
ゼッケン番号 氏名 読み方
1 市村 華椰 いちむら はるな 千葉
2 飯田　さら いいだ　さら 神奈川
3 今井　咲月 いまい　さつき 神奈川
4 遠藤　湖々 えんどう　ここ 神奈川
5 大澤　瑞加 オオサワ　ミズカ 栃木
6 大野　遥花 おおの　はるか 東京
7 大橋　柚杏 オオハシ　ユズ 栃木
8 岡﨑　恋遥 おかざきれんか 群馬
9 緒方　七海 おがたななみ 埼玉
10 岡　実優 おかみゆ 埼玉
11 尾崎　潮音 おざき　しおん 東京
12 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ 神奈川
13 木村　有寿 きむら　ゆず 東京
14 清村　菜々美 しむらななみ 群馬
15 清村萌々香 しむらももか 群馬
16 熊井戸　泉 くまいどいずみ 群馬
17 見学　翔一 ケンガク　ショウイチ 茨城
18 佐伯 恭佳 さえき きょうか 千葉
19 佐藤　結月 サトウ　ユヅキ 茨城
20 篠原　帆乃未 しのはらほのみ 埼玉
21 白石　実生 しらいしみう 群馬
22 杉山　優宇 スギヤマ　ユウ 栃木
23 関　亜咲 せき　あさき 神奈川
24 高岩　七菜 たかいわなな 群馬
25 髙橋　亜沙美 たかはし　あさみ 神奈川
26 田沼　香紅 タヌマ　ココ 茨城
27 堤　柚菜 つつみ　ゆずな 東京
28 樋田　有莉 トイタ　ユリ 茨城
29 鴇田　苺花 トキタ　イチカ 茨城
30 中川　南 ナカガワ　ミナミ 茨城
31 中田　結菜 なかだ　ゆいな 神奈川
32 沼尻　彩里 ヌマジリ　アヤリ 茨城
33 長谷川　花凛 はせがわ　かりん 東京
34 平塚　悠友 ひらつか　ゆう 東京

35 藤園　瑠海 ふじぞの　るか 神奈川

36 藤田　明日香 フジタ　アスカ 茨城
37 前濱　沙季 まえはまさき 埼玉
38 眞岡　優美 まおか　なつみ 神奈川
39 正木　怜 まさきれい 埼玉
40 宮庄　心 ミヤショウ　ココロ 茨城
41 山本　幸音 やまもと　ゆきね 神奈川
42 吉田　愛佳 よしだ　あいか 神奈川
43 吉田　もえ よしだもえ 群馬
44 米村　友菜 よねむら　ゆうな 東京
45 渡部　閏裡 わたなべうるり 群馬
46 藤部　琴美 ふじべ　ことみ OPEN
47 児玉　悠月 こだま　ゆづき OPEN

小４以下



ゼッケン番号 氏名 読み方 ゼッケン番号 氏名 読み方
101 東　なぎさ あずまなぎさ 埼玉 131 辻　杏樹 ツジ　アンジュ 山梨
102 青木　礼央那 あおき　れおな 神奈川 132 土屋　菜々子 つちやななこ 埼玉
103 安彦　衣織 あびこ　いおり 神奈川 133 勅使河原　美怜 テシガワラ　ミサト 茨城
104 有山　美憂 アリヤマ　ミユウ 茨城 134 富岡　風人 とみおかふうと 群馬
105 池田　翠月 いけだ　みづき 神奈川 135 富田　望愛 とみた　のあ 神奈川
106 石井　夏姫 いしい　なつき 神奈川 136 長與　春花 ながよ　はるか 神奈川
107 泉 菜乃帆 いずみ ななほ 千葉 137 長與　夕夏 ながよ　ゆうか 神奈川
108 岩崎　優羽 イワサキ　ユウ 茨城 138 西岡　このみ にしおかこのみ 埼玉
109 大城　咲来 おおき　さくら 神奈川 139 野村　愛莉 ノムラ　アイリ 茨城
110 尾崎　叶 おざき　かなう 神奈川 140 野村　純子 のむら　じゅんこ 神奈川
111 小野寺　星 おのでら　あかり 神奈川 141 橋本　菜穂 はしもと　なほ 神奈川
112 加藤　芽吹 かとう　いぶき 神奈川 142 橋本　遥花 はしもと　はるか 神奈川
113 金尾　澪 かなおしずく 埼玉 143 原田　万結子 はらだ　まゆこ 神奈川
114 金子　沙姫 かねこさき 埼玉 144 半田　梨菜 ハンダ　リナ 栃木
115 上斗米　新菜 かみとまい　にいな 東京 145 藤田　菜奈未 フジタ　ナナミ 茨城
116 河西　樹香 カワニシ　コノカ 茨城 146 星野　麻衣 ほしのまい 埼玉
117 川畑　珠笑 カワハタ　シュエ 茨城 147 松尾　莉沙 まつお　りさ 東京
118 岸邊　茉央 きしべ　まひろ 神奈川 148 宮澤　千尋 みやざわちひろ 埼玉
119 鬼頭　莉子 きとう　りこ 神奈川 149 宮下　夢羽 みやした　ゆら 東京
120 小池　美月 こいけ　みづき 東京 150 盛田　海 もりた　うみ 神奈川
121 齊藤　来愛 サイトウ　クレア 茨城 151 森田　梨音 もりたりおん 埼玉
122 斉藤　琴弓 サイトウ　コトミ 茨城 152 柳澤　遥愛 やなぎさわはるあ 群馬
123 酒井　優月 サカイ　ユヅキ 茨城 153 山口　彩莉 やまぐち　あやり 神奈川
124 櫻井　航 サクライ　ワタル 茨城 154 山口　楓香 ヤマグチ　フウカ 茨城
125 佐藤 琴美 さとう ことみ 千葉 155 山崎　愛実 やまざき　あいみ 神奈川
126 佐藤　海綺 さとう　みき 神奈川 156 山崎　汐音 やまざき　しおね 神奈川
127 鈴木　里彩 スズキ　リサ 茨城 157 山崎　凪咲 やまざき　なぎさ 神奈川
128 高橋　ひなの たかはし　ひなの 神奈川 158 山本　日香 やまもと　にこ 神奈川
129 高林　歩実 たかばやし　あゆみ 神奈川 159 居城　愛菜 いしろ　まな OPEN
130 田村　心愛 たむら　ここあ 神奈川 160 松田　吉納 まつだ　きの7 OPEN

161 櫻井　万里 さくらい　まり OPEN
162 白木　心々実 しらき　ここみ OPEN

小５・６



ゼッケン番号 氏名 読み方
201 赤星　夏菜 あかほし　なな 埼玉県
202 秋山　飛依 あきやま　ひより 埼玉県
203 秋山　夢翔 あきやま　ゆめか 埼玉県
204 安保　彩華 あんぼ　あやか 神奈川
205 伊地知　暖 いじち　のん 神奈川
206 伊藤　梨里 いとう　りりい 埼玉県
207 遠藤　音々 えんどう　ねね 神奈川
208 大森　まりや おおもり　まりや 神奈川
209 大和田　優菜 おおわだ　ゆうな 埼玉県
210 岡本　香穂 おかもと　かほ 東京
211 開田 夏帆 かいだ なつほ 千葉
212 上斗米　彩花 かみとまい　あやか 東京
213 吉川　風美 キッカワ　カザミ 山梨
214 小林　未佳 こばやし　みか 埼玉県
215 佐久間　星来 サクマ　セイラ 茨城
216 佐藤　夢 さとう　ゆめ 群馬
217 地引　瞳奈 ジビキ　アイナ 茨城
218 嶌田　隼太 シマダ　シュンタ 茨城
219 清水　夕姫 シミズ　ユウキ 山梨
220 白石 愛 しらいし まな 千葉
221 諏訪　礼奈 すわ　れいな 東京
222 高久　希 たかく　のぞみ 神奈川
223 田島　優衣 たじま　ゆい 群馬
224 冨永　幸海 とみなが　ゆきみ 神奈川
225 飛知和　愛 ひちわ　あい 東京
226 日吉　彩乃 ひよし　あやの 東京
227 伏見　空 フシミ　ソラ 山梨
228 松尾　碧海 まつお　あみ 東京
229 松本　萌花 まつもと　もえか 埼玉県
230 黛　歩果 まゆずみ　あゆか 群馬
231 村上　杏奈 むらかみ　あんな 東京
232 村木　詩歩 むらき　しほ 埼玉県
233 本村　美紗希 モトムラ　ミサキ 茨城
234 森泉　紀葉 もりいずみ　のりは 群馬
235 諸岡　育実 モロオカ　イクミ 茨城
236 山口　莉奈 やまぐち　りな 群馬
237 山田　樹奈 やまだ　じゅな 群馬
238 山本 夏妃 やまもと なつき 千葉
239 与口 真優 よぐち まゆ 千葉

中学生


