
順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｾﾞｯｹﾝ№ 性別 年齢 区分 記録 備考

1 清水　恵仁 シミズ　ケイト 桃-16 男 11 小5 0：11：02 男性１位

2 澤江　伊吹 サワエ　イブキ 桃-25 男 11 小5 0：11：06 男性２位

3 原田　栞那 ハラダ　カンナ 桃-11 女 12 小6 0：11：10 女性１位

4 石井　大翔 イシイ　ダイト 桃-47 男 10 小4 0：11：18 男性３位

5 鳥潟　右詩 トリガタ　ウタ 桃-22 男 11 小5 0：11：20

6 中村　翔太朗 ナカムラ　ショウタロウ 桃-54 男 10 小4 0：11：28

7 玉泉　鴻 タマイズミ　コウ 桃-2 男 12 小6 0：11：35

8 古重　笑愛 フルシゲ　エナ 桃-36 女 11 小5 0：11：48 女性２位

9 河口　竜 カワグチ　リュウ 桃-8 男 12 小6 0：11：51

10 松岡　颯志 マツオカ　ソウシ 桃-26 男 11 小5 0：11：52

11 田中　康大 タナカ　コウダイ 桃-33 男 11 小5 0：11：53

12 徳重　空 トクシゲ　ソラ 桃-5 男 11 小6 0：11：59

13 浅野　蒼一郎 アサノ　ソウイチロウ 桃-24 男 11 小5 0：12：07

14 山本　悠結 ヤマモト　ユユ 桃-43 女 10 小5 0：12：09 女性３位

15 片岡　秀斗 カタオカ　ヒデト 桃-21 男 11 小5 0：12：10

15 落合　柚月 オチアイ　ユヅキ 桃-40 女 11 小5 0：12：10

17 藤井　翔矢 フジイ　ショウヤ 桃-20 男 11 小5 0：12：11

17 高見　莉沙 タカミ　リサ 桃-38 女 11 小5 0：12：11

19 兼崎　秀朗 カネサキ　ヒデロウ 桃-3 男 12 小6 0：12：17

20 吉永　瑛紀 ヨシナガ　エイキ 桃-31 男 10 小5 0：12：24

21 山本　雄介　 ヤマモト　ユウスケ 桃-51 男 10 小4 0：12：29

22 安藤　星梨 アンドウ　セナ 桃-13 女 12 小6 0：12：37

23 前田　大毅 マエダ　タイキ 桃-4 男 12 小6 0：12：38

24 大島　響輝 オオシマ　ヒビキ 桃-6 男 12 小6 0：12：40

25 辻　彩花 ツジ　アヤカ 桃-12 女 11 小6 0：12：43

26 福冨　晴己 フクトミ　セナ 桃-23 男 10 小5 0：12：47

27 渡壁　陽斗 ワタカベ　ハルト 桃-52 男 10 小4 0：12：51

28 上田　純史 ウエダ　アツシ 桃-10 男 11 小6 0：12：52

29 藤本　芯勇 フジモト　シンユ 桃-49 男 10 小4 0：12：54

30 川﨑　綾音 カワサキ　アヤネ 桃-45 女 11 小5 0：12：59

31 原田　大輝 ハラダ　ダイキ 桃-46 男 10 小4 0：13：01

32 正司　美南 ショウジ　ミナミ 桃-42 女 10 小5 0：13：07

33 大谷　陽菜 オオタニ　ヒナ 桃-58 女 10 小4 0：13：12

34 大木　怜 オオギ　レン 桃-57 女 9 小4 0：13：13

35 三好　賢大 ミヨシ　ケンタ 桃-35 男 11 小5 0：13：15

36 藤田　展海　 フジタ　ヒロウミ 桃-17 男 10 小5 0：13：36

37 末冨　冴莉 スエトミ　サエリ 桃-59 女 10 小4 0：13：37

38 片山　樹実 カタヤマ　タツミ 桃-18 男 10 小5 0：13：56

39 寺田　裕貴 テラダ　ユウキ 桃-32 男 10 小5 0：14：10

40 赤松　美月 アカマツ　ミヅキ 桃-44 女 11 小5 0：14：17
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41 長浴　塁 ナガエキ　ルイ 桃-7 男 12 小6 0：14：29

42 近藤　麻央 コンドウ　アオ 桃-60 女 10 小4 0：14：47

43 西村　海 ニシムラ　マリン 桃-56 女 9 小4 0：15：04

44 廣實　佑都 ヒロザネ　ユウト 桃-30 男 11 小5 0：15：21

45 錦織　大介 ニシコオリ　ダイスケ 桃-19 男 11 小5 0：15：23

46 道野　健吾 ミチノ　ケンゴ 桃-50 男 10 小4 0：15：41

47 深井　結子 フカイ　ユウコ 桃-39 女 11 小5 0：16：04

48 赤尾　優太 アカオ　ユウタ 桃-48 男 9 小4 0：16：22

49 鈴木　帆乃華 スズキ　ホノカ 桃-41 女 11 小5 0：16：58

50 赤尾　和香 アカオ　ノドカ 桃-14 女 12 小6 0：17：31

51 岡田　和樹 オカダ　カズキ 桃-29 男 11 小5 0：17：45

52 長谷川　瑛太 ハセガワ　エイタ 桃-53 男 9 小4 0：17：57

#N/A 弘中　佳太 ヒロナカ　ケイタ 桃-1 男 11 小6

#N/A 中井　翔湧 ナカイ　トワ 桃-9 男 11 小6

#N/A 久間　凌介 クマ　リョウスケ 桃-15 男 11 小5

#N/A 浜中　将真 ハマナカ　ショウマ 桃-27 男 11 小5 欠

#N/A 森　陽大 モリ　ヒナタ 桃-28 男 11 小5 欠

#N/A 松原　悠生 マツバラ　ユウ 桃-34 男 11 小5 欠

#N/A 木村　優那 キムラ　ユナ 桃-37 女 10 小5

#N/A 佐々木　瑠已 ササキ　ルイ 桃-55 男 9 小4


