
8月9日現在小学1年　男子 小学2年　男子

NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名

1001 ABSOUS Matthieu 2001 浅井 駿 2041 田島 尚樹

1002 雨宮 央幸 2002 石井 陽斗 2042 辻端 大惺

1003 伊藤 正信 2003 石掛 善地 2043 坪原 陽太朗

1004 大木 謙 2004 石橋 樹 2044 徳地 駿斗

1005 大塚 裕太郎 2005 伊藤隆之助 2045 Nakao Ren

1006 岡沢 遼生 2006 稲 寛太 2046 中溝 正人

1007 折笠 大翔 2007 井畑 圭一郎 2047 糠谷 啓太郎

1008 加藤人和 2008 ウォルバーグ 逞央 2048 沼上 芽以

1009 神谷 直輝 2009 内山 倖太朗 2049 浜中 直明

1010 河野 忠彦 2010 内山隼 2050 原 碧芭

1011 齋藤 海聖 2011 宇埜 遼太郎 2051 原田 祥吾

1012 作本建太 2012 大川 慶士 2052 樋口 涼也

1013 澤村 頼人 2013 大城 凛馬 2053 比田井 斎

1014 ジュラヴリョフミハイル 2014 小川 泰知 2054 bivens miles

1015 杉田 晃大 2015 筬島 瑛大 2055 平山 悠

1016 須田 蒼大 2016 小野里悠吾 2056 藤並 拓郎

1017 高山 仁 2017 小野澤 柊二 2057 堀内 大地

1018 竹内 栄弥 2018 梶川悠真 2058 丸橋 聡介

1019 田中 紘暉 2019 神谷創悦 2059 水越宏太

1020 知名 純希 2020 亀田虎之介 2060 山岸 大洲

1021 外川 陽向 2021 菅野 太壱 2061 山口 虎太郎

1022 西馬 遼介 2022 菊江 諒成 2062 若松 慶

1023 西尾 巧 2023 木村 蕾翔 2063 渡辺 憩

1024 畑地 晃成 2024 小林 拓海

1025 花岡 優太 2025 五味川 瑛太

1026 檜 常成 2026 紺野 武琉

1027 福井 優哉 2027 坂本直太郎

1028 藤沢 啓司 2028 佐々木 健人

1029 藤澤 燎 2029 佐藤 蒼太

1030 古畑 尊義 2030 渋沢 慎太郎

1031 松浦 英志 2031 清水 勇登

1032 村西 啓吾 2032 ジョンストンベガス

2033 菅谷 逢希

2034 菅原 昊志

2035 杉崎 永季

2036 杉村 奏

2037 杉本 陽基

2038 仙田 崇悟

2039 高巣 健太

2040 瀧澤 直向



8月9日現在小学3年　男子 小学4年　男子

NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名

3001 青木 駿弥 3041 重田 将希 4001 浅井 彗音 4041 外川 大和

3002 青柳 由羅 3042 菅原 湊真 4002 浅沼 佳吾 4042 長井 康生

3003 赤尾杉 夏斗 3043 鈴木 悠久 4003 新井 伸宙 4043 中井玄埜

3004 秋元 大輝 3044 鈴木 琉楓 4004 新井 陽大 4044 中川西 孝介

3005 秋山 湊 3045 須田 裕大 4005 新谷 蓮人 4045 中村 幸太郎

3006 ABSOUS Clement 3046 砂山 空 4006 泉屋 吉希 4046 長山力丸

3007 池田 直人 3047 関 兼二郎 4007 板井 良太 4047 西崎 大貴

3008 石掛 大馳 3048 平 松太 4008 伊東 佳悟 4048 西間木洸太朗

3009 石原 優斗 3049 高尾真樹 4009 ウォルバーグ 彪悟 4049 林 光希

3010 板津 直翔 3050 高尾裕利 4010 内山 眞之介 4050 原田 慎一

3011 今泉 和真 3051 高橋 晄 4011 大井 凛之介 4051 平野 弘騎

3012 岩田 春之助 3052 竹田 壮佑 4012 大島 歩夢 4052 広方 駿

3013 上野 竜輝 3053 谷 将吾 4013 小川 正哉 4053 福田 葉音

3014 植村 俊翔 3054 玉木 日夏汰 4014 小野 誉 4054 藤森 聖太

3015 Volkov Peter 3055 角田 頼武 4015 小野寺 亮人 4055 細井 渚吾

3016 大木 心 3056 徳永 隼斗 4016 河西 泰知 4056 細野 塁

3017 大久保 柾 3057 戸村 空汰 4017 柏村 隼斗 4057 堀田 駿哉

3018 大城 琥太郎 3058 永田 博人 4018 片方 拓海 4058 本坊 公暉

3019 大道 修造 3059 中野樹 4019 神谷毅仁 4059 町野 永宜

3020 岡田 昊大 3060 中村 暖輝 4020 川鍋 日志 4060 松浦 光汰

3021 岡田 隼 3061 中村 虎太郎 4021 河原崎拓水 4061 三崎圭悟

3022 小澤聖那斗 3062 中村 大芽 4022 久保田 啓太 4062 村井 翔悟

3023 越智 亮太郎 3063 長山晃 4023 久保田 智貴 4063 望月 瑛太

3024 折坂 優輔 3064 西根 瑛太郎 4024 蔵持 龍成 4064 森下 慶也

3025 鏡山 裕翔 3065 野口 湊一朗 4025 黒瀬 諭一朗 4065 森山 泰雅

3026 加古 蓮太郎 3066 野田 琉生 4026 五味川 颯太 4066 諸岡 文平

3027 加藤優和 3067 初鹿 啓太 4027 佐藤 圭悟 4067 諸持 一光

3028 蒲生 倫矢 3068 濱道 琉太 4028 佐藤匠 4068 柳沼悠大

3029 菊地 虎太郎 3069 林 新斗 4029 島尾 亮太 4069 八坂 慶志

3030 喜納 大翔 3070 廣瀬 立 4030 清水 壮弥 4070 安田 蒼祐

3031 木村 早太 3071 藤田 晃羽 4031 下村 太一 4071 山形風薫

3032 熊谷健太 3072 藤田龍之介 4032 菅田 馨 4072 山川 朔太朗

3033 蔵方 瑠音 3073 本間 春汰 4033 菅谷 蓮 4073 山西 玲音

3034 紅林 涼雅 3074 前田 悠晴 4034 杉本 悠朔 4074 湯井 修大

3035 小池 隼介 3075 松本 万 4035 杉山 昊希 4075 吉村 光永

3036 小阪 琉碧 3076 真野きらり 4036 大本 寿以喜 4076 渡部 龍愛

3037 児玉 昊汰 3077 三浦 晴海 4037 高崎広太

3038 小林帆駈 3078 宮城 太誓 4038 田上 遼佑

3039 今野 颯也 3079 山木哉 4039 高家 大地

3040 佐野 凌麻 3080 山岸 壱静 4040 千葉 優樹

3081 山下洋樹

3082 山根 佳大

3083 八幡 創



8月9日現在小学5年　男子 小学6年　男子

NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名 NO 氏名

5001 青木 瑞樹 5041 生田目陽 6001 赤嶺 琉翔 6041 真山和陽十

5002 新井 信之介 5042 新治慶 6002 池田 隼矢 6042 宮森 大翔

5003 飯田 峻太朗 5043 西詰 世彬 6003 池田 丞 6043 三輪田 幸兜

5004 飯塚 嵐 5044 西堀功一郎 6004 石橋 直久 6044 村岡 聖仁

5005 五十嵐 輝 5045 Noriega Juan 6005 伊東 文仁 6045 森下 翔太

5006 石井 快虎 5046 濱田 翔太 6006 大久保 樹 6046 安田 快利

5007 石井 倫弥 5047 林 勇輝 6007 小野寺 巧真 6047 山崎直人

5008 石原 拓磨 5048 比田井 基 6008 影山 純也 6048 山田 雄大

5009 市川瑠依 5049 平澤 和磨 6009 加瀬 大翔 6049 吉田 光来

5010 岩松 紘 5050 福井 政人 6010 北村 彰一

5011 Volkov Leo 5051 古澤 創 6011 久保田 大翔

5012 遠藤真心 5052 Petrides Christian 6012 小松 亮介

5013 岡田 啓吾 5053 細谷結希 6013 紺野 一哉

5014 小川 颯太 5054 Makino Ren 6014 権瓶 ルーカス音生

5015 筬島 大貴 5055 増田 竣斗 6015 斎藤 健

5016 小野 宣長 5056 松坂 謙吾 6016 ザン 愁真

5017 加藤 心暖 5057 水谷 悠平 6017 下関 創大

5018 加藤 大慈 5058 皆川 輝太朗 6018 白木 正太郎

5019 河村雄斗 5059 箕輪 優乙 6019 白坂陽

5020 後藤 優周 5060 村井 悠朔 6020 鈴木 秀鳳

5021 小林 賢弥 5061 村山 真那斗 6021 関口 孝哉

5022 三枝 俊太郎 5062 森 桜斗 6022 関口 幸哉

5023 佐藤 光夢 5063 八尾 桂奨 6023 平 健誠

5024 佐藤 遥 5064 山内 陸大 6024 田中 健心

5025 佐藤 結希 5065 山澤 斗眞 6025 田中 昊太

5026 杉山 泰賀 5066 山下 市太郎 6026 茶谷 秀羽

5027 須崎 和 5067 山下俊一郎 6027 チャドウィック 央利把

5028 砂山 光起 5068 横川 渉 6028 筒井 和

5029 関 陽斗 5069 ロバーツ 舵安志 6029 角田 琉海

5030 高田 優輝 5070 若尾 樟平 6030 冨岡 遼太

5031 高橋 侑真 5071 若竹 慶育 6031 直江 城太朗

5032 武口 凌大 5072 若松 蓮 6032 中西隆博

5033 武田将志 6033 中本 純平

5034 竹本 悟士 6034 中山寛太

5035 田島 綾人 6035 新妻 煌大

5036 田中 駿 6036 西川 悠介

5037 谷口 泰隆 6037 廣瀬 健吾

5038 常泉 康 6038 藤森 龍世

5039 内藤 裕心 6039 古川 碧

5040 Nakao Ken 6040 松井 麟太郎


