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1 ﾄﾘｲ ｱﾔﾒ 愛知県鳥居 采芽5501

2 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 愛知県 中野小 3年鈴木 沙那5502

3 ﾅｶﾔﾏ ｱﾕ 愛知県仲山 晏由5503

4 ｶﾄｳ ﾐｲﾅ 愛知県 二川小学校加藤 美凪5504

5 ｶﾄｳ ﾐｵ 愛知県 二川小学校加藤 光桜5505

6 ｽｷﾞﾀ ﾘｵ 愛知県 田原東部小学校杉田 莉愛5506

7 ﾀｶﾊｼ ﾊﾉﾝ 愛知県 田原東部小学校高橋 はのん5507

8 ｸｼﾞﾒ ｶﾘﾝ 愛知県鬮目 佳稟5508

9 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 愛知県 東田小学校鈴木 悠心5509

10 ｲﾄｳ ｺﾅﾂ 愛知県 幸小4年伊藤 小夏5510

11 ｲﾄｳ ｺｳﾒ 愛知県 幸小2年伊藤 小梅5511

12 ﾏｷ ﾚｵﾅ 愛知県眞木 玲緒奈5512

13 ｶﾅﾀﾞ ｱﾔｷ 愛知県 向山小学校金田 彩希5513

14 ﾋﾛﾅｶ ﾅﾉﾊ 愛知県 松葉小学校弘中 なのは5514

15 ﾅｲﾄｳ ﾒｲｺ 愛知県 鷹丘小学校内藤 芽依子5515

16 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 愛知県渡辺 遥菜5516

17 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 愛知県渡辺 綾菜5517

18 ﾀﾅｶ ﾚｲ 愛知県 羽根井小学校田中 伶5518

19 ﾐﾂｲ ﾓﾓ 愛知県 二川小学校三井 もも5519

20 ｶﾄﾞﾉ ﾊﾙｶ 愛知県 松葉小門野 はるか5520

21 ｻﾜｻﾞｷ ﾉﾉｶ 愛知県 松葉小学校一年澤崎 希花5521

22 ｻﾜｻﾞｷ ﾅﾅﾎ 愛知県 松葉小学校一年澤崎 七穂5522

23 ｼﾗｲ ﾊﾅ 愛知県 多米小学校白井 花菜5523

24 ﾅｶﾞｼﾏ ｻｱﾔ 愛知県 植田小学校長嶋 紗礼5524

25 ﾑﾗﾏﾂ ｽｽﾞﾅ 愛知県邑松 鈴凜音5525

26 ﾑﾗﾏﾂ ｶﾉﾝ 愛知県邑松 奏音5526

27 ﾓﾘ ｲﾛﾊ 愛知県 磯辺小学校森 彩葉5527

28 ﾉﾐﾔ ﾕﾒｶ 愛知県 豊川AC野宮 夢叶5528

29 ﾀｹｼﾀ ｱｲ 愛知県 野依小学校竹下 愛5529

30 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾕ 愛知県 飯村小学校山元 菜葉右5530

31 ﾎｼﾉ ｻｷ 愛知県 富士見小星野 紗希5531

32 ﾏｷﾉ ｺｺﾊ 愛知県 前芝小牧野 ここは5532

33 ｽｽﾞｷ ｻﾜｺ 愛知県鈴木 爽子5533

34 ﾅｶﾀﾞ ｱｲ 愛知県 鷹丘小学校中田 彩愛5534

35 ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 愛知県小川 綾5535

36 ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｺ 愛知県 中野小学校後藤 桃子5536

37 ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾅ 愛知県熊谷 優那5537

38 ｶﾄｳ ﾕｳ 愛知県加藤 柚羽5538

39 ｶﾄｳ ﾊﾂﾈ 愛知県加藤 初音5539

40 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｲ 愛知県 向山小柏木 舞5540

41 ｱｻｸﾗ ﾕﾈ 愛知県 杉山小PTA朝倉 優音5541

42 ｱｻｸﾗ ﾐｵ 愛知県 杉山小PTA朝倉 翠音5542

43 ﾎｯﾀ ﾁｶ 愛知県 中野小学校堀田 千嘉5543

44 ｺｳﾉ ｱﾏﾈ 愛知県 旭小学校河野 天音5544

45 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾚｲ 愛知県中村 壬玲5545

46 ｲｿｶﾞﾔ ｶﾅﾐ 愛知県 杉山小学校磯谷 奏実5546

47 ﾘｷｲｼ ｱﾂﾞｷ 愛知県力石 愛月5547

48 ｼﾗｲ ﾏｺ 愛知県白井 まこ5548

49 ｿﾉﾍﾞ ｺﾅﾐ 愛知県 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ章南園部 小波5549

50 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｺ 愛知県杉山 恋心5550
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51 ﾄﾞｲ ｻﾗ 愛知県土井 咲空5551

52 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 愛知県 中野小学校山元 菜緒5552

53 ﾌｾ ｲﾁﾊ 愛知県布施 一葉5553

54 ｽｽﾞｷ ﾋﾅ 愛知県 二川南小学校鈴木 姫菜5554

55 ﾄﾖｼﾏ ﾎﾅﾐ 愛知県豊島 穂南5555

56 ｼﾗｲ ｶﾎ 愛知県 八町小白井 香帆5556

57 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎ 愛知県 植田小学校小林 花帆5557

58 ﾋﾗｲ ﾕﾘﾅ 愛知県平井 柚理菜5558

59 ﾀｷｶﾜ ｼｵﾘ 愛知県 下地小学校滝川 詩織5559

60 ﾅｶﾑﾗ ﾔﾖｲ 愛知県 御津南部小学校中村 やよい5560

61 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 愛知県 富士見小学校高橋 明花5561

62 ｵｵﾀ ﾕｲﾅ 愛知県 小坂井西小学校太田 結菜5562

63 ｺﾓﾀﾞ ﾋﾖﾘ 愛知県 小坂井西小学校菰田 ひより5563

64 ｻｶｲ ﾕﾅ 愛知県 小坂井西小学校酒井 優凪5564

65 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾅ 愛知県杉浦 那菜5565

66 ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾘ 愛知県杉浦 梨莉5566

67 ﾋｺｻｶ ｻﾄｺ 愛知県 中野小5年彦坂 智子5567

68 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 愛知県 吉田方小学校佐藤 伊吹5568

69 ｶｼﾞﾔﾏ ﾅﾅ 愛知県 鷹丘小学校梶山 那奈5569

70 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾉ 愛知県中山 陽乃5570

71 ﾊｶﾞ ﾊﾅｺ 愛知県芳賀 はな子5571

72 ｵｵﾆｼ ﾕｳｺ 愛知県大西 結子5572

73 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ 愛知県 童浦小学校鈴木 晴海5573

74 ｽｽﾞｷ ﾅﾐ 愛知県 童浦小学校鈴木 菜実5574

75 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ 愛知県栗林 史香5575

76 ﾌﾀﾐ ﾕｽﾞｶ 愛知県二見 柚香5576

77 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 愛知県 豊橋聾学校加藤 優那5577

78 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｲ 愛知県谷川 優衣5578

79 ｻｸﾏ ｺﾊﾙ 愛知県佐久間 こはる5579

80 ﾐﾔｼﾀ ﾎﾉｶ 愛知県 ﾘﾄﾙﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ宮下 穂花5580

81 ﾏｷﾉ ﾕｲｶ 愛知県牧野 唯花5581

82 ﾏｷﾉ ﾅﾙﾐ 愛知県牧野 成珠5582

83 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾘｱ 愛知県 牛川小宮本 実俐愛5583

84 ｲﾄｳ ｻｴ 愛知県 牛川小学校伊藤 紗瑛5584

85 ｲﾄｳ ｼｷ 愛知県 牛川小学校伊藤 志姫5585

86 ﾐｳﾗ ﾋﾛ 愛知県 三浦部三浦 優5586

87 ﾐｳﾗ ﾘﾝ 愛知県 杉山小学校三浦 凛5587

88 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 愛知県 ST冨澤 茉那5588

89 ｼﾏﾊﾗ ﾁｱﾘ 愛知県島原 千亜理5589

90 ｽｽﾞｷ ｺﾏﾁ 愛知県 MKFRS鈴木 小町5590

91 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ 愛知県 天伯小学校松田 莉緒5591

92 ﾀｶｵｶ ﾕｱ 愛知県 八町小学校高岡 優愛5592

93 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｱ 愛知県今泉 結愛5593

94 ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 愛知県 御津南部小学校伊東 花恋5594

95 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 愛知県 御津南部小学校伊東 星李5595

96 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾙ 静岡県 三ヶ日西小学校髙畑 水流5596

97 ﾀｶﾊﾀ ﾏﾎ 静岡県 三ヶ日西小学校髙畑 磨穂5597

98 ﾂﾁﾔ ﾘﾝ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ土屋 りん5598

99 ｶﾅﾀﾞ ﾕﾅ 愛知県 八町ﾚｯｽﾞ金田 結徠5599

100 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌｳｶ 愛知県近藤 楓花5600
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101 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒﾙ 愛知県 なべちゃん家渡辺 愛来5601

102 ｵｵﾔ ﾘｻ 愛知県 飯村小大矢 莉沙5602

103 ﾓﾘﾀ ﾑﾂﾐ 愛知県 二川南小学校森田 牟美5603

104 ﾓﾘﾀ ﾐﾖﾘ 愛知県 二川南小学校森田 美依里5604

105 ｵﾉﾀﾞ ｶﾝﾅ 愛知県 MKFﾗﾝﾆﾝｸﾞｽｸｰﾙ小野田 柑菜5605

106 ｲﾜｻ ｱﾔﾅ 愛知県 杉山小学校岩佐 彩那5606

107 ｶﾜｲ ｶﾅﾐ 愛知県 羽根井小河合 奏実5607

108 ｶﾜｲ ﾋﾋﾞｷ 愛知県 羽根井小河合 響希5608

109 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｿﾗ 愛知県 岩田小学校山村 美空5609

110 ｵｷﾞﾉ ｱｲﾘ 愛知県 幸小学校荻野 愛梨5610

111 ﾑﾗｲ ﾒﾅ 愛知県村井 芽那5611

112 ﾂﾀﾞ ｿﾗ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ津田 颯空5612

113 ｺｼｶﾘ ｷｻ 愛知県 二川ｸﾗﾌﾞ越仮 季彩5613

114 ﾄﾖｼﾏ ﾀﾏｷ 愛知県豊島 珠希5614

115 ﾜﾀﾞ ｲﾁｶ 愛知県 豊川小学校和田 一花5615

116 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 愛知県 芦原小学校北島 菜々美5616

117 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 愛知県 高松小学校伊藤 晴香5617

118 ｻｶﾀ ﾎﾀﾞｶ 愛知県 岩田小学校坂田 絆果5618

119 ﾌﾙﾀ ﾐｱ 愛知県古田 湊彩5619

120 ｺｳﾍﾞ ｱﾔﾈ 愛知県 野田小学校河辺 綾音5620

121 ｶﾄｳ ｱｲ 愛知県 御津北部小学校加藤 あい5621

122 ﾅｶｼﾞﾏ ｾﾅ 愛知県中島 成菜5622

123 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 愛知県中島 優那5623

124 ｿﾀﾞ ｸﾚﾊ 愛知県曽田 紅羽5624

125 ｿﾀﾞ ｿｳﾊ 愛知県曽田 蒼羽5625

126 ｱﾍﾞ ｺｺﾐ 愛知県 鷹丘小阿部 心美5626

127 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾖﾘ 静岡県北村 日葵5627

128 ｵｵﾆｼ ﾏｵ 愛知県大西 真央5628

129 ﾎｼﾉ ﾙｶ 愛知県星野 瑠香5629

130 ｱﾜﾉ ﾘｻ 愛知県 杉山小学校阿波野 莉沙5630

131 ｽｽﾞｷ ｺｺﾈ 愛知県 御津北部小学校鈴木 心寧5631

132 ｺｼｶﾜ ｶﾉﾝ 愛知県 豊橋市立飯村小学校越川 伽音5632

133 ｲｼｶﾜ ｺﾏｷ 愛知県石川 小茉季5633

134 ｲｼｶﾜ ﾄﾜｷ 愛知県石川 十和紀5634

135 ｶﾄｳ ﾙﾅ 愛知県加藤 琉那5635

136 ｶﾜｾ ｺﾄｺ 愛知県 アルファ豊橋川瀬 采子5636

137 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾘﾝ 愛知県 豊橋陸上クラブ今泉 花梨5637

138 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾗ 愛知県 吉田方小学校平山 祈空5638

139 ｲﾄｳ ﾐｳ 愛知県 羽根井小学校伊藤 未翔5639

140 ﾅｶﾊﾗ ｻﾜ 愛知県 幸田町立深溝小学校中原 彩羽5640

141 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｺﾈ 愛知県中川 心音5641

142 ｻﾜﾄ ﾕﾅ 愛知県 新心館剣道教室沢戸 優菜5642

143 愛知県 MIMABY RUNISHIHARA MIWA T5643

144 ｼﾗｲ ﾕｱ 愛知県 芦原小学校白井 友彩5644

145 ｼﾗｲ ｱﾐ 愛知県 芦原小学校白井 杏実5645

146 ｽｽﾞｷ ﾐｵｶ 愛知県 芦原小鈴木 美織佳5646

147 ｲﾄｳ ｻﾗｻ 愛知県 田原市立高松小学校伊藤 更紗5647

148 ﾂｼﾞ ﾅﾂﾅ 愛知県 吉田方小学校辻 夏南5648

149 ｽｽﾞｷ ｾﾗ 静岡県 湖西JAC鈴木 千愛5649

150 ｻｻｷ ｱｽﾞ 愛知県 豊川小学校佐々木 亜珠5650
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151 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 愛知県 豊川市立小坂井小学校山口 蒼衣5651

152 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｶ 愛知県 東田小学校大山 結加5652

153 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 愛知県 豊川市立小坂井小学校山口 朱音5653

154 ｱｻｵｶ ﾘｺ 愛知県浅岡 莉子5654

155 ｲﾂﾞﾂ ｶﾘﾝ 愛知県井筒 果凛5655

156 ｶﾐﾔ ｶﾝﾅ 愛知県 豊川市立豊小学校神谷 栞凪5656

157 ｶﾐﾔ ﾊﾝﾅ 愛知県 豊川市立豊小学校神谷 絆凪5657

158 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 愛知県近藤 さくら5658

159 ﾔﾏﾜｷ ﾐﾂｷ 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ山脇 美月5659

160 ﾌｸｵｶ ｺﾊﾙ 愛知県 平尾小福岡 小春5660

161 ﾌｸｵｶ ﾀﾏﾐ 愛知県 平尾小福岡 珠実5661

162 ﾏﾂｲ ﾘｻ 愛知県 老津小学校松井 理沙5662

163 ｳﾒﾀﾞ ﾖｵ 愛知県 豊小学校梅田 遥央5663

164 ﾋﾛｾ ﾐﾅﾐ 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ廣瀬 実南5664

165 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｲ 愛知県宮崎 好衣5665

166 ｺｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ 愛知県 一宮西部小学校小出 希美5666

167 ｱｻｲ ｱﾝｽﾞ 愛知県浅井 杏5667

168 ﾔﾏｼﾀ ﾙｶ 愛知県 豊川市立御油小学校山下 瑠華5668

169 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐｸ 愛知県 芦原小学校森永 実来5669

170 ﾑﾗｲ ﾓｴｶ 愛知県村井 萌華5670

171 ﾔﾀ ﾓﾓｶ 愛知県 東田小矢田 桃香5671

172 ﾖｺｻﾄ ﾏｵ 愛知県 福岡小横里 真央5672

173 ﾀｹｺｼ ﾁﾄｾ 愛知県 豊小竹腰 千歳5673

174 ﾋﾛﾊﾏ ﾆﾅ 愛知県 蒲郡市立三谷小学校広浜 丹菜5674

175 ｵｵｽｷﾞ ｿﾗ 愛知県 蒲郡市立三谷小学校大杉 空5675

176 ｳﾁﾀﾞ ﾒﾌﾞｷ 愛知県 旭小学校内田 芽吹5676

177 ｻｻｷ ｺﾊﾙ 愛知県 岩田小学校佐々木 こはる5677

178 ｳｽｲ ﾐﾜ 愛知県 野依小有水 美羽5678

179 ﾆﾜ ﾋﾖﾘ 愛知県丹羽 日和5679

180 ｶﾄｳ ｷﾖｶ 愛知県 新心館剣道教室加藤 清佳5680

181 ｶﾄｳ ﾐﾌﾕ 愛知県 松葉加藤 美扶柚5681

182 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 愛知県 旭小学校伊藤 愛莉5682

183 ﾀﾆ ﾅｷﾞｻ 愛知県 豊川小学校谷 凪紗5683

184 ﾆｼｶﾜ ﾅﾂﾐ 愛知県西川 夏未5684

185 ﾆｼｶﾜ ﾋﾅ 愛知県西川 陽菜5685

186 ﾏﾙﾁ ﾏﾕ 愛知県丸地 茉由5686

187 ｽｷﾞｳﾗ ｱｺ 愛知県 東田小学校杉浦 亜子5687

188 ﾊﾔｼ ﾕｲﾅ 愛知県 旭小学校林 夕唯南5688

189 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｾｲﾗ 愛知県紅林 惺愛5689

190 ﾌｸｲ ﾉﾄﾞｶ 愛知県 東田小学校福井 和花5690

191 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱｶﾘ 愛知県 福岡小学校大平 明璃5691

192 ｸﾘｳ ﾐﾚｲ 愛知県 多米小栗生 実玲5692

193 ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｻ 愛知県松崎 嶺紗5693

194 ﾏｴｶﾜ ﾂﾑｷﾞ 愛知県 童浦小学校前川 紡5694

195 ｶﾈﾐﾂ ﾕｲﾅ 愛知県 福岡小学校金光 結那5695

196 ｵｵｶﾜｳﾁ ｱﾔ 愛知県 花田小大川内 彩5696

197 ﾔﾅｾ ﾐｵ 愛知県 牟呂小学校柳瀬 未碧5697

198 ﾊﾅｲ ｻﾗ 愛知県 豊小学校花井 咲愛5698

199 ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ 愛知県 羽根井小学校橋本 美空5699

200 ｵｸﾑﾗ ｴﾚﾝ 愛知県奥村 恵蓮5700
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201 ｶｹﾞﾕ ｽｽﾞﾎ 愛知県勘解由 紗帆5701

202 ｵﾀﾞ ｻﾗ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ小田 彩楽5702

203 ﾓﾘｼﾀ ﾘﾝｶ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ森下 凛花5703

204 ｵｶﾞﾜ ｺｺﾅ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ小川 心那5704

205 ｶｲ ﾘﾝ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ甲斐 凛5705

206 ﾔﾌﾞﾀ ﾘﾝﾈ 愛知県 豊川市立小坂井東小学校藪田 凛音5706

207 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾛ 愛知県 福岡小学校長谷川 こころ5707

208 ｶﾜｶﾐ ﾏｲ 愛知県 飯村小学校川上 真依5708

209 ｱﾀﾞﾁ ｶﾝﾅ 愛知県 御油小学校安達 栞那5709

210 ｸﾜﾀ ﾕｳﾗ 愛知県 上地小学校桑田 悠桜5710

211 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 愛知県大林 史歩5711

212 ﾏｴﾊﾞﾗ ｸﾙﾐ 愛知県前原 くるみ5712

213 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 愛知県前原 なつ美5713

214 ｵｵﾊｼ ﾁﾋﾛ 愛知県大橋 茅央5714

215 ﾏﾂｼﾀ ﾘﾝ 愛知県 新心館剣道教室松下 凛5715

216 ﾀｹｳﾁ ﾕｲﾊ 愛知県竹内 唯琶5716

217 ﾌｼﾞｼﾀ ﾁｱ 愛知県藤下 千愛5717

218 ﾌｼﾞｼﾀ ｿｱ 愛知県藤下 想彩5718

219 ｷｼ ｻｸﾗｺ 愛知県岸 桜子5719

220 ｶﾄｳ ｲﾛﾊ 愛知県加藤 彩葉5720

221 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾅ 愛知県水谷 結菜5721

222 ｶﾄｳ ｱｲ 愛知県加藤 あい5722

223 ﾂﾂﾞｷ ﾕｲ 愛知県都築 ゆい5723

224 ｲﾏｲ ﾐﾕ 愛知県 新川小今井 実優5724

225 ｳﾒﾑﾗ ﾀﾏｴ 愛知県梅村 珠永5725

226 ｱﾗﾂ ﾕｲ 愛知県 二川南小学校荒津 結5726

227 ｽｽﾞｷ ﾗﾗ 愛知県 花田小学校鈴木 らら5727

228 ﾅｶｶﾞｷ ｲｽﾞﾐ 愛知県中垣 和泉5728

229 ｻﾜﾀﾞ ｷｲ 愛知県 豊小学校澤田 希維5729

230 ﾓﾘｼﾀ ｱﾕﾐ 愛知県森下 あゆみ5730

231 ﾏｷ ﾘﾝ 愛知県 牛久保小学校槇 琳5731

232 ﾌﾙﾔ ﾅﾅ 愛知県古屋 七愛5732

233 ｼﾗｲ ｱﾝ 愛知県 豊川市立国府小学校白井 杏5733

234 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ 愛知県石田 陽詩5734

235 ｲｿﾀﾞ ﾅｺ 愛知県磯田 七虹5735

236 ﾂｼﾞ ﾊﾙｺ 愛知県辻 晴子5736

237 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 愛知県山本 さくら5737

238 ｱｵﾊﾞ ﾕｳｺ 愛知県青葉 結子5738

239 ｱｵﾊﾞ ｻﾄｺ 愛知県青葉 智子5739

240 ﾋﾗﾔｽ ｺﾏﾁ 愛知県 羽根井小学校平安 小町5740

241 ﾏｴﾀﾞ ｻﾗ 愛知県 豊川小学校前田 沙良5741

242 ｸﾆｻﾜ ﾕﾅ 愛知県 飯村小國澤 結菜5742

243 ﾏｷﾀ ﾕｳﾘ 愛知県 飯村小牧田 悠里5743

244 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 愛知県山元 香穂5744

245 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 愛知県山元 彩希5745

246 ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾅ 愛知県 小坂井東小学校水野 愛菜5746

247 ﾐｽﾞﾉ ｺｺﾅ 愛知県 小坂井東小学校水野 瑚香菜5747

248 ｱｻﾜｶ ﾀﾏｷ 愛知県浅若 珠妃5748

249 ｴｶﾞﾜ ﾕﾉ 静岡県 ｱｽﾘｰﾄ湖西江川 優希5749

250 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 愛知県若林 結希5750

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/11/08/. TIME: 05:29. page5



 Pos BIB DIS TEAMNAME

2019/11/10
Start List

18部 2㎞女子小学生

9:39Start Time :

251 ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ鈴木 旭5751

252 ｲﾜｲ ﾐﾕｳ 愛知県 たけがわﾃﾆｽｽｸｰﾙ岩井 心優5752

253 ﾀﾅｶ ﾓﾓﾊ 愛知県田中 百春5753

254 ｶﾄｳ ﾙｲ 愛知県 飯村小加藤 瑠唯5754

255 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾅ 愛知県 玉川小澤田 明奈5755

256 ｵｵﾜ ﾋﾅｺ 愛知県 多米小大和 日菜子5756

257 ﾏﾂﾑﾗ ｾﾅ 愛知県 MKFﾗﾝﾆﾝｸﾞｽｸｰﾙ松村 世娜5757

258 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ 愛知県 つつじが丘小山口 愛結5758

259 ﾊｯﾄﾘ ﾕﾂｷ 愛知県 多米小服部 結月5759

260 ｲﾁﾊﾞﾔｼ ｶﾎ 愛知県 杉山小学校市林 夏帆5760

261 ｼﾏﾇｷ ﾕｱ 愛知県 牟呂小学校島貫 夢彩5761

262 ｲｼｸﾞﾛ ﾘﾝ 愛知県 富士見小学校石黒 凛5762

263 ﾐｽﾞﾉ ｱﾔｶ 愛知県 福岡小学校水野 歩花5763

264 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 愛知県 福岡小学校山田 真那5764

265 ｶｺ ﾐﾉﾘ 愛知県 旭ﾍﾞｱｰｽﾞ加子 穂5765

266 ｶｺ ﾜｶﾅ 愛知県 旭ﾍﾞｱｰｽﾞ加子 若菜5766

267 ﾐｳﾗ ﾏﾅﾐ 愛知県 汐田小学校三浦 愛美5767

268 ﾊｶﾞ ﾐﾚｲ 愛知県 天伯小学校芳賀 美玲5768

269 ｲﾏｲ ﾓﾓｶ 愛知県 向山小学校今井 百叶5769
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