﾝﾉ ﾘｭｳ             五百木SC            小4

 6  1106 奥本　真心          ｵｸﾓﾄ ｼﾝ             五百木SC            小5

 7  1087 金子　太一          ｶﾈｺ ﾀｲﾁ             五百木SC            小4

 8

 8組
 1

 2  1139 伊藤　諒成          ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ           五百木SC            小5

 3   224 上之門将人          ｶﾐﾉｶﾀﾞ ﾏｻﾄ          ｱｽﾞｻ松山            小5 棄権

 4  1482 田井　雄斗          ﾀｲ ﾕｳﾄ              南海DC              小5

 5   774 渡邊　渓太          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ           石原SC              小6

 6  1134 京河　奏人          ｷｮｳｶﾜ ｶﾅﾄ           五百木SC            小5

 7  1127 松岡　拓史          ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ            五百木SC            小6

 8

 9組
 1

 2  1131 秀野　敬祐          ｼｭｳﾉ ｹｲｽｹ           五百木SC            小6

 3   764 田中　陽大          ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ             石原SC              中1

 4  1145 谷中　泰之          ﾀﾆﾅｶ ﾀｲｼ            五百木SC            小5

 5   221 徳永　椋太          ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ          ｱｽﾞｻ松山            小5

 6   778 山本　隆成          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ          石原SC              小6

 7  1140 池内　亮真          ｲｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ           五百木SC            小5

 8

10組
 1

 2  1551 石田　結大          ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ            南海DC              中1

 3   761 坪田　　陸          ﾂﾎﾞﾀ ﾘｸ             石原SC              中1

 4   210 三瀬　優翔          ﾐｾｲ ﾕｳﾄ             ｱｽﾞｻ松山            小6

 5   211 山﨑　創太          ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ            ｱｽﾞｻ松山            小6

 6  1503 和田　洸人          ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ             南海DC              中1

 7   770 上石　青空          ｳｴｲｼ ｿﾗ             石原SC              小6

 8

11組
 1

 2   333 窪田　天宙          ｸﾎﾞﾀ ｿﾗ             えいし砥部          中1

 3   758 檜垣　　光          ﾋｶﾞｷ ﾋｶﾙ            石原SC              中1

 4  1561 伊須　新太          ｲｽ ｱﾗﾀ              南海DC              高1

 5  1615 窪田　　樹          ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ            南海DC              中3

 6  1555 渡辺　航星          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ          南海DC              高1

 7   214 満汐　航士          ﾐﾂｼｵ ｺｳｼ            ｱｽﾞｻ松山            小5

 8


