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 1組
 1

 2   471 矢野　愛実          ﾔﾉ ﾏﾅﾐ              南海朝生田          小3

 3  1155 吉川　幸利          ﾖｼｶﾜ ｻﾘ             五百木SC            小2

 4  1159 門田　彩聖          ｶﾄﾞﾀ ｲﾛｾ            五百木SC            幼

 5  1157 安部ななか          ｱﾍﾞ ﾅﾅｶ             五百木SC            小1

 6   460 山本　芽生          ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ             南海朝生田          小1

 7   472 早川　佳那          ﾊﾔｶﾜ ｶﾅ             南海朝生田          小3

 8

 2組
 1

 2   373 松下　瑠夏          ﾏﾂｼﾀ ﾙｶ             えいし北条          小1

 3   277 中川　愛菜          ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾅ           えいし砥部          幼

 4  1164 山中さくら          ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗ            五百木SC            小4

 5   379 住田　桃果          ｽﾐﾀﾞ ﾓﾓｶ            えいし北条          小1

 6   371 新田　浬乃          ﾆｯﾀ ﾘﾉ              えいし北条          小2

 7   374 渡部友里愛          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｱ           えいし北条          小1

 8

 3組
 1

 2  1514 橘川　紗蘭          ｷﾂｶﾜ ｻﾗ             南海DC              小3

 3   464 渡邉　京香          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ          南海朝生田          小2

 4  1171 二宮　さわ          ﾆﾉﾐﾔ ｻﾜ             五百木SC            小3

 5  1183 酒井　結衣          ｻｶｲ ﾕｲ              五百木SC            小1

 6  1481 橋本すみれ          ﾊｼﾓﾄ ｽﾐﾚ            南海DC              小2

 7   288 福原　　翠          ﾌｸﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ           えいし砥部          小4

 8

 4組
 1

 2  1180 中矢　紫媛          ﾅｶﾔ ｼｵﾝ             五百木SC            幼

 3  1167 松岡　怜佳          ﾏﾂｵｶ ﾚｲｶ            五百木SC            小1

 4  1175 秀野　　光          ｼｭｳﾉ ﾋｶﾘ            五百木SC            小1

 5  1162 山中　華恵          ﾔﾏﾅｶ ｶｴ             五百木SC            小2

 6  1168 谷中　さと          ﾀﾆﾅｶ ｻﾄ             五百木SC            小3

 7   474 白石　理乃          ｼﾗｲｼ ﾘﾉ             南海朝生田          小3

 8

 5組
 1

 2  1186 森　　美桜          ﾓﾘ ﾐｵ               五百木SC            小2

 3   840 目見田綺莉          ﾒﾐﾀ ｷﾗﾘ             石原SC              小3

 4   835 望月　真心          ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｺ            石原SC              小4

 5   836 井上　凛香          ｲﾉｳｴ ﾘﾝｶ            石原SC              小3

 6  1201 阪田　心結          ｻｶﾀ ﾐﾕ              五百木SC            小1

 7  1173 門田　陽咲          ｶﾄﾞﾀ ﾋｻｷ            五百木SC            小3

 8

 6組
 1

 2   376 石田　由芽          ｲｼﾀﾞ ﾕﾒ             えいし北条          小3

 3   466 清水　海伶          ｼﾐｽﾞ ﾐﾚｲ            南海朝生田          小2

 4  1192 松本　莉巳          ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾐ             五百木SC            小2

 5   267 三好　奈緒          ﾐﾖｼ ﾅｵ              ｱｽﾞｻ松山            小2

 6  1434 矢野ひまり          ﾔﾉ ﾋﾏﾘ              南海DC              小5

 7  1603 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  1195 鴨川　菜乃          ｶﾓｶﾞﾜ ﾅﾉ            五百木SC            小3

 3  1508 渡部　愛梨          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ           南海DC              小3

 4   269 若林　香恋          ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ          ｱｽﾞｻ松山            小2

 5  1204 池内　杏実          ｲｹｳﾁ ｱｽﾞﾐ           五百木SC            小2

 6  1189 玉井　咲衣          ﾀﾏｲ ｻｷｴ             五百木SC            小1

 7  1470 野澤しおり          ﾉｻﾞﾜ ｼｵﾘ            南海DC              小2

 8

 8組
 1

 2  1198 加藤　愛理          ｶﾄｳ ｱｲﾘ             五百木SC            小1

 3   819 奥　　博美          ｵｸ ﾋﾛﾐ              石原SC              小5

 4  1496 藤本　彩里          ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾘ            南海DC              小2

 5   817 奥　　優香          ｵｸ ﾕｳｶ              石原SC              小5

 6   842 坪井　愛結          ﾂﾎﾞｲ ｱﾕ             石原SC              小3

 7   827 樋口万悠香          ﾋｸﾞﾁ ﾏﾕｶ            石原SC              小4

 8

 9組
 1

 2   824 大西　咲楽          ｵｵﾆｼ ｻｸﾗ            石原SC              小5

 3  1487 芳野　結花          ﾖｼﾉ ﾕｳｶ             南海DC              小3

 4   261 山田　　媛          ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒ             ｱｽﾞｻ松山            小3

 5   829 菅　裕香子          ｶﾝ ﾕｶｺ              石原SC              小4

 6   821 加地彩希子          ｶｼﾞ ｻｷｺ             石原SC              小5

 7   816 藤田　夏樹          ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂｷ            石原SC              小5

 8

10組
 1

 2  1207 西村　希美          ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ           五百木SC            小6

 3   832 岩崎　眞子          ｲﾜｻｷ ﾏｺ             石原SC              小4

 4   480 津田　心晴          ﾂﾀﾞ ｺﾊﾙ             南海朝生田          小4

 5   831 堀川　詞美          ﾎﾘｶﾜ ｺﾄﾐ            石原SC              小4

 6   833 上石　采周          ｳｴｲｼ ｱﾏﾈ            石原SC              小4

 7  1449 中山　優南          ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ            南海DC              小3

 8

11組
 1

 2   475 市丸　絢菜          ｲﾁﾏﾙ ｱﾔﾅ            南海朝生田          小4

 3  1214 永野　心優          ﾅｶﾞﾉ ﾐﾕ             五百木SC            小5

 4   488 白石　彩乃          ｼﾗｲｼ ｱﾔﾉ            南海朝生田          小6

 5  1227 松岡　茉那          ﾏﾂｵｶ ﾏﾅ             五百木SC            小3

 6  1218 山本　　実          ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ            五百木SC            小3

 7  1210 篠永　多希          ｼﾉﾅｶﾞ ﾀｷ            五百木SC            小4 棄権

 8

12組
 1

 2   483 石井　花奈          ｲｼｲ ﾊﾅ              南海朝生田          小6

 3  1467 三浦　千咲          ﾐｳﾗ ﾁｻｷ             南海DC              小5

 4  1233 秀野　　葵          ｼｭｳﾉ ｱｵｲ            五百木SC            小4

 5   811 舂井　亜未          ｳｽｲ ｱﾐ              石原SC              小6

 6  1490 長井　　仁          ﾅｶﾞｲ ﾆﾁｶ            南海DC              小4

 7   254 植田　菜南          ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ            ｱｽﾞｻ松山            小4

 8
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13組
 1

 2  1222 玉井　咲圭          ﾀﾏｲ ｴﾐｶ             五百木SC            小6

 3  1538 和田菜々実          ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ             南海DC              小6

 4  1241 大川　心暖          ｵｵｶﾜ ｼｵﾝ            五百木SC            中1

 5   306 渡邉　琴音          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ           えいし砥部          高1

 6   806 窪田　美咲          ｸﾎﾞﾀ ﾐｻｷ            石原SC              中1

 7  1229 中岡　果音          ﾅｶｵｶ ｶﾉﾝ            五百木SC            小5

 8

14組
 1

 2   808 高橋　瑞季          ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           石原SC              中1

 3  1590 西岡　泉美          ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ           南海DC              中1

 4  1570 三野　朱音          ﾐﾉ ｱｶﾈ              南海DC              中1

 5  1575 高内　七海          ﾀｶﾅｲ ﾅﾅﾐ            南海DC              中2

 6   235 寺坂　　栞          ﾃﾗｻｶ ｼｵﾘ            ｱｽﾞｻ松山            高2

 7   252 永田　実悠          ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ             ｱｽﾞｻ松山            小4

 8


