
　　【小学1-4年生男子】12/11 　　　【小学1-4年生女子】12/11

1 山田　陵太 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 1 赤木　文香 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
2 牧野　凜之介ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 2 小須田　琴音 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
3 斉藤　天馬 上田ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3 鎌田　涼菜 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
4 小泉　晴冨 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 4 横川　紗也 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
5 野池　士月 大豆島小学校 5 飯浜　柚貴 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
6 西嵜　誠 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 6 松浦　詩 team HERO
7 山下　光羽 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 7 上野　寧々花 team HERO
8 宮島　速斗 三郷小学校 8 北村　心愛 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
9 佐藤　陸皇 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 9 丸山　結愛 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ

10 遠藤　雅治 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 10 宮澤　福奈 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
11 小川　知輝 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 11 西澤　央華 team HERO
12 宮澤　結哉 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 12 越　彩心 ｱｲﾂｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
13 塩川　智生 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 13 宮島　佳穂 上田スポーツ少年団
14 保坂　浩成 ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 14 土田　映海 ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ
15 朝日　亮佑 上越ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 15 山嵜　莉音 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
16 伏見　亮一 すがの台ﾃﾆｽｽｸｰﾙ



　　　【小学5-6年生男子】12/11 　　　　　　　【小学5-6年生女子12/11

1 牧野　龍之介ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 1 田中　瑞希 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
2 伊藤　航 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 2 大平　倖羽芽 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
3 矢島　睦基 塩崎小学校 3 浦上　一葉 駒ヶ根ｽﾎﾟｰﾂ少年団
4 新井　暖人 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 4 田渕華子 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
5 宮下　颯汰 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 5 北村　柊子 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
6 戸根川　拓磨ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 6 小山　采夢 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
7 本村　一樹 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 7 田畑　佳代 ＳＴＴ
8 桑原　智寛 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 8 斉藤　夏音 上田ｽﾎﾟｰﾂ少年団
9 大澤　徳 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 9 中澤　夏葵 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ

10 岡　紀良 すがの台ＴＣ 10 長原　圭凛 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
11 松浦　丈 team HERO 11 松本　望愛 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
12 黒岩　重成 team HERO 12 渡辺　希颯 三条ファミリーＴＣ
13 馬場　貴大 三条ﾌｧﾐﾘｰＴＣ 13 水出　楓香 上田スポーツ少年団
14 工藤　琳世 team HERO 14 掛川　瞳衣 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
15 塩入　湊大 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 15 滝沢　雛音 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
16 保坂　航平 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 16 野村　奈未 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
17 林　拓磨 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 17 高見沢　史帆 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
18 丸山　時叶 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 18 今井　春陽 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
19 宮澤　啓介 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 19 塩野崎　柊花 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
20 加藤　風雅 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 20 白井　希海 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
21 木村　岳人 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 21 佐々木　空 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
22 宮島　祐希 上田ｽﾎﾟｰﾂ少年団 22 金井　彩桜 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
23 岩下　健人 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 23 永澤　星夏 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
24 小林　龍之介宮田小学校 24 毛利　夏子 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢
25 竹内　輝樹 すがの台ＴＣ
26 小林　遼真 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
27 北林　由伊 上田ｽﾎﾟｰﾂ少年団
28 柴本　翔伍 team HERO
29 宮澤　颯努 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
30 菊池　恵人 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
31 三浦　翔万 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
32 大塚　隼人 新潟ジャンボＩＴＳ
33 山浦満喜 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ



　　　【中学生男子】12/11 　　　　　　　　　　　　　【中学生女子】12/11

1 井ノ浦　悠誠 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 1 渡辺　優夢 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
2 大沢　一貴 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 2 佐藤　謡 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
3 伊藤　光紀 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 3 佐藤　奏 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
4 鈴木　礼矢 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 4 今吉　絢香 屋代付属中学校
5 宮入　浩勇 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 5 青木　璃衣菜 屋代付属中学校
6 大澤　樂 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 6 金子　美祐 屋代付属中学校
7 山口　時和 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 7 湯田　華帆 ＭＡＸ
8 保科　真 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 8 宮澤　佑月 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
9 金子　巧 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 9 田頭　咲希 上田スポーツ少年団

10 唐澤佳右 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 10 安養　侑歩 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｰﾑ･ｴｱｰｽﾞ
11 近藤真史 team HERO 11 梨子下祐理子ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
12 石井　大樹 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ 12 宮澤　雅子 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
13 畦上　実祐 team HERO 13 加藤　美羽 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
14 荻原　玄太郎屋代高校付属中学校 14 山嵜　さくら ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
15 伊藤　陽向 屋代高校付属中学校 15 寺島綾菜 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
16 足立龍翼 屋代高校付属中学校 16 砂田　未樹 南砺市ＴＡ
17 斎藤　翔太 ファミリーＩＴＳ
18 臼田　功太 ファミリーＩＴＳ
19 田中　幹大 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
20 越　愛叶 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
21 佐々木　海 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
22 吉池　竜駿 ＭＡＸ
23 佐藤　碧空 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
24 中澤　隼 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
25 金子　哲平 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
26 毛利　天馬 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢
27 髙野　拓未 柳町中学校
28 伊藤　翼 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰＴＳ
29 半沢　隼 team HERO
30 塩川　和生 上田第5中学校
31 稲場　大晟 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
32 丸山　聖司 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
33 平田　知己 新潟ジャンボＩＴＳ
34 青木　陽哉 大林ＴＳ
35 桜井　駿 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
36 酒井　勇流 ｍ＆ｍ　ＪＴＡ
37 山田　旺典 新潟ジャンボＩＴＳ


