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 1組
 1

 2   437 池田　瑛太          ｲｹﾀﾞ ｴｲﾀ            南海朝生田          小4

 3   438 山田　渚月          ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ            南海朝生田          小4

 4   428 正岡　将大          ﾏｻｵｶ ﾏｻﾋﾛ           南海朝生田          小3

 5   405 越智　佑聖          ｵﾁ ﾕｳｾｲ             南海朝生田          小2

 6   433 三村　英煌          ﾐﾑﾗ ｴｲｺｳ            南海朝生田          小3

 7

 8

 2組
 1

 2   427 仲田　健悟          ﾅｶﾀ ｹﾝｺﾞ            南海朝生田          小3

 3   398 奥山　敦士          ｵｸﾔﾏ ｱﾂｼ            南海朝生田          小1

 4   387 高須賀　丈          ﾀｶｽｶ ｼﾞｮｳ           南海朝生田          小1

 5   394 本宮　悠成          ﾎﾝｸﾞｳ ﾕｳｾｲ          南海朝生田          小1

 6   424 河野　直輝          ｺｳﾉ ﾅｵｷ             南海朝生田          小3

 7

 8

 3組
 1

 2   384 柏村　悠翔          ｶｼﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ           南海朝生田          幼

 3   295 池田　泰煌          ｲｹﾀﾞ ﾀｲｺｳ           えいし砥部          幼

 4  1068 中矢　景介          ﾅｶﾔ ｹｲｽｹ            五百木SC            小1

 5   300 山田　陽介          ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ           えいし砥部          小3

 6   402 梅本　優希          ｳﾒﾓﾄ ﾕｳｷ            南海朝生田          小2

 7

 8

 4組
 1

 2  1060 後藤　希望          ｺﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾑ           五百木SC            小2

 3  1064 本田　洸大          ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾀ            五百木SC            小1

 4  1453 田辺　紹真          ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ           南海DC              小2

 5  1072 金子　祐也          ｶﾈｺ ﾕｳﾔ             五百木SC            幼

 6   353 稲田　光祐          ｲﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ           えいし北条          小3

 7   793 本多　晴大          ﾎﾝﾀﾞ ｾｲﾀ            石原SC              小2

 8

 5組
 1

 2   443 野尻　心陽          ﾉｼﾞﾘ ｺﾊﾙ            南海朝生田          小4

 3   365 谷本　　暁          ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾗ            えいし北条          小2

 4  1061 大野龍之介          ｵｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ          五百木SC            小2

 5  1499 石井　　諒          ｲｼｲ ﾘｮｳ             南海DC              小2

 6   440 長尾　是成          ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾅﾘ           南海朝生田          小4

 7   452 髙橋　律太          ﾀｶﾊｼ ﾘﾂﾀ            南海朝生田          小6

 8

 6組
 1

 2  1066 島崎　悠希          ｼﾏｻﾞｷ ﾊﾙｷ           五百木SC            小2 棄権

 3   782 山口　楓馬          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳﾏ           石原SC              小5

 4  1078 兵　　逸平          ﾋｮｳ ｲｯﾍﾟｲ           五百木SC            小4

 5  1069 山田　哲生          ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯｾｲ           五百木SC            小1

 6  1080 兵　　淳平          ﾋｮｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         五百木SC            小2

 7  1082 玉乃井蒼空          ﾀﾏﾉｲ ｿﾗ             五百木SC            小2

 8
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 7組
 1

 2   785 清水　幹太          ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ            石原SC              小3

 3   432 堀内　　稔          ﾎﾘｳﾁ ﾐﾉﾙ            南海朝生田          小3

 4   346 山守　拓実          ﾔﾏﾓﾘ ﾀｸﾐ            えいし北条          小5

 5   272 堀田　宗佑          ﾎｯﾀ ｿｳｽｹ            えいし砥部          小4

 6  1475 河内　康伸          ｺｳﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ           南海DC              小2

 7  1075 髙橋　優太          ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ          五百木SC            小5

 8

 8組
 1

 2   356 渡部　勝太          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ          えいし北条          小4

 3  1458 阿部　垂都          ｱﾍﾞ ﾀﾙﾄ             南海DC              小2

 4  1085 渡辺　直央          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ            五百木SC            小2

 5   434 石川　大翔          ｲｼｶﾜ ﾏｻﾄ            南海朝生田          小4

 6   796 堀川　卓幹          ﾎﾘｶﾜ ﾀｸﾐ            石原SC              小1

 7  1092 鴨川　　舜          ｶﾓｶﾞﾜ ｼｭﾝ           五百木SC            小5

 8

 9組
 1

 2   783 清水　遥登          ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ            石原SC              小4

 3   274 中川　琥太          ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ           えいし砥部          小2

 4   286 伊藤　慶人          ｲﾄｳ ｹｲﾄ             えいし砥部          小4

 5  1454 沢田虎志朗          ｻﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ          南海DC              小3

 6  1089 中岡　翔大          ﾅｶｵｶ ｼｮｳﾀ           五百木SC            小2

 7   420 阿部　純大          ｱﾍﾞ ｱﾂﾋﾛ            南海朝生田          小3

 8

10組
 1

 2   357 島田　　朋          ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓ             えいし北条          小4

 3  1435 玉井　悠慎          ﾀﾏｲ ﾕｳﾏ             南海DC              小1

 4  1103 近藤　麻斗          ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾄ           五百木SC            小2

 5  1444 中野　晴翔          ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ             南海DC              小2

 6  1099 阪田　雄太          ｻｶﾀ ﾕｳﾀ             五百木SC            小4

 7   409 兼平　　諒          ｶﾈﾋﾗ ﾘｮｳ            南海朝生田          小2

 8

11組
 1

 2  1096 門田　煌征          ｶﾄﾞﾀ ｺｳｾｲ           五百木SC            小1

 3   228 今川　藍斗          ｲﾏｶﾞﾜ ｱｲﾄ           ｱｽﾞｻ松山            小3

 4  1113 菅野　　笙          ｶﾝﾉ ｿｳ              五百木SC            小1

 5   293 児玉　旺典          ｺﾀﾞﾏ ｵｳｽｹ           えいし砥部          小4

 6   449 三谷　英二          ﾐﾀﾆ ｴｲｼﾞ            南海朝生田          小6

 7   227 高岡　煌大          ﾀｶｵｶ ｺｳﾀﾞｲ          ｱｽﾞｻ松山            小3

 8

12組
 1

 2   423 村上　　諒          ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ            南海朝生田          小3

 3   444 山本朔太郎          ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾀﾛｳ          南海朝生田          小5

 4   304 白石　康大          ｼﾗｲｼ ｺｳﾀﾞｲ          えいし砥部          小6

 5   451 尾﨑　登士          ｵｻﾞｷ ﾄｳｼﾞ           南海朝生田          小6

 6  1135 京河　奏人          ｷｮｳｶﾜ ｶﾅﾄ           五百木SC            小5

 7   446 坂井　翔栄          ｻｶｲ ｼｮｳｴｲ           南海朝生田          小5

 8
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13組
 1

 2  1466 神野　叶羽          ｼﾞﾝﾉ ﾄﾜ             南海DC              小4

 3   230 矢野　正宗          ﾔﾉ ﾏｻﾑﾈ             ｱｽﾞｻ松山            小3

 4   766 谷淵　　怜          ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾚｲ            石原SC              中1

 5   768 上石　青空          ｳｴｲｼ ｿﾗ             石原SC              小6

 6   223 上之門将人          ｶﾐﾉｶﾀﾞ ﾏｻﾄ          ｱｽﾞｻ松山            小5

 7  1547 渡部　泰成          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ          南海DC              小4

 8

14組
 1

 2  1130 秀野　敬祐          ｼｭｳﾉ ｹｲｽｹ           五百木SC            小6

 3  1557 大山　葵生          ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ            南海DC              小3

 4   323 石田　和聖          ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ           えいし砥部          中1

 5  1510 大野　生吹          ｵｵﾉ ｲﾌﾞｷ            南海DC              小5

 6  1142 池内　亮真          ｲｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ           五百木SC            小5

 7  1521 木下　悠斗          ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ            南海DC              中1

 8

15組
 1

 2  1118 二宮　　彪          ﾆﾉﾐﾔ ﾀｹｼ            五百木SC            小6

 3   773 渡邊　渓太          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ           石原SC              小6

 4  1553 石田　結大          ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ            南海DC              中1

 5  1124 玉井　大貴          ﾀﾏｲ ﾋﾛﾀｶ            五百木SC            小5

 6   776 山本　隆成          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ          石原SC              小6

 7  1517 永田　　空          ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ             南海DC              小5

 8

16組
 1

 2  1143 谷中　泰之          ﾀﾆﾅｶ ﾀｲｼ            五百木SC            小5

 3   329 山田　健介          ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ           えいし砥部          中1

 4   455 中上　翔太          ﾅｶｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ          南海朝生田          中2

 5   213 山﨑　創太          ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ            ｱｽﾞｻ松山            小6

 6   331 武田　希心          ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ           えいし砥部          中1

 7   215 満汐　航士          ﾐﾂｼｵ ｺｳｼ            ｱｽﾞｻ松山            小5

 8

17組
 1

 2   757 檜垣　　光          ﾋｶﾞｷ ﾋｶﾙ            石原SC              中1

 3   762 田中　陽大          ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ             石原SC              中1

 4   341 髙須賀壮太          ﾀｶｽｶ ｿｳﾀ            えいし砥部          中3

 5  1539 松井　颯志          ﾏﾂｲ  ｿｳｼ            南海DC              中1

 6  1565 越智　翔優          ｵﾁ ｼｮｳﾔ             南海DC              中1

 7   283 丹生谷息吹          ﾆｭｳﾉﾔ ｲﾌﾞｷ          えいし砥部          小6

 8

18組
 1   491 神田　悠斗          ｶﾝﾀﾞ                南海DC              高1

 2  1585 大野孝太郎          ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ           南海DC              中1

 3  1554 渡辺　航星          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ          南海DC              高1

 4  1608 市原　舜鷹          ｲﾁﾊﾗ ｼｵﾝ            南海DC              高2

 5  1611 窪田　　樹          ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ            南海DC              中3

 6  1532 菊池　映吾          ｷｸﾁ ｴｲｺﾞ            南海DC              高2

 7   315 二宮　那央          ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵ             えいし砥部          高2

 8


