
年/月 大会名 クラス性別

男 橋田　翔太 150 根井　皓多 120 原田　和哉 100 本薗　慶人 100 須山　向陽 80 栁田　迅斗 80 神園　凌志 80 餅原　毅 80

女 福元　千衣吏 150 上村　莉遥 120 福岩　莉子 100 有馬　さくら 100 小幡　理夢 80 西　晴花 80 宮下　千奈 80 水野　莉沙 80

男 川上　慶槇 90 笹川　祐輝 70 遠矢　有希 50 小川　煌獅 50 荒瀬　洋輝 30 松野　聖矢 30 小川　煌獅 30 馬庭　侑士 30

女 山田　彩乃 90 吉重　ななこ 70 岡村　凜那 50 前橋　莉音 50 木ノ下　樹乃 30 山下　結名 30 堀　桜子 30 須山　夏菜 30

男 鵜狩　良仁 40 福島　玄輝 25 山脇　陽夕 10 今村　仁哉 10 本薗　諒人 二神　琉泉 隈元　一希 岩切　晴哉

女 平岡　里彩 40 横村　春花 25 餅原　理香子 10 揚野　ひかり 10 隈元　彩蘭 内村　望央 西　唯花 常山　優奈

男 久保　蓮生 5 鳥丸　遙斗 3 今徳　理琥 重水　隆清

女 丸山　結衣 5 福岡　真 3 時任　凜奈 桑水流　江菜

男 鵜狩 良仁 40 福島 玄輝 25 岩切 晴哉 10 今村 仁哉 10 槢木 健太 浜田 喜弘 本薗 諒人 隈元 一希

女 横村 春花 40 餅原 理香子 25 揚野 ひかり 10 内村 望央 10 岩下 涼音 隈元 彩蘭 内野 優里 西 唯花

男 久保 蓮生 5 鳥丸 遙斗 3 重 雄登 恒吉 大暉

女 丸山 結衣 5 福岡 真 3 隈元 巴七 桑水流 江菜

男 本薗 慶人 150 内村 翔大 120 川上 慶槇 100 遠矢 有希 100 松野 聖矢 80 栁田 迅斗 80 南 大二朗 80 下竹 大翔 80

女 吉重 ななこ 150 山田 彩乃 120 上村 莉遥 100 岡村 凜那 100 内野 聡里 80 平岡 里彩 80 福島 菜未 80 横村 日花里 80

男 本薗 慶人 150 姫野 風波 120 内村 翔大 100 郡山 光輝 100 大隅 叶太郎 80 中間 紫音 80 松野 聖矢 80 德永 響輝 80

女 山田 彩乃 150 前橋 莉音 120 隈元 麻琳 100 小幡 理夢 100 西原 里菜 80 宮下 千奈 80 内野 聡里 80 上村 莉遥 80

男 荒瀬 洋輝 90 小野 秦吾 70 山脇 陽夕 50 馬庭 侑士 50 堀切 勇希 30 原田 崇暢 30 今村 仁哉 30 石原 悠宇 30

女 吉重 ななこ 90 山下 結名 70 平岡 里彩 50 堀 桜子 50 隈元 にこ 30 内村 望央 30 横村 春花 30 岡村 凜那 30

男 久保 蓮生 40 隈元 一希 25 重 雄登 10 重水 隆清 10 中原 秀真 池田 雄翔 宮下 叶夢 木場 俊輔

女 揚野 ひかり 40 餅原 理香子 25 田中 凛々花 10 富来 恭香 10 深迫 春花 内野 優里 丸山 結衣 福岡 凛々

男 垣内 大 5 井料　碧海 3 鳥丸 遥斗 小金丸 開瑛

女 隈元 巴七 5 川原 愛子 3 桑水流 江菜 福岡 真

男 川上 慶槇 150 本薗 慶人 120 内村 翔大 100 南 大二朗 100 野村 麻斗 80 松野 聖矢 80 郡山 光輝 80 平山n 凜太郎 80

女 山田 彩乃 150 上妻 朱里 120 前園 莉音 100 小幡 理夢 100 山口 真依寧 80 内野 聡里 80 宮下 千奈 80 隈元 麻琳 80

男 鵜狩 良仁 90 福島 玄輝 70 小野 秦吾 50 岩切 晴哉 50 今村 仁哉 30 山脇 陽夕 30 松葉口 翔栄 30 荒瀬 陽輝 30

女 岡村 凜那 90 吉重 ななこ 70 平岡 里彩 50 山下 結名 50 内村 望央 30 隈元 にこ 30 前橋 美憂 30 横村 春花 30

男 隈元 一希 40 久保 蓮生 25 本薗 諒人 10 重水 隆清 10 小金丸 竜伸 重 雄登 宮下 叶夢 中原 秀真

女 揚野 ひかり 40 餅原 理香子 25 田中 凜々花 10 深迫 春花 10 隈元 彩蘭 丸山 結衣 富来 恭香 福岡 凜々

男 鳥丸 遙斗 5 丸山 奏澄 3 遠矢 康晴 垣内 大

女 隈元 巴七 5 福岡 真 3 桑水流 江菜 川原 愛子

男 福島 玄輝 65 岩切 晴哉 50 山下 晃世 30 隈元 一希 30

女 横村 春花 65 内村 望央 50 岩下 涼音 30 福岡 凛々 30

男 本薗 諒人 40 重 雄登 25 久保 蓮生 10 鳥丸 遙斗 10

女 揚野 ひかり 40 餅原 理香子 25 内野 優里 10 富来 恭香 10

男 丸山 泰澄 5 小金丸 開瑛 3

女 隈元 巴七 5 桑水流 江菜 3

男 川上 慶槇 120 下竹 大翔 95 永吉 健人 75 松葉口 翔栄 75 高山 翔夢 55 野村 麻斗 55 徳永 響輝 55 松野 聖矢 55

女 吉重 ななこ 120 前橋 莉音 95 須山 夏菜 75 内野 聡里 75 横村 日花里 55 山口 真依寧 55 齊野平星那 55 福島 菜未 55

男 山脇 陽夕 90 笹川 祐輝 70 原田 崇暢 50 小野 秦吾 50 荒瀬 洋輝 30 馬庭 侑士 30 堀切 勇希 30 石原 悠宇 30

女 山下 結名 90 隈元 にこ 70 平岡 里彩 50 前橋 美憂 50 西原 凛香 30 西原 花梨 30 堀 桜子 30 常山 優奈 30
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年/月 大会名 クラス性別

橋田　翔太 150 神園　凌志 120 本薗　慶人 100 内村　翔大 100 吉元　利玖 80 髙橋　大介 80 松元　翔一郎 80 染川　颯志 80

原田　和哉 150 根井　皓多 120 平山　凜太郎 100 有村　純吾 100 新原　瑠 80 小野　悠悟 80 下田代　豪有 80 神野　開 80

中村　姫野 150 上村　莉遥 120 水野　莉沙 100 小幡　理夢 100 佐藤　紅羽 80 諸木　莉奈 80 上野　梨々花 80 宮田　京佳 80

杉田　千紘 150 隈元　麻琳 120 宮下　千奈 100 西原　里菜 100 中村　花心 80 祝　奈津希 80 大堂　藍音 80 森山　真心 80

川上　慶槇 90 下竹　大翔 70 小野　秦吾 50 小川　煌獅 50 田中　琉生 30 松田　樹宜 30 松葉口　翔栄 30 瀬戸口　楓 30

笹川　祐輝 90 松野　聖矢 70 遠矢　有希 50 永吉　健人 50 荒瀬　洋輝 30 窪田　聖士 30 原田　崇暢 30 岡田　朋大 30

岡村　凜那 90 山田　彩乃 70 福島　菜未 50 内野　聡里 50 前橋　莉音 30 山下　結名 30 前橋　美憂 30 横村　日花里 30

吉重　ななこ 90 上妻　朱里 70 山口　真依寧 50 岩切　美羽 50 須山　夏菜 30 堀　桜子 30 隈元　にこ 30 永山　結清 30

鵜狩　良仁 40 福島　玄輝 25 山脇　陽夕 10 本薗　諒人 10

岩切　晴哉 40 今村　仁哉 25 二神　琉泉 10 隈元　一希 10

平岡　里彩 40 隈元　彩蘭 25 内野　優里 10 西　唯花 10

横村　春花 40 餅原　理香子 25 揚野　ひかり 10 内村　望央 10

本薗 慶人 150 有村 純吾 120 栁田 迅斗 100 徳留 拓夢 100 吉峯 一龍 80 下竹 大翔 80 80 80

平山 凜太郎 150 内村 翔大 120 染川 颯志 100 原田 崇暢 100 揚野 宏紀 80 松野 聖矢 80 80 80

前橋 莉音 150 隈元 麻琳 120 小山 栞奈 100 齊野平 星那 100 髙橋 愛 80 木村 星空 80 柳元 美緒 80 80

須山 夏菜 150 前橋 美憂 120 内村 優月 100 平田 綾菜 100 志水 愛 80 蒲地 りこ 80 稲森 莉央 80 80

笹川 祐輝 90 田中 琉生 70 松葉口 翔栄 50 山脇 陽夕 50 山下 晃世 30 上大迫 瑠伊 30 松元 篤志 30 30

岩切 晴哉 90 荒瀬 洋輝 70 小野 秦吾 50 今村 仁哉 50 堀切 勇希 30 浜田 喜弘 30 米山 裕二 30 30

山下 結名 90 西 唯花 70 西原 花梨 50 隈元 華音 50 久保田 菜々 30 吉峯 りあ 30 先﨑 仁胡 30 30

堀 桜子 90 内村 望央 70 平岡 里彩 50 隈元 彩蘭 50 福留 未紗 30 矢野 絢子 30 赤塚 瑠衣 30 30

久保 蓮生 40 隈元 一希 25 今徳 理琥 10 中原 秀真 10

重 雄登 40 小金丸 竜伸 25 重水 隆清 10 篠原 一心 10

内野 優里 40 福岡 凛々 25 田中 凛々花 10 隈元 巴七 10

揚野 ひかり 40 深迫 春花 25 富来 恭香 10 桑水流 江菜 10

本薗 慶人 150 内村 翔大 120 南 大二朗 100 下竹 大翔 100 野村 麻斗 80 徳留 拓夢 80 郡山 光輝 80 瀬戸口 楓 80

平山 凜太郎 150 有村 純吾 120 田中 康暉 100 松野 聖矢 100 高山 翔夢 80 原田 崇暢 80 名越 颯太 80 岡田 朋大 80

小幡 理夢 150 福島 菜未 120 上村 莉遥 100 内野 聡里 100 水野 莉沙 80 齊野平 星那 80 志水 愛 80 小山 栞奈 80

上妻 朱里 150 山口 真依寧 120 隈元 麻琳 100 岩切 美羽 100 宮下 千奈 80 平田 綾菜 80 髙橋 愛 80 内村 優月 80

鵜狩 良仁 90 松葉口 翔栄 70 笹川 祐輝 50 田中 琉生 50 今村 仁哉 30 宮﨑 倫太郎 30 石原 悠宇 30 馬庭 侑士 30

岩切 晴哉 90 小野 秦吾 70 福島 玄輝 50 荒瀬 洋輝 50 山脇 陽夕 30 鮫島 謙太 30 槢木 健太 30 鳥丸 蒼斗 30

岡村 凜那 90 隈元 にこ 70 平岡 里彩 50 山下 結名 50 吉峯 りあ 30 増田 千紘 30 西 唯花 30 久保田 菜々 30

吉重 ななこ 90 前橋 美憂 70 横村 春花 50 堀 桜子 50 矢野 絢子 30 丸田 みらい 30 内村 望央 30 福留 未紗 30

隈元 一希 40 久保 蓮生 25 中原 秀真 10 今徳 理琥 10

本薗 諒人 40 重 雄登 25 篠原 一心 10 重水 隆清 10

内野 優里 40 隈元 彩蘭 25 福岡 凛々 10 田中 凛々花 10

揚野 ひかり 40 餅原 理香子 25 深迫 春花 10 富来 恭香 10
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