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2020/02/22

1 24001 近藤 一花 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾁｶ

2 24002 内田 柚紗 愛知県ｳﾁﾀﾞ ﾕｽﾞｻ

3 24003 鈴木 瑚子 愛知県ｽｽﾞｷ ｺｺ

4 24004 鶴谷 柚季 静岡県 磐田市竜洋西小学校ﾂﾙﾔ ﾕｽﾞｷ

5 24005 幸谷 明莉 静岡県ｺｳﾀﾆ ｱｶﾘ

6 24006 清水 優花 愛知県ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ

7 24007 杉浦 奏凪 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｿﾅ

8 24008 木内 恋菜 愛知県ｷｳﾁ ｺｺﾅ

9 24009 熊谷 円花 愛知県ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾄﾞｶ

10 24010 服部 心春 愛知県 国府小学校ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ

11 24011 藤下 想彩 愛知県ﾌｼﾞｼﾀ ｿｱ

12 24012 浪崎 菜代果 愛知県ﾅﾐｻﾞｷ ﾅﾖｶ

13 24013 山田 麗美 愛知県 細川小学校ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾐ

14 24014 平松 珈凛 静岡県 藤が丘RCﾋﾗﾏﾂ ｶﾘﾝ

15 24015 津田 彩夏 愛知県ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ

16 24016 久嶋 百々羽 愛知県 豊川東部小ｸｼﾏ ﾓﾓﾊ

17 24017 山本 珠那 愛知県 豊川市中部小学校ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ

18 24018 田中丸 奈穂 愛知県ﾀﾅｶﾏﾙ ﾅﾎ

19 24019 松山 心実 静岡県 ｸﾛﾓﾘ松山ﾏﾂﾔﾏ ｺｺﾐ

20 24020 谷川 優衣 愛知県ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｲ

21 24021 川内 光里 愛知県 あぐいｶﾜｳﾁ ﾋｶﾘ

22 24022 岩田 知那美 愛知県ｲﾜﾀ ﾁﾅﾐ

23 24023 影山 希逢 愛知県ｶｹﾞﾔﾏ ﾉｱｲ

24 24024 山本 りな 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ

25 24025 蜂矢 ゆな 岐阜県ﾊﾁﾔ ﾕﾅ

26 24026 太田 楓聖 愛知県 OKARUNｵｵﾀ ｼﾞｭﾉ

27 24027 牧野 成珠 愛知県ﾏｷﾉ ﾅﾙﾐ

28 24028 水谷 結菜 愛知県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾅ

29 24029 細井 咲里 愛知県ﾎｿｲ ｻﾘ

30 24030 槇 琳 愛知県ﾏｷ ﾘﾝ

31 24031 井藤 千優 愛知県ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

32 24032 永島 瑚子 静岡県ﾅｶﾞｼﾏ ｺｺ

33 24033 太田 茉里 愛知県 二川南小学校ｵｵﾀ ﾏﾘ

34 24034 山本 さくら 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ

35 24035 稲垣 和香 静岡県ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶ

36 24036 青葉 智子 愛知県ｱｵﾊﾞ ｻﾄｺ

37 24037 金田 陽愛 静岡県ｶﾅﾀﾞ ﾋﾖﾘ

38 24038 豊田 景渚 静岡県 ﾁｰﾑ細江ﾄﾖﾀﾞ ｹｲﾅ

39 24039 山本 雫 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞｸ

40 24040 波多野 莉子 愛知県ﾊﾀﾞﾉ ﾘｺ

41 24041 芳賀 心結 愛知県ﾊｶﾞ ｺｺﾛ

42 24042 髙栁 佑衣 愛知県ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｲ

43 24043 金子 茉白 愛知県ｶﾈｺ ﾏｼﾛ

44 24044 大森 夏希 愛知県ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ

45 24045 小田 弥生 愛知県ｵﾀﾞ ﾔﾖｲ

46 24046 塩野谷 果歩 愛知県ｼｵﾉﾔ ｶﾎ

47 24047 木全 美稀 愛知県ｷﾏﾀ ﾐｷ

48 24048 萬屋 芽衣 愛知県ﾖﾛｽﾞﾔ ﾒｲ

49 24049 舟田 佳叶 愛知県ﾌﾅﾀﾞ ｶﾎ

50 24050 榛葉 絢 愛知県 豊川市立三蔵子小学校ｼﾝﾊﾞ ｱﾔ
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51 24051 半田 芽唯 愛知県ﾊﾝﾀﾞ ﾒｲ

52 24052 山口 真心 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺ

53 24053 鈴木 夕璃子 愛知県 牛川小学校ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ

54 24054 外山 美桜 愛知県ﾄﾔﾏ ﾐｵ

55 24055 外山 美咲 愛知県ﾄﾔﾏ ﾐｻｷ

56 24056 松本 衣音 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ｲﾄ

57 24057 土屋 陽香莉 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞﾂﾁﾔ ﾋｶﾘ

58 24058 吉田 智美 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ

59 24059 星野 楓音 愛知県 三蔵子小学校ﾎｼﾉ ｶﾉﾝ

60 24060 谷 泳實 愛知県ﾀﾆ ｴﾐ

61 24061 鈴木 恵舞 愛知県 田原中部小学校2年ｽｽﾞｷ ｴﾏ

62 24062 塚原 舞空 愛知県 田原陸上ｸﾗﾌﾞﾂｶﾊﾗ ﾏｲﾗ

63 24063 河合 美音 愛知県ｶﾜｲ ﾐｵ

64 24064 中村 優依 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ

65 24065 林 愛栞 愛知県 豊川市立東部小学校ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ

66 24066 濱田 陽菜 愛知県ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ

67 24067 中田 海陽 愛知県ﾅｶﾀﾞ ﾐﾊﾙ

68 24068 林 奈桜 愛知県 田原南部小学校ﾊﾔｼ ﾅｵ

69 24069 竹内 陽咲 愛知県ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ

70 24070 志満津 葉奈 愛知県ｼﾏｽﾞ ﾊﾅ

71 24071 武田 くれあ 愛知県ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ

72 24072 加藤 あずさ 愛知県ｶﾄｳ ｱｽﾞｻ

73 24073 小久保 仁湖 愛知県ｺｸﾎﾞ ﾆｺ

74 24074 佐藤 朱璃奈 愛知県ｻﾄｳ ｼｭﾘﾅ

75 24075 説田 陽心 愛知県ｾｯﾀ ﾋﾅ

76 24076 中野 愛心 愛知県ﾅｶﾉ ｴｺ

77 24077 小田 紅葉 愛知県ｵﾀﾞ ｸﾚﾊ

78 24078 中島 杏 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝ

79 24079 山本 結暖 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾉﾝ

80 24080 荻野 愛梨 愛知県ｵｷﾞﾉ ｱｲﾘ

81 24081 鈴木 笑胡 愛知県ｽｽﾞｷ ﾆｺ

82 24082 鈴木 稟乃 愛知県ｽｽﾞｷ ﾘﾉ

83 24083 柳瀬 ほたる 愛知県ﾔﾅｾ ﾎﾀﾙ

84 24084 鈴木 麻央 愛知県ｽｽﾞｷ ﾏｵ

85 24085 榊原 衣茉莉 愛知県ｻｶｷﾊﾞﾗ ｲﾏﾘ

86 24086 稲垣 楓子 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｶｺ

87 24087 石津 陽佳 静岡県ｲｼﾂﾞ ﾊﾙｶ

88 24088 早川 純怜 愛知県ﾊﾔｶﾜ ｽﾐﾚ

89 24089 森永 実来 愛知県 芦原小学校ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐｸ

90 24090 山口 朱音 愛知県 豊川市立小坂井東小学校ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ

91 24091 水野 瑚香菜 愛知県 豊川市立小坂井東小学校ﾐｽﾞﾉ ｺｺﾅ

92 24092 野口 紗愛 愛知県ﾉｸﾞﾁ ｻﾗ

93 24093 岩田 詩野 愛知県ｲﾜﾀ ｼﾉ

94 24094 笠谷 杷加 愛知県ｶｻﾀﾆ ﾊﾉｶ

95 24095 松田 玲奈 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾅ

96 24096 中村 夏菜子 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ
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