
<個人総合競技＞

氏名 氏名

タガワ ヒナ ツチヤ モカ

田川陽菜 土屋萌香

タケウチ リンタロウ オノデラ リオ

竹内凛太朗 小野寺 莉大

キクタ リンカ タカハシ リオ

菊田琳華 高橋 里和

サイトウ　ユリ タケイチ レア

齋藤 有理 竹市玲亜

スズキ　ルイ ムラマツ　レイカ

鈴木　琉生 村松　怜花

ヤスダ チア オオクマ ミユキ

安田 千愛 大熊 幸季

オリタテ ミズキ ヤナギハラ アイ

折立瑞希 柳原 愛衣

ヨシナガ ハルノ タケイチ リノ

𠮷長春乃 竹市莉乃

タジマ　アンジュ アベ ルリ

田島　杏樹 阿部 瑠璃

タガワ ナツミ タブチ マヤ

田川菜摘 田淵 真彩

カンベ　ユウセイ モリ　ミコト

神戸 優晴 森　尊

シモダ リン ツチヤ マサト

下田 凜 土屋 優仁

キタサコ　アズミ キシワダ レナ

北迫 あずみ 岸和田 玲菜

モチヅキ キョウカ イナダ タクミ

望月 今日香 稲田 拓海

ヒラタ ヤスシゲ アマノ アイリ

平田 康成 天野 愛莉

タジマ　タイガ クロダ サアヤ

田島　大雅 黒田咲絢

サワベ ユナ ホリウチ　リノ

沢辺結菜 堀内 理乃

ヒコサカ　アヤノ

彦坂 綺乃

タカツジ アユ

高辻 歩結

ヤマシタ ワカナ

山下和奏菜

チバ コハル

千葉 こはる
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氏名 氏名

ブトウ レンタロウ ヤスダ シュウト

武藤蓮太朗 安田 修翔

シモダ コウ ハセガワ レイ

下田 公 長谷川玲

サトウ　ジュリ イシダ マコ

佐藤 珠理 石田眞子

サイトウ ハヤト ライ　エキメイ

斎藤 駿斗 雷 益銘

スズキ タカオ シミズ アイリ

鈴木 隆雄 清水 愛梨

カ モホン イイジマ ミノリ

何 墨本 飯島 美紀

シマムラ　ナオユキ スダ　シュンマ

島村 猶之 須田　駿真

アズマ カズミ タケウチ　マサユキ

東 和美 竹内 優幸

イシカワ フウカ フジモト ソウジ

石川楓和 藤本 奏史

ヤマモト ユヅキ オオツボ クララ

山本 柚月 大坪 くらら

ヨシダ　ユウマ マスダ リオウ

吉田 悠真 増田 璃皇

ナカデ　サワ ソエダ　タケル

中出 沙和 副田 建

ラオ　シユ ナカジ　カズキ

饒　思瑜 中路　和希

ベップ　ハナコ コグレ リナ

別府 華子 小暮里奈

アマミヤ　ユマ ヨシダ モモカ

雨宮　結万 吉田 百花

トウジョウ リュウノスケ イドモト マイ

東條 竜之介 井戸本 真依

スズキ ハルト クキタ　アツナリ

鈴木 陽斗 久木田 篤哉

エンドウ ヨシユキ セキ アヤカ

遠藤 義幸 関 彩夏

カミバヤシ サクタロウ タブチ ミナ

上林朔太朗 田淵 美凪

カトウ ユウヤ ナカガワ ユキノ

加藤祐也 中川 由紀乃

ヤスダ メグム コバヤシ コウキ

安田 惠 小林 煌貴

ヒロオカ リオ ムトウ　コウマ

廣岡 凜音 武藤航真

アズマ カズヒコ シミズ ユウホ

東 和彦 清水 佑歩

タマキ　リュウタロウ

玉木 柳太郎

オオツカ サラ

大塚 沙良

CクラスBクラス

優勝

三位

順位

優勝

二位

二位

三位


