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1 女子５年生以下の部 菅原　光 すがわら　ひかり ５年 ハイタッチジュニア 岩手

2 女子１年生以下の部 菅原　和泉 すがわら　いづみ １年 ハイタッチジュニア 岩手

3 男子４年生以下の部 阿部　煌太 あべ　おうた ４年 南城小バドミントン育成会 岩手

4 男子２年生以下の部 阿部　旭陽 あべ　あさひ ２年 南城小バドミントン育成会 岩手

5 女子６年生以下の部 佐々木　香乃 ささき　かの ６年 仙台大和ジュニア 宮城

6 女子６年生以下の部 大久保　さくら おおくぼ　さくら ６年 仙台大和ジュニア 宮城

7 女子５年生以下の部 板橋　りな いたばし　りな ５年 仙台大和ジュニア 宮城

8 女子５年生以下の部 尾崎　柑菜 おざき　かんな ５年 仙台大和ジュニア 宮城

9 女子３年生以下の部 佐々木　千奈 ささき　ちな ３年 仙台大和ジュニア 宮城

10 女子２年生以下の部 板橋　ゆい いたばし　ゆい ２年 仙台大和ジュニア 宮城

11 男子６年生以下の部 戸村　大地 とむら　だいち ６年 角田ジュニア 宮城

12 男子４年生以下の部 宮　智浩 みや　ともひろ ４年 角田ジュニア 宮城

13 男子２年生以下の部 赤坂　奏風 あかさか　かなた ２年 角田ジュニア 宮城

14 男子６年生以下の部 佐藤　望 さとう　のぞみ ６年 塩竈ジュニア 宮城

15 女子５年生以下の部 後藤　葵 ごとう　あおい ５年 塩竈ジュニア 宮城

16 男子３年生以下の部 中澤　悠太 なかざわ　ゆうた ３年 塩竈ジュニア 宮城

17 男子３年生以下の部 荒井　隆毅 あらい　りゅうき ３年 門田ジュニア 福島

18 女子６年生以下の部 渡部　瑞稀 わたなべ　みずき ６年 ミラクルＢＣ 福島

19 女子２年生以下の部 安藤　心那 あんどう　ここな ２年 いわきジュニア 福島

20 女子１年生以下の部 加藤　美新 かとう　みにい １年 広幡スポーツ少年団 山形

21 男子５年生以下の部 木村　洸太郎 きむら　こうたろう ５年 鶴岡六学区スポーツ少年団 山形

22 男子５年生以下の部 佐藤　倫嘉 さとう　みちよし ５年 鶴岡六学区スポーツ少年団 山形

23 男子３年生以下の部 佐藤　匠之輔 さとう　しょうのすけ ３年 鶴岡六学区スポーツ少年団 山形

24 女子５年生以下の部 廣瀬　蒼 ひろせ　あおい ５年 鶴岡六学区スポーツ少年団 山形

25 女子３年生以下の部 廣瀬　朱 ひろせ　あや ３年 鶴岡六学区スポーツ少年団 山形

26 女子６年生以下の部 松田　光歩 まつた　みつほ ６年 立川スポーツ少年団 山形

27 女子６年生以下の部 小林　侑愛 こばやし　ゆあ ６年 立川スポーツ少年団 山形

28 女子３年生以下の部 上野　優寿 うえの　ゆず ３年 立川スポーツ少年団 山形

29 男子６年生以下の部 佐藤　隼士 さとう　はやと ６年 大山スポーツ少年団 山形

30 女子６年生以下の部 橋本　夕愛 はしもと　ゆめ ６年 大山スポーツ少年団 山形

31 女子６年生以下の部 吉住　未穂 よしずみ　みほ ６年 大山スポーツ少年団 山形

32 女子６年生以下の部 剱持　遥光 けんもち　はるひ ６年 大山スポーツ少年団 山形

33 男子３年生以下の部 剱持　光陽 けんもち　ひなた ３年 大山スポーツ少年団 山形

34 男子６年生以下の部 佐々木　陸 ささき　りく ６年 バドミントンクラブすどう塾 長野

35 男子４年生以下の部 猿田　唯翔 さるた　ゆいと ４年 安曇野ジュニア 長野

36 男子５年生以下の部 米倉　一太 よねくら　いった ５年 安曇野ジュニア 長野

37 女子６年生以下の部 勝家　優 かついえ　ゆう ６年 安曇野ジュニア 長野

38 男子５年生以下の部 筏井　英嘉 いかだい　ひでよし ５年 南条ジュニア 富山

39 男子２年生以下の部 筏井　孔晟 いかだい　こうせい ２年 南条ジュニア 富山

40 男子６年生以下の部 酒田　公 さかた　こう ６年 富山南Ｊr. 富山
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41 男子５年生以下の部 片岡　真有 かたおか　まある ５年 富山南Ｊr. 富山

42 男子３年生以下の部 柴田　有士 しばた　あると ３年 富山南Ｊr. 富山

43 女子３年生以下の部 瀬山　乃愛 せやま　のあ ３年 富山南Ｊr. 富山

44 女子３年生以下の部 道上　日向 みちかみ　ひなた ３年 富山南Ｊr. 富山

45 女子２年生以下の部 永森　百々花 ながもり　ももか ２年 富山南Ｊr. 富山

46 女子５年生以下の部 佐野　はるか さの　はるか ５年 たなしMAX　Jr. 東京

47 女子５年生以下の部 長谷川　檎々 はせがわ　ここ ５年 たなしMAX　Jr. 東京

48 男子１年生以下の部 佐野　健太 さの　けんた 年長 たなしMAX　Jr. 東京

49 女子６年生以下の部 白坂　琉璃 しらさか　るり ６年 小平ジュニア 東京

50 男子３年生以下の部 白坂　夏絆 しらさか　なつき ３年 小平ジュニア 東京

51 女子５年生以下の部 大嶽　真央 おおたけ　まお ５年 小平ジュニア 東京

52 女子２年生以下の部 大嶽　実央 おおたけ　みお ２年 小平ジュニア 東京

53 女子５年生以下の部 柵木　はづき ませき　はづき ５年 渋谷ジュニア 東京

54 男子６年生以下の部 土屋　大輔 つちや　だいすけ ６年 渋川リトルバーズ 群馬

55 男子３年生以下の部 土屋　航平 つちや　こうへい ３年 渋川リトルバーズ 群馬

56 男子１年生以下の部 宮﨑　祥也 みやざき　しょうや １年 桜木ジュニア 群馬

57 女子６年生以下の部 秋田　実咲 あきた　みさき ６年 川島ジュニア 岐阜

58 女子３年生以下の部 秋田　麻央 あきた　まお ３年 川島ジュニア 岐阜

59 女子２年生以下の部 秋田　愛命 あきた　めい ２年 川島ジュニア 岐阜

60 女子２年生以下の部 渡邉　桃子 わたなべ　ももこ ２年 川島ジュニア 岐阜

61 女子１年生以下の部 渡邉　結子 わたなべ　ゆいこ 年長 川島ジュニア 岐阜

62 男子４年生以下の部 田辺　諒大 たなべ　りょうた ４年 中島ジュニア 石川

63 男子２年生以下の部 松田　絆空 まつだ　きずく ２年 中島ジュニア 石川

64 女子２年生以下の部 盛田　彩心 もりた　あこ ２年 中島ジュニア 石川

65 女子５年生以下の部 新出　理央 しんで　りお ５年 能都町ジュニア 石川

66 男子３年生以下の部 新出　太一 しんで　たいち ３年 能都町ジュニア 石川

67 男子３年生以下の部 松原　史穏 まつばら　しおん ３年 松任ジュニア 石川

68 男子３年生以下の部 寺瀬　大翔 てらせ　ひろと ３年 松任ジュニア 石川

69 男子２年生以下の部 西村　采人 にしむら　あやと ２年 松任ジュニア 石川

70 女子１年生以下の部 田中　咲羽 たなか　さわ １年 金沢ジュニア 石川

71 女子２年生以下の部 西　奏音 にし　かのん ２年 オールエイジJr 石川

72 女子３年生以下の部 田中　依舞 たなか　えむ ３年 富士見ジュニアBC 愛知

73 男子６年生以下の部 伊藤　俊輔 いとう　しゅんすけ ６年 宮浦バドミントンスクール 新潟

74 男子５年生以下の部 佐藤　大修 さとう　たいしゅう ５年 宮浦バドミントンスクール 新潟

75 女子５年生以下の部 山賀　衣央莉 やまが　いおり ５年 宮浦バドミントンスクール 新潟

76 女子５年生以下の部 坂井　琴音 さかい　ことね ５年 宮浦バドミントンスクール 新潟

77 女子４年生以下の部 山下　瑞葵 やました　みずき ４年 宮浦バドミントンスクール 新潟

78 女子２年生以下の部 佐藤　文香 さとう　あやか ２年 宮浦バドミントンスクール 新潟

79 女子２年生以下の部 佐藤　陽菜 さとう　ひな ２年 宮浦バドミントンスクール 新潟

80 女子２年生以下の部 伊藤　愛菜 いとう　まな ２年 宮浦バドミントンスクール 新潟
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81 男子４年生以下の部 山岸　賢世 やまぎし　けんせい ４年 宮浦バドミントンスクール 新潟

82 男子４年生以下の部 中田　裕翔 なかた　ゆうと ４年 宮浦バドミントンスクール 新潟

83 男子５年生以下の部 山口　慎矢 やまぐち　しんや ５年 中野島ＪＢＣ 新潟

84 女子６年生以下の部 若杉　美和 わかすぎ　みわ ６年 中野島ＪＢＣ 新潟

85 女子３年生以下の部 阿部　伶奈 あべ　れいな ３年 中野島ＪＢＣ 新潟

86 男子５年生以下の部 阿辺　泰地 あべ　たいち ５年 ハッピージュニア 新潟

87 男子１年生以下の部 本間　紬樹 ほんま　つむぎ １年 ハッピージュニア 新潟

88 女子６年生以下の部 塩谷　芽生 しおや　めい ６年 ハッピージュニア 新潟

89 女子４年生以下の部 和田　采芽 わだ　あやめ ４年 ハッピージュニア 新潟

90 女子２年生以下の部 中野　明凜 なかの　あかり ２年 ハッピージュニア 新潟

91 男子４年生以下の部 簔口　茉遼 みのぐち　まおと ４年 吉田ジュニア 新潟

92 男子３年生以下の部 川崎　慶人 かわさき　けいと ３年 吉田ジュニア 新潟

93 男子６年生以下の部 椎谷　亮佑 しいや　りょうすけ ６年 はちみつＪr. 新潟

94 男子５年生以下の部 鷲尾　悠斗 わしお　はると ５年 はちみつＪr. 新潟

95 男子３年生以下の部 今　遼介 こん　りょうすけ ３年 はちみつＪr. 新潟

96 女子６年生以下の部 梶原　碧乃 かじわら　あおの ６年 はちみつＪr. 新潟

97 女子５年生以下の部 吉田　優里 よしだ　ゆうり ５年 はちみつＪr. 新潟

98 女子５年生以下の部 鷲尾　環菜 わしお　かんな ５年 はちみつＪr. 新潟

99 女子５年生以下の部 佐藤　茉優 さとう　まゆ ５年 はちみつＪr. 新潟

100 女子５年生以下の部 平松　心愛 ひらまつ　ここあ ５年 はちみつＪr. 新潟

101 女子５年生以下の部 村中　天音 むらなか　あまね ５年 はちみつＪr. 新潟

102 女子５年生以下の部 梶原　芽吹 かじわら　いぶき ５年 はちみつＪr. 新潟

103 女子５年生以下の部 前田　海心 まえだ　みみ ５年 はちみつＪr. 新潟

104 女子５年生以下の部 和田　笑実 わだ　えみ ５年 はちみつＪr. 新潟

105 女子５年生以下の部 濱崎　結愛 はまさき　ゆら ５年 はちみつＪr. 新潟

106 女子５年生以下の部 阿部　仁唯奈 あべ　にいな ５年 はちみつＪr. 新潟

107 女子３年生以下の部 内田　琳 うちだ　りん ３年 はちみつＪr. 新潟

108 女子３年生以下の部 玉木　清良 たまき　きよら ３年 はちみつＪr. 新潟

109 女子３年生以下の部 阿部　茉優佳 あべ　まゆか ３年 はちみつＪr. 新潟

110 女子３年生以下の部 桑原　詩衣 くわばら　しい ３年 はちみつＪr. 新潟

111 女子１年生以下の部 成澤　日彩 なりさわ　ひいろ １年 はちみつＪr. 新潟

112 男子３年生以下の部 板屋　智大 いたや　ちひろ ３年 見附スポーツ少年団 新潟

113 男子６年生以下の部 飯田　裕介 いいだ　ゆうすけ ６年 坂井輪ジュニア 新潟

114 男子５年生以下の部 古石　匠 こいし　たくみ ５年 坂井輪ジュニア 新潟

115 男子５年生以下の部 佐久間　立宇 さくま　りゅう ５年 坂井輪ジュニア 新潟

116 男子５年生以下の部 村山　慶伍 むらやま　けいご ５年 坂井輪ジュニア 新潟

117 男子５年生以下の部 星野　良太 ほしの　りょうた ５年 坂井輪ジュニア 新潟

118 男子３年生以下の部 古石　士 こいし　つかさ ３年 坂井輪ジュニア 新潟

119 女子６年生以下の部 山岸　ひな やまぎし　ひな ６年 坂井輪ジュニア 新潟

120 女子６年生以下の部 笠原　友里 かさはら　ゆり ６年 坂井輪ジュニア 新潟
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121 男子５年生以下の部 羽賀　晴人 はが　はると ５年 豊浦スペリオールズ 新潟

122 男子４年生以下の部 野村　宝 のむら　たから ４年 栃尾ジュニア 新潟

123 男子４年生以下の部 多田　壮希 ただ　そうま ４年 栃尾ジュニア 新潟

124 男子３年生以下の部 橘　邦斗 たちばな　くにと ３年 栃尾ジュニア 新潟

125 男子１年生以下の部 野村　証 のむら　あかし １年 栃尾ジュニア 新潟

126 女子６年生以下の部 佐藤　夕莉 さとう　ゆうり ６年 栃尾ジュニア 新潟

127 女子６年生以下の部 本間　海魅 ほんま　うみ ６年 栃尾ジュニア 新潟

128 女子６年生以下の部 多田　結南 ただ　ゆうな ６年 栃尾ジュニア 新潟

129 女子５年生以下の部 酒井　綾夏 さかい　あやか ５年 栃尾ジュニア 新潟

130 女子５年生以下の部 佐藤　乃衣 さとう　のい ５年 栃尾ジュニア 新潟

131 女子３年生以下の部 佐藤　寧々 さとう　ねね ３年 栃尾ジュニア 新潟

132 女子２年生以下の部 中村　美琴 なかむら　みこと ２年 栃尾ジュニア 新潟

133 女子６年生以下の部 桐澤　実凜 きりさわ　みのり ６年 新津ジュニア 新潟

134 女子６年生以下の部 小出　智子 こいで　ともこ ６年 小野Ｊr. 新潟

135 女子５年生以下の部 井内　あい いない　あい ５年 小野Ｊr. 新潟

136 女子３年生以下の部 本間　莉緒 ほんま　りお ３年 小野Ｊr. 新潟

137 女子２年生以下の部 山口　華奏 やまぐち　かなで ２年 小野Ｊr. 新潟

138 男子５年生以下の部 小林　学人 こばやし　まなと ５年 岩室ジュニア 新潟

139 男子６年生以下の部 小林　大晟 こばやし　たいせい ６年 柏崎ジュニア 新潟

140 男子４年生以下の部 佐々木　有 ささき　ゆう ４年 柏崎ジュニア 新潟

141 男子４年生以下の部 市川　逞夢 いちかわ　たくむ ４年 柏崎ジュニア 新潟

142 女子６年生以下の部 田村　桃香 たむら　ももか ６年 柏崎ジュニア 新潟

143 女子６年生以下の部 岡本　葵生　 おかもと　あおい ６年 柏崎ジュニア 新潟

144 女子６年生以下の部 嶋岡　芽生 しまおか　めい ６年 柏崎ジュニア 新潟

145 女子６年生以下の部 佐藤　華笑 さとう　かえ ６年 柏崎ジュニア 新潟

146 女子６年生以下の部 佐藤　万笑 さとう　まえ ６年 柏崎ジュニア 新潟

147 女子６年生以下の部 武居　花音 たけい　はなの ６年 柏崎ジュニア 新潟

148 女子６年生以下の部 冨田　心結 とみた　みゆ ６年 柏崎ジュニア 新潟

149 女子５年生以下の部 坂井　涼風 さかい　すずか ５年 柏崎ジュニア 新潟

150 女子４年生以下の部 池田　結良 いけだ　ゆら ４年 柏崎ジュニア 新潟

151 女子４年生以下の部 冨田　咲羽 とみた　さわ ４年 柏崎ジュニア 新潟

152 女子１年生以下の部 権田　莉穂 ごんだ　りほ １年 柏崎ジュニア 新潟

153 男子５年生以下の部 金子　隼 かねこ　しゅん ５年 五泉バンビーノ 新潟

154 男子６年生以下の部 岡崎　唯吏 おかざき　ゆうり ６年 直江津ＪＢＣ 新潟

155 女子６年生以下の部 佐々木　茉央 ささき　まお ６年 直江津ＪＢＣ 新潟

156 女子６年生以下の部 飯野　葵衣 いいの　あおい ６年 直江津ＪＢＣ 新潟

157 女子５年生以下の部 新宮　里心 しんぐう　りこ ５年 直江津ＪＢＣ 新潟

158 男子３年生以下の部 飯野　泰輔 いいの　たいすけ ３年 直江津ＪＢＣ 新潟

159 女子３年生以下の部 新宮　來都　 しんぐう　こと ３年 直江津ＪＢＣ 新潟

160 女子３年生以下の部 新宮　咲都 しんぐう　さと ３年 直江津ＪＢＣ 新潟
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161 女子２年生以下の部 稲葉　愛莉 いなば　あいり ２年 直江津ＪＢＣ 新潟

162 男子６年生以下の部 長部　遥人 おさべ　はると ６年 長岡大島ジュニア 新潟

163 男子６年生以下の部 伏見　陸 ふしみ　りく ６年 長岡大島ジュニア 新潟

164 男子６年生以下の部 佐藤　泰士 さとう　たいし ６年 長岡大島ジュニア 新潟

165 男子６年生以下の部 親松　謙五 おやまつ　けんご ６年 長岡大島ジュニア 新潟

166 男子４年生以下の部 高野　大翔 たかの　だいと ４年 長岡大島ジュニア 新潟

167 男子６年生以下の部 酒井　祐希 さかい　ゆうき 6年 阿賀野ジュニア 新潟

168 男子６年生以下の部 榎本　喜心 えのもと　はるき 6年 阿賀野ジュニア 新潟

169 男子６年生以下の部 山賀　颯太 やまが　そうた 6年 阿賀野ジュニア 新潟

170 男子６年生以下の部 榎本　孔 えのもと　こう 6年 阿賀野ジュニア 新潟

171 男子５年生以下の部 金田　羽翼 かねだ　つばさ 5年 阿賀野ジュニア 新潟

172 男子４年生以下の部 酒井　健斗 さかい　けんと 4年 阿賀野ジュニア 新潟

173 男子２年生以下の部 加藤　帆高 かとう　ほだか 2年 阿賀野ジュニア 新潟

174 男子１年生以下の部 池田　康希 いけだ　こうき 年長 阿賀野ジュニア 新潟

175 男子１年生以下の部 小池　翔太 こいけ　しょうた 年長 阿賀野ジュニア 新潟

176 女子６年生以下の部 田中　夢弥 たなか　のぞみ 6年 阿賀野ジュニア 新潟

177 女子５年生以下の部 渡邊　あやめ わたなべ　あやめ 5年 阿賀野ジュニア 新潟

178 女子５年生以下の部 田中　千愛 たなか　ちなり 5年 阿賀野ジュニア 新潟

179 女子４年生以下の部 佐藤　玲 さとう　れい 4年 阿賀野ジュニア 新潟

180 女子４年生以下の部 渡辺　暖花 わたなべ　ほのか 4年 阿賀野ジュニア 新潟

181 女子４年生以下の部 鎌田　珠心 かまた　みむ 4年 阿賀野ジュニア 新潟

182 女子４年生以下の部 荒木　美琴 あらき　みこと 4年 阿賀野ジュニア 新潟

183 女子４年生以下の部 池田　真希 いけだ　まき 4年 阿賀野ジュニア 新潟

184 女子２年生以下の部 遠藤　羽純 えんどう　はすみ 2年 阿賀野ジュニア 新潟

185 女子２年生以下の部 遠藤　瑠花 えんどう　るか 2年 阿賀野ジュニア 新潟

186 女子２年生以下の部 小池　美緒 こいけ　みお 2年 阿賀野ジュニア 新潟

187 女子１年生以下の部 荒木　李佳 あらき　ももか 1年 阿賀野ジュニア 新潟

188 女子１年生以下の部 榎本　温心 えのもと　みつき 1年 阿賀野ジュニア 新潟

189 女子１年生以下の部 遠藤　菜海 えんどう　ななみ 1年 阿賀野ジュニア 新潟

190 女子５年生以下の部 小林　鈴奈 こばやし　りんな ５年 燕スポーツ少年団 新潟

191 女子４年生以下の部 西山　夏月 にしやま　なつき 4年 燕スポーツ少年団 新潟

192 女子１年生以下の部 小林　柚亜 こばやし　ゆずあ 1年 燕スポーツ少年団 新潟

193 女子５年生以下の部 永井　麻琳 ながい　まりん ５年 NJクラブ 新潟

194 男子６年生以下の部 小池　快生 こいけ　かいせい ６年 柏崎半田JSC 新潟

195 男子４年生以下の部 植木　伸弥 うえき　しんや ４年 柏崎半田JSC 新潟

196 男子２年生以下の部 小池　健大 こいけ　たけひろ ２年 柏崎半田JSC 新潟

197 女子６年生以下の部 渡邉　美羽 わたなべ　みう ６年 柏崎半田JSC 新潟

198 女子５年生以下の部 前田　凜 まえた　りん ５年 柏崎半田JSC 新潟

199 女子６年生以下の部 星野　愛梨 ほしの　あいり ６年 水原ジュニア 新潟

200 女子６年生以下の部 長谷川　幸 はせがわ　さち ６年 水原ジュニア 新潟
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201 女子６年生以下の部 加藤　栞奈 かとう　かんな ６年 水原ジュニア 新潟

202 女子５年生以下の部 前田　愛叶 まえた　あいか ５年 水原ジュニア 新潟

203 女子５年生以下の部 鈴木　咲來 すずき　さくら ５年 水原ジュニア 新潟

204 女子５年生以下の部 高橋　夢 たかはし　ゆめ ５年 水原ジュニア 新潟

205 女子５年生以下の部 小野里　茉衣 おのざと　まい ５年 水原ジュニア 新潟

206 女子５年生以下の部 樋口　愛梨 ひぐち　あいり ５年 水原ジュニア 新潟

207 女子５年生以下の部 佐々木　陽茉李 ささき　ひまり ５年 水原ジュニア 新潟

208 女子５年生以下の部 荒木　沙弥 あらき　さあや ５年 水原ジュニア 新潟

209 女子４年生以下の部 田中　莉央 たなか　りお ４年 水原ジュニア 新潟

210 女子４年生以下の部 小池　結菜 こいけ　ゆうな ４年 水原ジュニア 新潟

211 女子４年生以下の部 相沢　奈緒 あいざわ　なお ４年 水原ジュニア 新潟

212 女子４年生以下の部 佐々木　陽愛 ささき　ひより ４年 水原ジュニア 新潟

213 女子２年生以下の部 石塚　叶愛 いしずか　のあ ２年 水原ジュニア 新潟

214 男子５年生以下の部 石原　駿希 いしはら　しゅんき ５年 つばめインパクト 新潟

215 男子５年生以下の部 高桑　大輔 たかくわ　だいすけ ５年 つばめインパクト 新潟

216 男子５年生以下の部 土田　皇吉 つちだ　こうき ５年 つばめインパクト 新潟

217 男子５年生以下の部 渡辺　光 わたなべ　ひかる ５年 つばめインパクト 新潟

218 男子４年生以下の部 工藤　悠煌 くどう　はるき ４年 つばめインパクト 新潟

219 男子３年生以下の部 遠海　佑樹 とうみ　ゆうき ３年 つばめインパクト 新潟

220 男子３年生以下の部 石原　凌駕 いしはら　りょうが ３年 つばめインパクト 新潟

221 男子２年生以下の部 高桑　圭佑 たかくわ　けいすけ ２年 つばめインパクト 新潟

222 男子１年生以下の部 芦田　友哉 あしだ　ともや 年長 つばめインパクト 新潟

223 男子６年生以下の部 渡邉　怜王 わたなべ　れお ６年 ウイニングロード 新潟

224 男子６年生以下の部 小林　孝彰 こばやし　たかあき ６年 ウイニングロード 新潟

225 男子５年生以下の部 中山　皓太 なかやま　こうた ５年 ウイニングロード 新潟

226 男子５年生以下の部 廣田　雄太 ひろた　ゆうた ５年 ウイニングロード 新潟

227 男子５年生以下の部 吉田　虎太郎 よしだ　こたろう ５年 ウイニングロード 新潟

228 男子５年生以下の部 富所　芽生 とみどころ　めい ５年 ウイニングロード 新潟

229 男子３年生以下の部 吉田　琉之助 よしだ　りゅうのすけ ３年 ウイニングロード 新潟

230 男子６年生以下の部 佐藤　和月 さとう　なつき　 ６年 白根エンゼルス 新潟

231 女子６年生以下の部 穂苅　未来 ほかり　みく　 ６年 白根エンゼルス 新潟

232 女子５年生以下の部 佐藤　弥生 さとう　やよい　 ５年 白根エンゼルス 新潟

233 男子４年生以下の部 野瀬山　悠来 のせやま　はるき ４年 白根エンゼルス 新潟

234 男子４年生以下の部 渡辺　隆太 わたなべ　りゅうた ４年 白根エンゼルス 新潟

235 女子１年生以下の部 田中　優羽 たなか　ゆは １年 白根エンゼルス 新潟

236 女子５年生以下の部 本間　夕妃 ほんま　ゆうひ ５年 山北スポーツ少年団 新潟

237 女子４年生以下の部 渡邊　由萌 わたなべ　ゆめ ４年 山北スポーツ少年団 新潟

238 男子６年生以下の部 松澤　空也 まつざわ　くうや ６年 豊栄ジュニア 新潟

239 男子６年生以下の部 伊藤　陽樹 いとう　はるき ６年 豊栄ジュニア 新潟

240 男子６年生以下の部 遠藤　暖 えんどう　はると ６年 豊栄ジュニア 新潟
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241 男子５年生以下の部 佐藤　佑羽 さとう　ゆうは ５年 豊栄ジュニア 新潟

242 男子５年生以下の部 駒澤　旬亮 こまざわ　しゅんすけ ５年 豊栄ジュニア 新潟

243 女子５年生以下の部 中野　玲那 なかの　れいな ５年 豊栄ジュニア 新潟

244 男子４年生以下の部 松澤　侑也 まつざわ　ゆうや ４年 豊栄ジュニア 新潟

245 男子４年生以下の部 伊藤　智悠 いとう　ともひさ ４年 豊栄ジュニア 新潟

246 男子４年生以下の部 梅川　颯太 うめかわ　そうた ４年 豊栄ジュニア 新潟

247 女子６年生以下の部 菊地　彩花 きくち　あやか ６年 佐渡ジュニア 新潟

248 女子５年生以下の部 菊地　未優 きくち　みゆ ５年 佐渡ジュニア 新潟

249 女子４年生以下の部 渡邊　花観 わたなべ　はなみ ４年 佐渡ジュニア 新潟

250 女子４年生以下の部 北見　結愛 きたみ　ゆあ ４年 佐渡ジュニア 新潟

251 女子４年生以下の部 渡部　　雛 わたなべ　ひな ４年 佐渡ジュニア 新潟

252 女子２年生以下の部 菊地　菜々子 きくち　ななこ ２年 佐渡ジュニア 新潟

253 男子６年生以下の部 百都　惺來 ももつ　せら ６年 しばたシャトルモンキー 新潟

254 女子５年生以下の部 渡邉　藍椰 わたなべ　あいな ５年 しばたシャトルモンキー 新潟

255 女子５年生以下の部 堀　陽和 ほり　ひより ５年 しばたシャトルモンキー 新潟

256 女子５年生以下の部 五十嵐　実結 いからし　みゆ ５年 しばたシャトルモンキー 新潟

257 男子４年生以下の部 新島　功汰朗 にいじま　こうたろう ４年 しばたシャトルモンキー 新潟

258 女子４年生以下の部 成田　琉空 なりた　るあ ４年 しばたシャトルモンキー 新潟

259 女子４年生以下の部 肥田　留依 ひだ　るい ４年 しばたシャトルモンキー 新潟

260 男子２年生以下の部 川崎　大翔 かわさき　ひろと ２年 しばたシャトルモンキー 新潟

261 女子２年生以下の部 斎藤　ゆり乃 さいとう　ゆりの ２年 しばたシャトルモンキー 新潟

262 女子２年生以下の部 川崎　沙菜 かわさき　さな ２年 しばたシャトルモンキー 新潟

263 女子２年生以下の部 小菅　詩月 こすげ　うづき ２年 しばたシャトルモンキー 新潟

264 男子１年生以下の部 肥田　直 ひだ　なお １年 しばたシャトルモンキー 新潟

男子６年生以下の部 27 岩手 4

男子５年生以下の部 27 宮城 12

男子４年生以下の部 21 山形 14

男子３年生以下の部 19 福島 3

男子２年生以下の部 9 東京 8

男子１年生以下の部 8 群馬 3

女子６年生以下の部 37 新潟 192

女子５年生以下の部 46 長野 4

女子４年生以下の部 20 富山 8

女子３年生以下の部 16 石川 10

女子２年生以下の部 23 愛知 1

女子１年生以下の部 11 岐阜 5

264 264


