
U-10 男子 

 

1 11:04～11:32  小俣 奏芽 おまた かなめ 

2 11:08～11:36  横田 百恵 よこた ももえ 

3 11:12～11:40  国分 央武 こくぶ ひろむ 

4 11:16～11:44  石和田 岳人 いしわだ がくと 

5 11:20～11:48  倉本 心温 くらもと しおん 

6 11:24～11:52  渡邉 禮洋 わたなべ あきひろ 

7 11:28～11:56  吉島 潤 よしじま じゅん 

8 11:32～12:00  井上 晴生 いのうえ はるき 

9 11:36～12:04  窪庭 暖斗 くぼにわ はると 

10 11:40～12:08  篠崎 太智 しのざき たいち 

11 11:44～12:12  佐藤 宇 さとう そら 

12 11:48～12:16  大西 楓虹 おおにし ふうこう 

13 11:52～12:20  深澤 奏貴 ふかさわ そうき 

14 11:56～12:24  宮嶋 瑛仁 みやじま えいと 

15 12:00～12:28  石田 奏 いしだ はく 

16 12:04～12:32  前田 匡孝 まえだ まさたか 

17 12:08～12:36  春日井 慧 かすがい けい 

18 12:12～12:40  小林 美登 こばやし みと 

19 12:16～12:44  小屋松 純平 こやまつ じゅんぺい 

20 12:20～12:48  谷川 悠紀 たにかわ ひさのり 

21 12:24～12:52  佐藤 東和樹 さとう とわき 

22 12:28～12:56  金子 陽音 かねこ はると 

23 12:32～13:00  原田 勇真 はらだ ゆうま 

24 12:36～13:04  原 悠馬 はら ゆうま 

25 12:40～13:08  三宅 創樹 みやけ そうじゅ 

26 12:44～13:12  市原 丈太郎 いちはら じょうたろう 

27 12:48～13:16  山本 天晟 やまもと てんせい 

28 12:52～13:20  白木 朔 しらき さく 

29 12:56～13:24  河本 恒太朗 かわもと こうたろう 

30 13:00～13:28  奥田 珠蒔 おくだ たまき 

31 13:04～13:32  小山 楚嵐 こやま  そらん 

32 13:08～13:36  斎木 猛斗 さいき たけと 

33 13:12～13:40  本堂 孔介 ほんどう こうすけ 



34 13:16～13:44  日野 徳治朗 ひの とくじろう 

35 13:20～13:48  吉田 綺晄 よしだ きら 

36 13:24～13:52  金子 旺世 かねこ おうせい 

37 13:28～13:56  寺川 翼 てらかわ つばさ 

38 13:32～14:00  沢村 怜士 さわむら れいじ 

39 13:36～14:04  細井 有一郎 ほそい ゆういちろう 

40 13:40～14:08  宮川 幸大 みやがわ こうた 

41 13:44～14:12  西脇 拓海 にしわき たくみ 

42 13:48～14:16  古澤 輝翔 ふるさわ きらと 

43 13:52～14:20  内田 颯哉 うちだ  そうや 

44 13:56～14:24  長田 侑士 おさだ ゆうし 

45 14:00～14:28  亀岡 優馬 かめおか ゆうま 

46 14:04～14:32  小野 一輝 おの かずき 

47 14:08～14:36  岡田 琥珀 おかだ こはく 

48 14:12～14:40  竹中 瑛登 たけなか あきと 

49 14:16～14:44  仲田 和樹 なかた かずき 

50 14:20～14:48  杉山 咲多朗 すぎやま さくたろう 

51 14:24～14:52  遠藤 出己 えんどう いずみ 

52 14:28～14:56  通谷 幹 かよたに もとき 

53 14:32～15:00  依田 流輝亜 よだ るきあ 

54 14:36～15:04  結城 志音 ゆうき しおん 

55 14:40～15:08  松尾 一之介 まつお いちのすけ 


