
小学生エントリー表

No チーム名 監督
1 北勢ＲＣ 出口日佐男 川瀬　一誠(5) 近藤匠一郎(6) 江上　　蓮(6) 後藤　　開(6) 堀田　拳大(6) 宮田　大新(6) 林　　諒洵(5) 近藤　陽斗(6)
3 上野ＡＣ 福島　清一 豊住　篤哉(6) 増地　健心(6) 森藤　名都(6) 吉岡　大地(6) 竹中　涼馬(5) 堀池　　遼(5) 吉川　緋彩(5) 宮田　祐貴(5)
5 保々ＲＣ 辻　　　正 伊藤　白貴(6) 山川　将葵(6) 友成　和輝(5) 長田　一晟(5) 矢野　　篤(5)
6 Y.W.C 早川　杏沙 河村　一輝(6) 山崎　寛也(6) 稲垣　颯斗(6) 黒田　　稜(6) 伊藤　正登(6) 野呂　優斗(5) 浜北　遼平(5) 矢下　　廉(6)
7 厚生ＡＣ 中西　史朗 松尾　結世(6) 染井真佑希(6) 迫間　竜生(5) 福井　一真(6) 村井　奎斗(6) 浅見　昇汰(6) 山本　隆将(6)
8 大山田ＡＣ 向井　俊哉 木本　純平(6) 北野　裕祐(6) 加治　有登(6) 早井　大翔(6) 加藤　匠馬(6) 水谷　　翼(6) 小原　大典(5) 平野　優希(5)
10 楠陸上Ｊｒ-A 野﨑　英行 村西　一真(6) 井上　颯太(5) 伊藤瑠有斗(5) 山口　幸紀(6) 立木　翔大(6) 橋場　友広(5) 内山　　玲(6) 堤　　亮太(6)
11 楠陸上Ｊｒ-B 野﨑　英行 三浦　颯天(6) 坂倉　紅太(6) 森下　陽斗(5) 野呂　将馬(6) 長谷川新悟(6) 渡部　渚亜(5) 飯島　　陸(6) 横山　浩也(6)
12 川越陸上少-A 山下　健次 端野　光将(6) 水谷　駿介(5) 渡辺　理雄(6) 藤田　湧斗(5) 諸岡　　峻(6) 野嵜　陽斗(6) 森島　　徹(5) 安達　星音(5)
13 川越陸上少-B 山下　健次 黒木　駿斗(5) 大畑　俊輔(5) 小林　丈留(5) 大畑　隆成(5) 柳川　歓多(6) 渡部　星也(5) 寺本　優真(5)
14 石薬師ＲＣ 佐々木三喜 川北　健斗(6) 村田　　淳(6) 岡村　靖寿(6) 竹田　有穂(6) 宮﨑　裕真(6) 服部　滉生(6) 澤潟　拓海(5) 桜井　登馬(5)
16 川越陸上少-C 山下　健次 川村　貫太(5) 田中　励弥(5) 浅野　光哉(6) 小畑　侑世(5) 田中信乃介(6) 赤塚　宥斗(5) 清水　優希(5)
17 一志Beast-A 長谷川ゆかり 中垣内太智(5) 桝田啓一郎(5) 亀鷹　佑晟(5) 上山　夏季(5) 大森　援巧(5) 籾木　啓多(5) 三上　一心(5)
19 宮川Jr陸上 島田　　徹 島田健太郎(6) 加島　大靖(6) 里中　優介(6) 神森　　翔(6) 山下　爽太(6) 廣垣圭太郎(6) 伊藤　祐騎(6) 山下　雄平(6)
20 南勢陸上ク 柿本　和男 奥田　青空(6) 菊永　隼人(6) 佐々木克磨(6) 西山　由悟(6) 野々上颯馬(6) 中西　　聖(6) 古尾　洸介(6) 垣内　崚寿(6)
22 玉城陸上ク 小牧　英雄 野呂　仁人(5) 増井　　晶(6) 北村　勝音(5) 野原　舜太(6) 辻井　宏樹(6) 森　　智哉(6) 世古　隼暉(6) 奥山　拓哉(6)
24 三浜陸上 加田　謙吾 松尾　陽輝(5) 岸野　有真(6) 奥山　唯斗(6) 丹生　　海(6) 奥田　海人(6) 平岡　快斗(6)
25 KUSUPO 福田晃太郎 市川　雄大(6) 田中　秀太(5) 石崎　陽向(5) 中村　唯杜(6) 和田　広大(6) 中村　侑雅(6)
26 笹尾ＡＣ 大谷　　洋 池田　圭吾(6) 大島　一途(6) 小林　篤貴(6) 木下　空音(5) 種村　陽登(5) 本多　　駿(5) 今泉　陽登(5) 久曽神　晴(6)
27 内部陸上少 水谷　　渉 染井　裕貴(5) 加藤　健人(5) 森川夏椰斗(5) 石橋　昇大(5) 東山　和真(5) 東川　直樹(5) 堀内　来星(5)
28 Ｊ＆Ａ久居 木富　淑絵 西田　翔輝(5) 平松　千虎(5) 青木　大地(6) 山口　航平(6) 菅尾　　翼(6) 加藤　学莞(5) 鈴木亜祐人(5) 山中　雄介(5)
29 一志Beast-B 長谷川ゆかり 高間　　光(5) 上村　壮汰(5) 高橋　空太(5) 山田　修大(5) 田中　創太(6) 大久保颯斗(5) 本間　　空(5)
30 ASSA-TC 松石　正勝 永洞　和季(6) 藤本　晃輔(6) 笠木　琉聖(5) 木下耕之介(5) 黒木　涼平(5) 鈴木　滉生(5) 近藤　嶺行(5) 田中康太郎(5)
31 北浜陸上ク-A 辻　　弘樹 高橋　陸斗(5) 川上　航生(6) 森　　瞬也(6) 濱口　泰河(5) 山本　学杜(6) 土屋　　創(5) 北村　魁崇(5)
32 北浜陸上ク-B 辻　　弘樹 加納　歩輝(5) 田中　　晴(5) 有田　晃平(6) 早川　恭平(6) 中村　航大(5) 天白　陸斗(5) 岩田　雄杜(6)
36 チームG松陸-A 竹内　昭剛 永森　大貴(5) 宮園　大聖(6) 橋本　修弥(6) 小山　拳志(5) 小濱　颯悟(6) 野畑　勇次(6) 奥田　航成(5)
37 チームG松陸-B 竹内　昭剛 鳥堂　寿木(6) 岩下　隼大(6) 藤本　祐磨(6) 曽我　雅人(6) 上村　頼人(6) 渡邊虎太郎(5)
38 ＵＲＣ 藤盛　　仁 濱口　登馬(5) 久保　伊吹(5) 中村　　蓮(5) 大西　由基(5) 奥川　拓哉(5) 前之濵航輝(5)
41 ＪＡＣ亀山 徳田　浩一 川上　康平(6) 宮村　英志(6) 橋爪　直斗(6) 服部　郁斗(6) 紀平　陽登(6) 安土　優利(6) 山本　崇人(6)

No チーム名 監督
2 宮川Jr陸上 島田　　徹 森下みやび(6) 清水　紀芳(6) 濱地きらら(6) 森　　玲乃(5) 奥村あかね(5) 山崎　香穂(5) 稲田　芹穂(5) 池田　李良(5)
7 玉城陸上ク 小牧　英雄 岡田　華歩(6) 伊藤　花恵(6) 吉居　鈴可(5) 柴原　七優(6) 中西　佑友(6) 村瀬ひまり(5) 松井和香菜(5)
9 楠陸上Jｒ 野﨑　英行 岸田　千夏(6) 百武　柚香(6) 押川　佳鈴(6) 岸田茉里耶(5) 亀田　幸美(6) 南部　杏実(5) 鈴木　芹菜(6) 中川　真生(6)

10 三浜陸上 加田　謙吾 小宮　あみ(5) 今村　夢奈(6) 中井　風花(6) 奥田　涼泉(5) 加藤　早紀(6) 世古　音羽(6) 森　　優名(6)
11 川越陸上少 山下　健次 加世堂　遥(6) 日下　美紅(6) 鈴木　春奈(6) 藤井　れみ(5) 伊藤　礼美(6) 田村　愛英(5) 三井　杏華(5) 渡部　眞子(5)
14 大山田ＡＣ-A 向井　俊哉 津田　実澪(6) 大辻　水紀(6) 垣内　瑞希(6) 山上　里奈(6) 岡　　すず(6) 浅野　結衣(5)
15 大山田ＡＣ-B 向井　俊哉 窪　　優月(6) 西村　和夏(6) 小田　幸奈(6) 佐藤　沙羅(5) 片山　莉緒(5)
17 一志Beast 長谷川ゆかり 浜地　晴帆(6) 瀬々奈璃乃(5) 須川　真衣(5) 杉山　明優(6) 黒古　春奈(5)
18 伊賀ＴＣ 福永　有貴 中林　奈央(6) 前田　佳穂(6) 北永　菜摘(5) 西尾　智那(6) 前田　知穂(6) 薮根　真帆(6)
21 南勢陸上ク 柿本　和男 安保　采音(5) 伊藤　由莉(5) 黒田　波遊(5) 坂越　憧子(5) 西　　胡桃(5) 松永　紗季(5) 松林　恭加(5) 宮端　彩花(5)
25 北浜陸上-A 辻　　弘樹 辻　　歩理(6) 三宅　　月(6) 梶野　美緒(6) 西村　　愛(5) 辻井　和音(5)
26 北浜陸上-B 辻　　弘樹 河村　莉子(6) 井坂　璃音(6) 石神杏友里(6) 佐々木　奏(5) 西場早利奈(5)
27 北浜陸上-C 辻　　弘樹 岡村　万琳(6) 西田　真梨(5) 濱口つぶら(6) 中川　湖都(6) 安井妃那乃(5) 濵口　ゆな(5) 湯田　萌加(5) 濱口みくる(5)
29 ASSA-TC 松石　正勝 市川　巴菜(6) 大井　千佳(6) 太田なぎさ(6) 竹内　愛理(6) 中村　芽依(6) 清水　智奈(5) 坂本　美月(5) 奥村　未夢(5)
30 厚生ＡＣ 中西　史朗 林　　采奈(6) 林　　笑里(6) 山本　実希(6) 大西　琴子(6) 濱口　愛奈(5) 濱千代　萌(6) 平義　由衣(5) 西村　華穂(5)
32 ＪＡＣ亀山-A 徳田　浩一 金尾さやか(6) 岡安　はな(5) 岡　　夕鶴(6) 坂　　歩美(6) 新開亜梨子(6) 西川　柚希(6) 森口　理湖(5) 松浦　　涼(5)
33 ＪＡＣ亀山-B 徳田　浩一 冨田　理沙(6) 桒原　颯希(6) 堀田　成美(6) 酒井かれん(6) 宮田　早希(6) 坂本　千裕(6) 山本　千尋(5) 中島　綾香(6)
36 チームG松陸 竹内　昭剛 奥村　真尋(6) 野村　果鈴(5) 高木　風花(5) 小山　鳴世(5) 中山　　桃(6)
37 ＵＲＣ 藤盛　　仁 近藤　萌江(6) 村田　妃優(6) 北村真帆香(6) 横田　　萌(5) 岡村　瑠夏(5) 中島　美和(5)

選　手

選　手


