
U-12 男子 

 

1 9:00～9:28  山本 一太 やまもと いちた 

2 9:04～9:32  菊地 遥斗 きくち はると 

3 9:08～9:36  佐藤 耀太 さとう ようた 

4 9:12～9:40   島内 悠吾 しまうち ゆうご 

5 9:16～9:44  赤城 栄汰 あかぎ えいた 

6 9:20～9:48  森 温至 もり あつし 

7 9:24～9:52  駿河 恒希 するが こうき 

8 9:28～9:56  移川 知真 うつしかわかずま 

9 9:32～10:00  梨野 琥晴 なしの こはる 

10 9:36～10:04  阿部 俊介 あべ しゅんすけ 

11 9:40～10:08  竹村 欧介 たけむら おうすけ 

12 9:44～10:12  門脇 塁泉 かどわき らいせん 

13 9:48～10:16  加藤 頼斗 かとう らいと 

14 9:52～10:20  西本 陽樹 にしもと はるき 

15 9:56～10:24  石原 凛空 いしはら りく 

16 10:00～10:28  関口 弘人 せきぐち ひろと 

17 10:04～10:32  赤尾 森生 あかお もりお 

18 10:08～10:36  花塚 悠也 はなづか ゆうや 

19 10:12～10:40  木村 優希 きむら ゆうき 

20 10:16～10:44  渡辺 貴来  わたなべ たから 

21 10:20～10:48  廣澤 煌大 ひろさわ こうた 

22 10:24～10:52  田村 航希 たむら こうき 

23 10:28～10:56  井上 健斗 いのうえ けんと 

24 10:32～11:00  三竿 莉平 みさお りへい 

25 10:36～11:04  長森 晴 ながもり はれる 

26 10:40～11:08  松本 匠稀 まつもと しょうき 

27 10:44～11:12  高原 幹太 たかはら かんた 

28 10:48～11:16  比田井 基 ひだい もとき 

29 10:52～11:20  栗田 樹 くりた たつき 

30 10:56～11:24  寺川 陽 てらかわ ひなた 

31 11:00～11:28  一柳 瑳助 いちやなぎ さすけ 

32 11:04～11:32  小高 一義 こだか いちぎ 

33 11:08～11:36  野口 由宇 のぐち ゆう 



34 11:12～11:40  河野 修誠 かわの しゅうせい 

35 11:16～11:44  島田 裕基 しまだ ゆうき 

36 11:20～11:48  今井 晴登 いまい はると 

37 11:24～11:52  Peng Yu-Cheng パン ユイチェン 

38 11:28～11:56  山田 琳太郎 やまだ りんたろう 

39 11:32～12:00  仲 奎信 なか けいしん 

40 11:36～12:04  上田 悠太 うえだ ゆうた 

41 11:40～12:08  通谷 結太 かよたに ゆうた 

42 11:44～12:12  小林 郁心 こばやし いくみ 

43 11:48～12:16  Chiang Yu-Fan ジャン ユイファン 

44 11:52～12:20  橋本 琉伊 はしもと るい 

45 11:56～12:24  大西 月華 おおにし つきか 

46 12:00～12:28  笹原 蓉翠 ささはら ようすい 

47 12:04～12:32  廣田 一航 ひろた いっこう 

48 12:08～12:36  Aueareechit Auswin  オーエアリーチット オースウィン 

49 12:12～12:40  濱田 琉誠 はまだ りゅうせい 

50 12:16～12:44  吉田 煌太 よしだ こうた 

51 12:20～12:48  根上 夏樹 ねがみ なつき 

52 12:24～12:52  戸田 稜大 とだ りょうた 

53 12:28～12:56  遠藤 功士 えんどう こうし 

54 12:32～13:00  王子 叶泰 おおじ かなた 

55 12:36～13:04  武居 佑太 たけすえ ゆうた 

56 12:40～13:08  竹柴 勇吹 たけしば いぶき 

57 12:44～13:12  曽根 琉人 そね りゅうと 

58 12:48～13:16  中島 凌太郎 なかじま りょうたろう 

59 12:52～13:20  石川 陽斗 いしかわ はると 


