
   21-03-04 11:13

????????(??3?)(21-03-21??)  小学６年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
片　岡　愛　凛(中　　　山　　　
樋　口　美　彩 　　　　　　　)

0001

菅　　　和佳菜(原　　　良　　　
古　谷　歩　実 　　　　　　　)

0002

濱　田　優　衣(花　　　野　　　
泉　谷　琉　衣 　　　　　　　)

0003

園　田　梨　乃(西　　　陵　　　
坂　本　和　奏 　　　　　　　)

0004

川　﨑　悠　花(武　岡　台　　　
山之内　詩　織 　　　　　　　)

0005

田　中　純　奈(玉　　　江　　　
秋　葉　陽　菜 　　　　　　　)

0006

久　保　琴　音(伊　　　敷　　　
有　馬　佐　紀 　　　　　　　)

0007

横　川　由　莉(坂　　　元　　　
富　山　夏　光 　　　　　　　)

0008

河　野　裕美子(桜　丘　西　　　
濵　田　　　杏 　　　　　　　)

0009

政　　　優　楽(吉　野　東　　　
竹　中　実々花 　　　　　　　)

0010

松　嶋　美　奈(中　　　山　　　
松　嶋　花　奈 　　　　　　　)

0011

榎　田　真　紀(坂　　　元　　　
揚　野　綾　香 　　　　　　　)

0012

石　堂　那　緒(西　　　陵　　　
飯　田　日　鞠 　　　　　　　)

0013

久　保　心　陽(花　　　野　　　
下　田　楽　々 　　　　　　　)

0014

今　村　くるみ(南　　　　　　　
隈　元　果　朋 　　　　　　　)

0015

宮　﨑　姫　夢(玉　　　江　　　
中　島　衣緒梨 　　　　　　　)

0016

伊　藤　由　愛(清　　　和　　　
穂　満　俐　里 　　　　　　　)

0017

井　本　　　結(中　　　山　　　
新　原　圭　都 　　　　　　　)

0018

桝　満　里　愛(花　　　野　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0019

林　　　彩　葉(西　　　陵　　　
鳥　原　楽　美 　　　　　　　)

0020

高　城　彩　花(清　　　和　　　
内　　　優　寧 　　　　　　　)

0021

坂　口　は　な(坂　　　元　　　
村　岡　由　佳 　　　　　　　)

0022

本　村　実　結(坂　元　台　　　
瀬戸口　詩　音 　　　　　　　)

0023

加　藤　杏　梨(原　　　良　　　
加　藤　悠　梨 　　　　　　　)

0024

前　川　華　澄(吉　野　東　　　
山　﨑　理　歩 　　　　　　　)

0025

松　岡　ほなみ(西　　　田　　　
福　満　瑠　那 　　　　　　　)

0026

和　田　陽　向(田　　　上　　　
榎　田　歩　純 　　　　　　　)

0027

西　　　礼　愛(西　　　陵　　　
中塩屋　琴　音 　　　　　　　)

0028

浜　田　杏　奈(中　　　山　　　
丸　山　夏　萌 　　　　　　　)

0029

新　村　みらい(桜　丘　西　　　
中　島　絢　音 　　　　　　　)

0030

藏　屋　愛　梨(花　　　野　　　
亀　沢　愛衣花 　　　　　　　)

0031

重　久　彩　寧(玉　　　江　　　
下　村　煌　音 　　　　　　　)

0032

二　俣　愛　桜(伊　敷　台　　　
伊　東　朱　音 　　　　　　　)

0033

徳　永　美　音(西　　　陵　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0034

中　島　悠　邑(大　明　丘　　　
相　澤　朱　音 　　　　　　　)

0035
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   21-03-04 11:12

????????(??3?)(21-03-21??)  小学５年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
野　元　あ　い(大　明　丘　　　
白　田　絢　音 　　　　　　　)

0001

石牟禮　ひまり(南　　　　　　　
藥　丸　愛　珠 　　　　　　　)

0002

伊　達　彩　乃(玉　　　江　　　
瀬戸口　はるか 　　　　　　　)

0003

和　田　芽　依(武　岡　台　　　
本　田　花　音 　　　　　　　)

0004

六反田　優　音(吉　野　東　　　
京　田　莉　子 　　　　　　　)

0005

前　田　明　莉(西　　　田　　　
生　見　美　空 　　　　　　　)

0006

池　野　穂　花(原　　　良　　　
福　山　鈴　音 　　　　　　　)

0007

東　郷　咲　和(吉　　　野　　　
加　藤　　　葵 　　　　　　　)

0008

谷　山　陽　和(大　明　丘　　　
有　村　実　来 　　　　　　　)

0009

坂　元　香　穂(花　　　野　　　
藏　屋　由　彩 　　　　　　　)

0010

中　村　美　羽(桜　丘　西　　　
切　原　優　亜 　　　　　　　)

0011

福　元　陽南歌(西　　　田　　　
今　福　悠　珂 　　　　　　　)

0012

向　　　由　夏(中　　　山　　　
井　本　　　凛 　　　　　　　)

0013

大　重　眞　空(吉　　　野　　　
梅　田　藍　里 　　　　　　　)

0014

岩　田　明香里(桜　丘　西　　　
茶　屋　優莉奈 　　　　　　　)

0015

中　野　愛美莉(武　アクア　　　
吉　永　陽　菜 　　　　　　　)

0016

田　尻　紗　悠(西　　　田　　　
楠　原　優　希 　　　　　　　)

0017

末　永　つかさ(花　　　野　　　
吉　松　希　望 　　　　　　　)

0018

迫　　　日　向(大　明　丘　　　
中　村　麻友莉 　　　　　　　)

0019

竹　川　陽　莉(吉　野　東　　　
中　村　美　咲 　　　　　　　)

0020

能　勢　凜　花(南　　　　　　　
渡　邊　莉　彩 　　　　　　　)

0021

三　留　杏　菜(吉　　　野　　　
元　田　陽　菜 　　　　　　　)

0022

中　尾　百　花(田　　　上　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0023

上　野　彩　咲(中　　　山　　　
小竹山　絢　音 　　　　　　　)

0024

重　留　日　葵(坂　　　元　　　
崎　迫　杏　佳 　　　　　　　)

0025

新　保　めい香(花　　　野　　　
山之口　かなう 　　　　　　　)

0026

村　山　あ　み(大　明　丘　　　
堂　地　恋　維 　　　　　　　)

0027
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   21-03-04 11:12

????????(??3?)(21-03-21??)  小学４年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
播　田　琴　晴(吉　　　野　　　
﨑　山　　　涼 　　　　　　　)

0001

佐　野　桃　香(吉　野　東　　　
酒　匂　奏　実 　　　　　　　)

0002

塩入谷　心　美(伊　　　敷　　　
遠　武　美　幸 　　　　　　　)

0003

外　島　　　凛(西　　　陵　　　
時　任　奏　之 　　　　　　　)

0004

隈　元　千　紗(南　　　　　　　
竹　永　柚　穂 　　　　　　　)

0005

安　長　夢　來(中　　　山　　　
山之内　美　晴 　　　　　　　)

0006

福　山　心　晴(坂　元　台　　　
柿　元　　　紬 　　　　　　　)

0007

有　村　優　花(吉　野　東　　　
泉　　　志　穏 　　　　　　　)

0008

横　川　未　歩(坂　　　元　　　
内　田　樹　里 　　　　　　　)

0009

鮫　島　美　結(中　　　山　　　
杉　尾　愛　莉 　　　　　　　)

0010

加　来　想　羅(武　アクア　　　
小　宮　佳　子 　　　　　　　)

0011

小　濵　李　華(花　　　野　　　
末　永　くるみ 　　　　　　　)

0012

相　羽　莉　子(武　岡　台　　　
岸　尾　華　子 　　　　　　　)

0013

山　野　桜　子(伊　敷　台　　　
二　俣　愛　心 　　　　　　　)

0014

畑　中　優　花(南　　　　　　　
榊　　　実　奈 　　　　　　　)

0015

渡　邊　鼓　心(原　　　良　　　
増　満　絢　花 　　　　　　　)

0016

福　元　碧　音(坂　　　元　　　
村　岡　奈　佳 　　　　　　　)

0017

多　良　萌　亜(中　　　山　　　
濵　村　結　南 　　　　　　　)

0018

牧　　　亜麗愛(清　　　和　　　
劉　　　俊　杰 　　　　　　　)

0019

塩入谷　美　咲(伊　　　敷　　　
三　本　莉　花 　　　　　　　)

0020

竹　中　千　種(吉　野　東　　　
中　村　花　音 　　　　　　　)

0021

古　野　愛　結(花　　　野　　　
堀　切　心　晴 　　　　　　　)

0022

内　野　心　結(玉　　　江　　　
中　島　杏　莉 　　　　　　　)

0023

内　田　結　寿(中　　　山　　　
弥　永　心　遥 　　　　　　　)

0024

末　松　美　那(田　　　上　　　
堂　免　百　華 　　　　　　　)

0025

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22   23

　　

  24



   21-03-04 11:11

????????(??3?)(21-03-21??)  小学３年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
酒　匂　祐　依(吉　　　野　　　
有　木　優　真 　　　　　　　)

0001

堂　園　真　桜(坂　　　元　　　
吉　野　蒼　依 　　　　　　　)

0002

松　﨑　　　愛(アップクウェル　
折小野　優　和 　　　　　　　)

0003

本　村　咲　貴(坂　元　台　　　
牧　山　夢　愛 　　　　　　　)

0004

持　増　叶　愛(西　　　陵　　　
安　樂　郁　花 　　　　　　　)

0005

井ノ上　亜　美(中　　　山　　　
新　原　李　唯 　　　　　　　)

0006

田　邊　愛　莉(田　　　上　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0007

切　原　優　維(桜　丘　西　　　
中　島　麗　奈 　　　　　　　)

0008

大　重　日　葵(吉　　　野　　　
田　中　柚　羽 　　　　　　　)

0009

浦　嶋　優　愛(大　明　丘　　　
中　村　野々花 　　　　　　　)

0010

小　屋　心　春(吉　　　野　　　
吉　田　咲　優 　　　　　　　)

0011

中　村　恵　愛(西　　　陵　　　
碩　　　野　李 　　　　　　　)

0012

下　村　煌　奏(玉　　　江　　　
服　部　楓　夏 　　　　　　　)

0013

山　口　心　絆(坂　　　元　　　
福　元　華　音 　　　　　　　)

0014

堂　園　咲　陽(大　明　丘　　　
田　中　鈴　菜 　　　　　　　)

0015

印　南　美侑華(清　　　和　　　
内　　　優　嘉 　　　　　　　)

0016

上　村　心　那(西　　　田　　　
福　元　心　晴 　　　　　　　)

0017

加　藤　彩　葉(吉　　　野　　　
東　郷　実　和 　　　　　　　)

0018

髙　橋　　　楓(中　　　山　　　
内　田　心　結 　　　　　　　)

0019

碩　　　希　光(西　　　陵　　　
丸　田　夏　希 　　　　　　　)
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   21-03-04 11:10

????????(??3?)(21-03-21??)  小学２年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
濵　田　穂　佳(吉　　　野　　　
﨑　山　　　凜 　　　　　　　)

0001

下　田　鈴　々(花　　　野　　　
下　田　琴　々 　　　　　　　)

0002

長　沼　ひかり(清　　　和　　　
須　貝　柚　姫 　　　　　　　)

0003

石　原　凛　音(伊　敷　台　　　
川　邊　樹　子 　　　　　　　)

0004

安　樂　杏　純(中　　　山　　　
髙　橋　　　稔 　　　　　　　)

0005

政　野　千　尋(西　　　陵　　　
指　宿　菜々実 　　　　　　　)

0006

右　田　優　奈(武　アクア　　　
右　田　美　紅 　　　　　　　)

0007

中　尾　穂　夏(田　　　上　　　
濵　島　　　凛 　　　　　　　)

0008
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   21-03-04 11:10

????????(??3?)(21-03-21??)  小学１年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
胸　元　　　稟(吉　野　東　　　
政　　　来　楽 　　　　　　　)

0001

萩　原　紗　幸(大　明　丘　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0002

東　　　芭　奈(原　　　良　　　
増　満　帆　花 　　　　　　　)

0003

川　﨑　咲　恵(武　岡　台　　　
鬼塚脇　　　雫 　　　　　　　)

0004

吉　田　萌　咲(吉　　　野　　　
小　屋　風　花 　　　　　　　)

0005

原　口　和　希(武　岡　台　　　
櫨　木　愛　琉 　　　　　　　)

0006

福　田　琉　奈(西　　　田　　　
園　田　凪　彩 　　　　　　　)

0007

豊　永　美　織(吉　野　東　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0008

田　中　桃　依(吉　　　野　　　
播　田　夢　結 　　　　　　　)

0009
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   21-03-01 10:06

????????(??3?)(21-03-21??)  

中学３年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

1 黒　木　麻　緒 (大 　 明 　 丘)
中　島　璃　月 (大 　 明 　 丘)

2 中　野　琴　心 (西 　 　 　 陵)
久　永　和　奏 (西 　 　 　 陵)

3 永　田　真　結 (大 　 明 　 丘)
古　川　桜　子 (大 　 明 　 丘)

順位
ｹﾞｰﾑ ｾｯﾄ ﾎﾟｲﾝﾄ
得失 得失 得失 001
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   21-03-04 11:14

????????(??3?)(21-03-21??)  中学２年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
野　間　小　桜(坂　　　元　　　
内　田　り　お 　　　　　　　)

0001

橋　口　咲　恵(吉　野　東　　　
深　野　桐　子 　　　　　　　)

0002

永　吉　美　怜(西　　　陵　　　
室　屋　琴　羽 　　　　　　　)

0003

深　澤　彩　楽(武　アクア　　　
金　丸　裕　香 　　　　　　　)

0004

杉　安　未　羽(田　　　上　　　
田　中　咲　楽 　　　　　　　)

0005

山　野　花　楓(伊　敷　台　　　
坂　下　絢　音 　　　　　　　)

0006

飯　田　心　羽(西　　　陵　　　
瀬　尾　ひなの 　　　　　　　)

0007

三　本　莉　里(伊　　　敷　　　
米　盛　優　菜 　　　　　　　)

0008

牧　　　梨々香(西　　　陵　　　
松　元　　　芽 　　　　　　　)

0009

堂　免　遙　花(田　　　上　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0010

竹　中　二　葉(吉　野　東　　　
芝　　　明　里 　　　　　　　)

0011
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   21-03-04 11:19

????????(??3?)(21-03-21??)  中学１年生女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
住　吉　璃　胡(伊　　　敷　　　
今　村　遥　花 　　　　　　　)

0001

政　野　真　奈(西　　　陵　　　
【　　　　　】 　　　　　　　)

0002

尾　上　晴　香(大　明　丘　　　
松　元　玲　音 　　　　　　　)

0003

中　園　莉　佳(ＪＣジュニア　　
楠　原　優　愛 　　　　　　　)

0004

前　田　倫　佳(西　　　陵　　　
森　　　知　陽 　　　　　　　)

0005

百　村　月　来(中　　　山　　　
米　元　心　優 　　　　　　　)

0006

潤　　　真　央(伊　敷　台　　　
山　川　藍　音 　　　　　　　)

0007

前　村　未　空(西　　　陵　　　
松　元　清　憐 　　　　　　　)

0008

植　松　そ　ら(南　　　　　　　
藤　崎　柑　奈 　　　　　　　)

0009
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