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 1組
 1

 2

 3     3 えいしSC砥部C       

                        
無差別

  341 髙須賀壮太      ﾀｶｽｶ ｿｳﾀ        中3

  320 大川　響生      ｵｵｶﾜ ｷｮｳｾｲ      中1

  318 宮田　爽詩      ﾐﾔﾀ ｿｳｼ         中1

  283 丹生谷息吹      ﾆｭｳﾉﾔ ｲﾌﾞｷ      小6

 4    15 石原B               

                        
無差別

  804 樋口　澪唯      ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ         中3

  806 窪田　美咲      ｸﾎﾞﾀ ﾐｻｷ        中1

  808 高橋　瑞季      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ       中1

  814 兵頭　まい      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｲ       小6

 5     2 えいしSC砥部B       

                        
無差別

  315 二宮　那央      ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵ         高2

  338 三好　未来      ﾐﾖｼ ﾐｸ          中3

  306 渡邉　琴音      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ       高1

  324 重見　祐人      ｼｹﾞﾐ ﾕｳﾄ        高1

 6     1 えいしSC砥部A       

                        
無差別

  307 岡田　英明      ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ      小3

  310 岡田　真奈      ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ         小1

  277 中川　愛菜      ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾅ       幼

  274 中川　琥太      ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ       小2
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 2組
 1

 2

 3     4 えいしSC北条A       

                        
無差別

  363 谷本　　暁      ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾗ        小2

  380 一色　星空      ｲｯｼｷ ｾｲﾗ        小1

  377 住田　桃果      ｽﾐﾀﾞ ﾓﾓｶ        小1

  358 藤田　海心      ﾌｼﾞﾀ ｶｲｼﾝ       小2

 4     8 南海ＤＣ　　Ｃ      

                        
無差別

 1557 大山　葵生      ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ        小3

 1448 中山　優南      ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ        小3

 1454 沢田虎志朗      ｻﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ      小3

 1486 芳野　結花      ﾖｼﾉ ﾕｳｶ         小3

 5     5 えいしSC北条B       

                        
無差別

  356 渡部　勝太      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ      小4

  353 稲田　光祐      ｲﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ       小3

  375 石田　由芽      ｲｼﾀﾞ ﾕﾒ         小3

  357 島田　　朋      ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓ         小4

 6    14 石原A               

                        
無差別

  757 檜垣　　光      ﾋｶﾞｷ ﾋｶﾙ        中1

  760 坪田　　陸      ﾂﾎﾞﾀ ﾘｸ         中1

  762 田中　陽大      ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ         中1

  794 城戸　心呂      ｷﾄﾞ ｺｺﾛ         小2
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 3組
 1

 2     7 南海ＤＣ　　Ｂ      

                    学童
無差別

 1443 中野　晴翔      ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ         小2

 1466 神野　叶羽      ｼﾞﾝﾉ ﾄﾜ         小4

 1557 大山　葵生      ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ        小3

 1470 野澤しおり      ﾉｻﾞﾜ ｼｵﾘ        小2

 3    11 南海ＤＣ　　Ｆ      

                    学童
無差別

 1523 宮内啓士郎      ﾐﾔｳﾁ ｹｲｼﾛｳ      小6

 1603 白石穂乃花      ｼﾗｲｼ ﾎﾉｶ        小4

 1546 渡部　泰成      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ      小4

 1527 井上　鳳華      ｲﾉｳｴ ｱｹﾞﾊ       小6

 4     9 南海ＤＣ　　Ｄ　    

                    学童
無差別

 1562 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小4

 1515 永田　　空      ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ         小5

 1467 三浦　千咲      ﾐｳﾗ ﾁｻｷ         小5

 1482 田井　雄斗      ﾀｲ ﾕｳﾄ          小5

 5    10 南海ＤＣ　　Ｅ      

                    学童
無差別

 1490 長井　　仁      ﾅｶﾞｲ ﾆﾁｶ        小4

 1510 大野　生吹      ｵｵﾉ ｲﾌﾞｷ        小5

 1504 田口　幸奈      ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ        小5

 1464 神野　叶羽      ｼﾞﾝﾉ ﾄﾜ         小4

 6     6 南海ＤＣ　　Ａ      

                    学童
無差別

 1435 玉井　悠慎      ﾀﾏｲ ﾕｳﾏ         小1

 1543 渡部　莉央      ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘｵ       小2

 1472 河内　康伸      ｺｳﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ       小2

 1493 藤本　彩里      ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾘ        小2
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