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3165279 ⽯倉 綸々⽇ ﾁｰﾑZIP 川崎市 王禅寺中央⼩ 3/16 ⼩学⽣⼥⼦
3165527 若⼭ 璃⾳ ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 川崎市 ⻄丸⼦⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3165580 武⼠ 琴惟 ﾁｰﾑZIP 横浜市 ⽥奈⼩ 3/21 ⼩学⽣⼥⼦
3258321 ⾦津 咲杏 荏原SSC 藤沢市 ⽻⿃⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258333 梅本 愛珠 BEAT TENNIS CLUB 秦野市 南が丘⼩ 3/26 ⼩学⽣⼥⼦
3258344 ⼭野 りみ 葉⼭ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 葉⼭町 ⻑柄⼩ 3/5 ⼩学⽣⼥⼦
3258347 ⽯井 綾夏 葉⼭ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 三浦市 上宮⽥⼩ 3/10 ⼩学⽣⼥⼦
3258349 永井 花怜 ﾘﾋﾞｴﾗ逗⼦ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 藤沢市 湘南⽩百合学園⼩ 3/10 ⼩学⽣⼥⼦
3258358 ⾦丸 ⽇菜⼦ ｼﾝｽﾞあざみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ 横浜市 桐蔭学園⼩ 3/14 ⼩学⽣⼥⼦
3258363 菅野 愛渚 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 秦野市 鶴巻⼩ 3/30 ⼩学⽣⼥⼦
3258413 森⻄ 百花 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ ⼩⽥原市 豊川⼩ 3/21 ⼩学⽣⼥⼦
3258416 杉村 舞夏 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄｺｰﾄ 横須賀市 望洋⼩ 3/17 ⼩学⽣⼥⼦
3258417 ⼊内嶋 愛 荏原SSC 横浜市 汐⾒台⼩ 3/9 ⼩学⽣⼥⼦
3258418 添⽥ 莉依菜 荏原SSC 藤沢市 ⼩⽷⼩ 3/15 ⼩学⽣⼥⼦
3258419 北原 結乃 Team YUKA 横浜市 東市ヶ尾⼩ 3/25 ⼩学⽣⼥⼦
3258420 増川 花菜 YSC 横浜市 新吉⽥第⼆⼩ 3/17 ⼩学⽣⼥⼦
3258421 増川 ⽇菜 YSC 横浜市 新吉⽥第⼆⼩ 3/17 ⼩学⽣⼥⼦
3258423 松井 七乃花 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ ⼩⽥原市 早川⼩ 3/21 ⼩学⽣⼥⼦
3258424 梅⾕ 美穂 ⼩⽥急藤沢ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 海⽼名市 杉久保⼩ 3/31 ⼩学⽣⼥⼦
3258430 坂⼝ 依澄 Team YUKA 川崎市 王禅寺中央⼩ 3/17 ⼩学⽣⼥⼦
3258433 渡辺 なつは ﾘｰﾌｧｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 藤沢市 鵠洋⼩ 3/26 ⼩学⽣⼥⼦
3258435 坂野 ⽣奈 ｳｴｽﾄ横浜ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 並⽊第⼀⼩ 3/11 ⼩学⽣⼥⼦
3258442 ⽥中 咲夢 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 相模原市 南⼤野⼩ 3/23 ⼩学⽣⼥⼦
3258453 萩原 渚⽉ ﾘｰﾌｧｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 藤沢市 ⽻⿃⼩ 3/16 ⼩学⽣⼥⼦
3258456 相⾺ 彩海 SSAｲｻﾞﾜ 茅ヶ崎市 浜須賀⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258457 ⼩⻄ 花梨 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 平塚市 港⼩ 3/5 ⼩学⽣⼥⼦
3258463 荻島 さやか YSC 横浜市 杉⽥⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258470 吉岡 萌絵 YSC 藤沢市 湘南⽩百合学園⼩ 3/21 ⼩学⽣⼥⼦
3258476 丸⼭ 麗菜 Team YUKA 横浜市 ⼩菅ヶ⾕⼩ 3/10 ⼩学⽣⼥⼦
3258478 ⼩川 結⽣ ESSC 横浜市 横浜雙葉⼩ 3/8 ⼩学⽣⼥⼦
3258481 ⾖崎 夏 荏原SSC 海⽼名市 ⼤⾕⼩ 3/17 ⼩学⽣⼥⼦
3258486 中⾥ 亜優菜 荏原SSC 横浜市 平沼⼩ 3/7 ⼩学⽣⼥⼦
3258488 宮内 汐夏 SSAﾚﾆｯｸｽ 横浜市 相武⼭⼩ 3/23 ⼩学⽣⼥⼦
3258490 加藤 穂乃実 ⼤磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 平塚市 なでしこ⼩ 3/26 ⼩学⽣⼥⼦
3258494 辻内 未海 ⼩⽥急はたのﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 秦野市 渋沢⼩ 3/26 ⼩学⽣⼥⼦
3258495 杉浦 柊⽻ ﾗｯｸ港南台ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 横浜市 汐⾒台⼩ 3/30 ⼩学⽣⼥⼦
3258509 明場 凛 ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞやよい台 横浜市 緑園⻄⼩ 3/30 ⼩学⽣⼥⼦
3258514 星 奈々⼦ 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 平塚市 神⽥⼩ 3/12 ⼩学⽣⼥⼦
3258519 渡辺 涼⾹ Team YUKA 横浜市 神奈川⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
3258526 添⽥ 栞菜 ESSC 藤沢市 ⼩⽷⼩ 3/15 ⼩学⽣⼥⼦
3258527 ⼩野 芽⾐美 杉⽥ｺﾞﾙﾌ場ﾃﾆｽｺｰﾄ 横須賀市 ⻑浦⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258528 芳垣 真帆 Team YUKA 横浜市 釜利⾕東⼩ 3/31 ⼩学⽣⼥⼦
3258529 芳垣 美帆 Team YUKA 横浜市 釜利⾕東⼩ 3/31 ⼩学⽣⼥⼦
3258533 岩尾 楓花 荏原SSC 茅ヶ崎市 鶴嶺⼩ 3/26 ⼩学⽣⼥⼦
3258538 永野 美嘉 Team YUKA 川崎市 井⽥⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258545 渡邊 みのり S.ONEﾃﾆｽｽｸｰﾙ栗平 川崎市 王禅寺中央⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258548 ⼩野沢 美優 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 座間市 ⽴野台⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258557 ⽶澤 渚 荏原SSC 茅ヶ崎市 円蔵⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3258558 渡辺 歩夢 ESSC 藤沢市 鵠南⼩ 3/23 ⼩学⽣⼥⼦
3258564 酒井 柚⾹ ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 相模原市 鶴の台⼩ 3/12 ⼩学⽣⼥⼦
3258571 ⾦津 ⾹杏 鵠沼平本ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ 藤沢市 ⽻⿃⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258585 椎名 萌花 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ伊勢原 伊勢原市 伊勢原⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
3258587 沼井 琴⾳ ﾗｯｸ相模原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 相模原市 ⼤野台中央⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3258597 財賀 英 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 平塚市 港⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
3258609 藤井 梨奈 ｼﾝｽﾞあざみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ 横浜市 市ヶ尾⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
3258620 上村 寧々 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 茅ヶ崎市 浜須賀⼩ 3/9 ⼩学⽣⼥⼦
3258629 ⽚岡 諭伽 ⼤島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 座間市 ⼊⾕⼩ 3/26 ⼩学⽣⼥⼦
3258645 ⻄岡 千沙 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 鎌倉市 横浜国⼤付属鎌倉⼩ 4/1 ⼩学⽣⼥⼦
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3258647 ⽶良 成未 ザバススポーツクラブ⾦沢⼋景 横須賀市 夏島⼩ 3/9 ⼩学⽣⼥⼦
3258656 ⽯橋 真理愛 レニックス 横浜市 精華⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
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