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男子名簿
   名 選手

 第一学区
小学生 阿部 将之 田中 一郎 田中 春吾

中学生 斎藤 旭 上野 流寛 高橋 大洋

 第二 第四合同
小学生 大宮 和真 大宮 健治 五十嵐 夏騎 山泉 貴義

中学生 佐藤 如羽 服部 晃大

 第四学区 
小学生 本間 叶夢 古川 涼我 鈴木 歩 長谷川 琉乃

中学生 佐藤 謙之介 菅原 健聖 佐藤 伶斗 中村 柚介

 第四学区 
小学生 井上 涼 菅井 寿真 長谷川 大輔 井上 鴻

中学生 小笠原 奏太 池田 龍将 五十嵐 晴輝 鈴木 優

 余目地区 
小学生 佐藤 瑛太 髙橋  悠 樋渡 真翔

中学生 菊地 一希 菊地 洸希 松浦 華唯

 余目地区 
小学生 伊藤 勇翔 渡辺 航誠 高橋 真翔

中学生 福田 蓮 佐藤 拓磨 高橋 優稀 池田 裕

 黄金地区
小学生 五十嵐 満輝 松本 丈玄 松浦 璃一 大滝 昭人

中学生 高橋 太洋 上野 流寛

 三川地区
小学生 大川 滉平 日向 匠 佐藤 忠裕

中学生 日向 諒 佐藤 愛恵 本間 美里

女子名簿

   名 選手

 櫛引地区
小学生 成田 瑞葵 五十嵐 諒子 原田 采佳 佐久間 美紅

中学生 金内 葵 佐藤 優 原田 佳奈

 第四学区 
小学生 五十嵐   榎本 莉子 亀井 春花

中学生 佐藤 和 澤田 茱知 鈴木 里奈 木村 美咲

 第四学区 
小学生 長谷川珠恵良 石川 桜 青柳 愛心

中学生 鈴木 萌 華 相澤 侑 西村 灯 島田 瑞希

 第六学区
小学生 鈴木 里穂 佐藤 美喜 富樫 芽生 阿部 光葵

中学生 渡邉 悠奈 渡會 実来 清野 琳緒 鎌田 晏夢

 余目地区
小学生 伊藤 遙夏 齋藤 倖裟 五十嵐 奏

中学生 富樫 桃花 豊村   香 佐藤 彩佳 土井 希星

    地区 
小学生 五十嵐 心彩 山川 和紗 榎本 望愛 斎藤 光帆

中学生 佐藤    奈良 光 本間 蘭 榎本 結菜

    地区 
小学生 遠藤 七 子 三浦 七海 佐藤 希采 本間 梨心

中学生 榎本 花暖 本間 悠 五十嵐 結花 佐藤    


