
ゼッケン番号 氏名漢字 所属クラブ名

31001 根本 凌佑 いわき市錦東小

31002 車田 悠陽 かすみがうら陸上クラブ

31003 藤木 伶唯 ときわクラブ

31004 舘 倖太郎 ひたちなか市立佐野小学校

31005 黒羽 洋希 チーム近藤

31006 板橋 明慧 チームＹＡＫ

31007 立原 優真 メゾン

31008 笠原 幹太 世矢小学校

31009 山中 理翔 中小路小学校

31010 石川 慶 中小路小学校

31011 太田 一吹 中小路小学校

31012 片岡 慶太 中小路小学校

31013 古川 湊貴 中小路小学校

31014 沼田 弦史郎 中郷第二小学校

31015 大和田 京冴 久慈小学校

31016 永井 宏和 久慈小学校

31017 塙 竜太朗 久米小学校

31018 後藤 久翔 久米小学校

31019 関 花道 久米小６年

31020 昆野 陸斗 仙台市立寺岡小学校

31021 瀬川 祥太 仲町小学校

31022 鈴木 遥永 会瀬小学校

31023 鈴木 英永 会瀬小学校

31024 磯山 琉斗 会瀬小学校

31025 阿部 智徳 会瀬小学校

31026 高岡 翔優 会瀬ＳＳＳ

31027 矢部 翔琉 佐竹小学校

31028 久下沼 海 佐野小学校

31029 江渕 和馬 助川小

31030 北村 啓成 助川小学校

31031 荒川 侑良 助川小学校

31032 鈴木 洸之介 助川小学校

31033 石井 空 助川小学校

31034 力石 柊真 助川ＳＳＳ

31035 石川 海輝 北茨城市立大津小学校

31036 大内 悠翔 十王サッカークラブ

31037 井坂 健太郎 十王サッカークラブ

31038 佐々木 翔太郎 十王サッカークラブ



31039 平沢 凌大 十王サッカークラブ

31040 今橋 慶太 十王サッカークラブ

31041 川井 康史 十王サッカークラブ

31042 佐々木 綺羅 十王サッカークラブ

31043 高嶋 遼士 十王サッカークラブ

31044 杉山 悠一郎 友部第二小学校

31045 吉村 奏大 吉村家

31046 吉澤 飛翔 吉澤ファミリー

31047 橋本 和征 和良比小

31048 佐藤 龍夢 国分寺ＲＣｊｒ

31049 荻津 悠希 坂本小

31050 川田 琉矢 坂本小学校

31051 小川 泰斗 坂本小学校

31052 眞壁 大海 塙山

31053 神山 瑛俊 塙山小学校

31054 本田 光希 大みか小

31055 舘 悠翔 大みか小

31056 上園 瑞葵 大みか小

31057 柴崎 悠広 大久保小学校

31058 斉藤 颯祐 大久保小学校

31059 横山 翔一 大久保小学校

31060 菅原 和樹 大久保小学校

31061 石川 航聖 大沼小学校

31062 矢原 永門 大沼小学校

31063 大高 元気 大沼小学校

31064 緑川 陽翔 大沼小学校

31065 綿引 啓太 大沼小学校

31066 岡部 壮真 大沼小学校

31067 渡邉 友貴 大沼小学校

31068 石井 陽月 大沼ＳＳＳ

31069 深作 倖也 大洗小

31070 沖澤 慧祐 大田小学校

31071 庄司 大治郎 大野小学校

31072 金成 太陽 好間第一小学校

31073 遠藤 太陽 宮田小学校

31074 原 拓也 宮田小学校

31075 齋 しんのすけ 宮田小学校

31076 平子 大悟 宮田小学校

31077 ⾧谷川 賢介 宮田小学校



31078 木村 祐介 山方小学校

31079 飯島 爽晴 常北小学校

31080 小室 恵太 常陸大宮陸上

31081 海老根 嘉斗 常陸大宮陸上

31082 鹿嶋 快翔 常陸大宮陸上

31083 小室 寛太 常陸大宮陸上少

31084 今野 湊 平潟小

31085 栃本 安理 平第五小学校

31086 五来 優太 成沢小

31087 湯本 航成 成沢小

31088 根本 歩夢 成沢小学校

31089 力丸 朔也 成沢ＶＭＧ

31090 鈴木 海吏 拳勝会

31091 江幡 崇 新荘小学校

31092 佐藤 禮也 日立ラグビースクール

31093 吉田 裕紀 日立ラグビースクール

31094 佐藤 未啓 日立市立坂本小学校

31095 関根 廉悟 日立市立大久保小学校

31096 前島 千博 日立市立大沼小学校

31097 古橋 翼 日立特別支援

31098 寄川 滉正 日立陸上クラブ

31099 遠田 佑真 日高小学校

31100 物井 慈元 村松小学校

31101 磯崎 新太 東石川小

31102 中井 琉介 東葛アールシー

31103 須藤 瀧雅 東葛ＲＣ

31104 西村 侑高 松ケ丘小学校

31105 柴田 凌芽 松岡小

31106 村上 純太 松岡小学校

31107 関 大智 機初小

31108 渡邉 真吾 櫛形小学校

31109 小木 瑞貴 水戸市立千波小学校

31110 小木 寛貴 水戸市立千波小学校

31111 吉田 蒼空 水戸市赤塚小学校

31112 小林 快成 水木小

31113 高星 翼 水木小

31114 三次 眞央 水木小学校

31115 伊勢亀 裕大 水木小学校

31116 皆川 勉蔵 汐見ヶ丘小学校



31117 我妻 範武 河原子小学校

31118 山﨑 友翔 河原子小学校

31119 伊藤 潤星 津田小学校

31120 鎌田 亮仁 滑川小学校

31121 小林 蓮 照沼小

31122 小室 龍馬 田尻小学校

31123 ⾧山 蓮歩 田彦ミニバス

31124 榊 晴真 白方小学校

31125 鈴木 想 秋山小学校

31126 小薗井 陵介 笠原小学校

31127 五十嵐 新太 精華小学校

31128 今泉 結人 納場小学校

31129 吉田 郁哉 緑岡小学校

31130 中村 陸人 羽黒小

31131 水野 悠雅 茨大附属小

31132 川又 大知 西小沢小

31133 田中 雄 見川小学校

31134 出町 祐人 豊浦小学校

31135 芳賀 俊太 豊浦小学校

31136 小室 成明 豊浦小学校

31137 和知 絆 那珂市柔道少年団

31138 大内 優真 那珂湊第一小

31139 山崎 駿哉 金沢剣道

31140 依田 英士 金沢剣道

31141 守田 佑生 金沢剣道

31142 岡崎 遥士 金沢剣道

31143 柏 陽向 金沢小学校

31144 佐藤 奏風 金沢小学校

31145 中舘 大和 金砂郷小学校

31146 澁谷 昊輝 ⾧堀小学校

31147 大沼 駿平 鹿島小学校

31148 塙 寿斗 ＦＣ日立

31149 木村 悠斗 ＦＣ日立

31150 松川 宗玄 ＫＯＯＫ

31151 小沢 我空 ＭＫＯ

31152 塙 雄斗 ＭＫＯ

31153 成澤 渉 ＭＫＯ

31154 三浦 空輝 ＭＫＯ

31155 三浦 星輝 ＭＫＯ



31156 三浦 太鷹 ＭＫＯ

31157 白石 修真 Ｓ．Ｈ ＦＡＭＩＬＹ

31158 川原吹 大輔

31159 高柳 快唯

31160 大森 智喜

31161 市川 珀斗

31162 松井 瑛汰

31163 橘 歩

31164 庄司 蓮

31165 千藤 晴生

31166 鈴木 英佐

31167 赤木 蒼梧

31168 吉川 晃生

31169 大関 伶

31170 飛田 健瑠

31171 三階 凱渡

31172 大西 駈

31173 生田目 晃成

31174 品田 翼

31175 鈴木 遙人

31176 佐藤 甫共

31177 佐藤 宏共

31178 木下 啓大

31179 佐藤 聖悟

31180 佐藤 大透

31181 高田 大昊

31182 鈴木 絢也

31183 河合 琉維

31184 田口 行翔

31185 平野 然

31186 川﨑 元気

31187 邊見 駿佑

31188 栗原 知広

31189 遠藤 晴人

31190 小磯 翔太郎

31191 鈴木 歩真

31192 吉田 隼

31193 岩間 悠隼

31194 寺門 理一郎



31195 外山 優心

31196 伊藤 千紘

31197 海野 悠悟

31198 山本 直輝

31199 蛭田 拳司

31200 久保田 拓人

31201 早川 和磨

31202 海老沢 斗真

31203 鈴木 優仁

31204 久保田 龍舞

31205 阿部川 楓人

31206 小野 祥太

31207 青山 昊生

31208 田代 悠真

31209 高星 琉

31210 川崎 寛大

31211 小林 航太

31212 山口 寛希

31213 石井 琢人

31214 佐藤 大心

31215 阿部 健太

31216 鈴木 陸

31217 井坂 海凪

31218 口町 柊哉

31219 成田 大悟

31220 山口 晃生

31221 ⾧山 琉依

31222 白川 真士佳

31223 吉村 慧

31224 木下 凱心

31225 中込 純聖

31226 石貝 新汰

31227 林 壮二郎

31228 和地 詩々

31229 大窪 遼平

31230 野間 健太

31231 高取 完佑

31232 大竹 実吹

31233 照沼 真治



31234 森田 来夢

31235 平根 歩高

31236 小室 海翔

31237 関川 翔太

31238 本多 健生

31239 青木 周優

31240 藤川 凌士

31241 丹 優太朗

31242 吉井 佑

31243 鴨志田 真吾

31244 國井 翔太

31245 木村 柊史

31246 野口 颯

31247 永山 瑞貴


