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3127397 ⽯井 瑛介 横浜市 鴨志⽥緑⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
3127707 北⼭ 陽⽃ 相模原市 ⿅島台⼩ 10/12 秋季⼩学⽣男⼦
3127726 佐藤 璃空 川崎市 ⼤⾕⼾⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
3128339 浅倉 脩良 川崎市 ⻄丸⼦⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3128485 ⽵盛 惺 横浜市 森村学園初等部 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3128509 永⽥ 瑛⼆ 川崎市 王禅寺中央⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
3128521 ⼤串 碧躍 横浜市 ⼤綱⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
3128530 内藤 ⼤輔 川崎市 橘⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
3128678 ⼤津 育⽃ 川崎市 はるひ野⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
3214609 久保⽥ 陽⽴ 平塚市 真⼟⼩ 9/23 秋季⼩学⽣男⼦
3214680 川嶋 疾颯 海⽼名市 海⽼名⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3214828 杉⼭ 瑛⼆郎 伊勢原市 ⽵園⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3214862 佐藤 将真 横浜市 ⼤正⼩ 9/15 秋季⼩学⽣男⼦
3214871 住野 孝樹 横浜市 あざみ野第⼀⼩ 10/8 秋季⼩学⽣男⼦
3214890 南 雄仁 横浜市 緑園⻄⼩ 10/8 秋季⼩学⽣男⼦
3214913 末継 ⼒ 逗⼦市 ⼩坪⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
3214937 秋吉 建太朗 逗⼦市 聖マリア⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3214953 井出 諒太 ⼩⽥原市 桜井⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
3214958 堂垣 ⼤志 藤沢市 明治⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3214964 北野 ⼼晴 茅ヶ崎市 茅ヶ崎⼩ 9/24 秋季⼩学⽣男⼦
3214975 松岡 玲央 横浜市 榎が丘⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3214990 ⾼⽥ 湧⼀朗 藤沢市 ⼤越⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
3214993 瀧 雄河 葉⼭町 葉⼭⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3214998 森 茂貴 横浜市 汲沢⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3215012 永井 羚 横浜市 慶應義塾横浜初等部 9/17 秋季⼩学⽣男⼦
3215019 松崎 司 横須賀市 ⼤塚台⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
3215024 布川 翔 茅ヶ崎市 ⾹川⼩ 9/17 秋季⼩学⽣男⼦
3215028 ⽥村 航⼤ 川崎市 上作延⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3215053 松本 和也 横浜市 南⼩ 9/24 秋季⼩学⽣男⼦
3215068 後藤 駿太 ⼆宮町 ⼆宮⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3215090 ⽚野 誉 ⼩⽥原市 早川⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3215107 清⽔ ⼤空 横浜市 中和⽥⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
3215112 ⼩川 楓成 相模原市 ⼆本松⼩ 10/12 秋季⼩学⽣男⼦
3215113 柴崎 光 横浜市 新⽥⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3215122 松岡 輝 横浜市 茅ヶ崎東⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3215134 栗原 歓多 横浜市 さちが丘⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
3215151 橋本 俊介 横浜市 宮⾕⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
3215152 楠井 遥⽃ 相模原市 橋本⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
3215153 菱⽊ 悠介 ⼩⽥原市 桜井⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3215155 薄井 亜⾨ 逗⼦市 逗⼦⼩ 10/12 秋季⼩学⽣男⼦
3215157 結城 ⽃真 藤沢市 鵠沼⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3215161 ⽯井 徳 横浜市 ⻘⽊⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
3215163 周防 莉史 横浜市 上瀬⾕⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3215179 島⽥ 泰成 横浜市 桐蔭学園⼩学部 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3215190 籠島 琉凪 横浜市 桐蔭学園⼩学部 10/6 秋季⼩学⽣男⼦
3215194 嶋⽥ ｼﾞｭﾘｱﾝ湊 海⽼名市 有⿅⼩ 10/7 秋季⼩学⽣男⼦
3215210 平沢 充 川崎市 ⻑尾⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
3215212 内⽥ 竣太 横須賀市 ⼤塚台⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
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3215244 中⽥ 琢海 藤沢市 ⼤庭⼩ 10/8 秋季⼩学⽣男⼦
3215245 稲垣 勇悟 横浜市 六浦⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
3215278 ⽥頭 健⼈ 横浜市 荏⽥東第⼀⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3215280 若⽣ 裕希 秦野市 南⼩ 10/7 秋季⼩学⽣男⼦
3215283 志賀 翔⼀ 横浜市 本町⼩ 9/17 秋季⼩学⽣男⼦
3215292 萩原 陽仁 伊勢原市 緑台⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215293 松尾 歩武 藤沢市 浜⾒⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3215294 佐藤 佑泉 茅ヶ崎市 平和学園⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3215298 ⽶良 悠誠 横須賀市 夏島⼩ 9/24 秋季⼩学⽣男⼦
3215300 ⼩林 ⼤空 横浜市 豊岡⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3215301 ⼩林 太陽 横浜市 豊岡⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3215308 増⽥ 悠⼈ 横浜市 慶應義塾横浜初等部 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
3215311 伊藤 ⼤志 相模原市 ⼤沼⼩ 10/12 秋季⼩学⽣男⼦
3215316 梅⽥ 琉聖 横浜市 ⽇限⼭⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3215321 佐藤 貴⼀ 横浜市 瀬⾕第⼆⼩ 9/23 秋季⼩学⽣男⼦
3215323 園部 成仁 鎌倉市 七⾥ガ浜⼩ 10/8 秋季⼩学⽣男⼦
3215332 相⾺ 颯 茅ヶ崎市 浜須賀⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3215335 中川 友⼼ 南⾜柄市 南⾜柄⼩ 10/7 秋季⼩学⽣男⼦
3215355 深津 陽太 南⾜柄市 福沢⼩ 10/14 秋季⼩学⽣男⼦
3215357 関 佑⽃ 逗⼦市 逗⼦⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
3215359 ⼩林 朔太郎 横浜市 今宿南⼩ 10/7 秋季⼩学⽣男⼦
3215361 斎藤 亙 茅ヶ崎市 緑が浜⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3215387 守屋 健祥 座間市 相模が丘⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3215388 ｺｰﾃﾞｨｴ ｱﾙｾｰﾇ敬⼤ 横浜市 慶應義塾横浜初等部 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215391 ⼭本 燿太朗 横浜市 保⼟ヶ⾕⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3215394 菊⼊ 栄杜 横浜市 川和⼩ 10/8 秋季⼩学⽣男⼦
3215404 前⽥ 凛太 茅ヶ崎市 茅ヶ崎⼩ 10/8 秋季⼩学⽣男⼦
3215449 松原 海⽃ 寒川町 寒川⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
3215482 外⼭ 聖 ⼩⽥原市 ⼤窪⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3215506 岩下 知樹 厚⽊市 南⽑利⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
3215517 志澤 朔弥 南⾜柄市 福沢⼩ 10/7 秋季⼩学⽣男⼦
3215549 迫 颯⼈ 厚⽊市 ⽟川⼩ 10/7 秋季⼩学⽣男⼦
3215550 渡邉 ⼤善 横浜市 菊名⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3215551 ⼩野 正悟 横浜市 岡村⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
3215557 森上 ⼀世 中井町 中村⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
kta1001 今井 桜佑 藤沢市 中⾥⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
kta1002 ⽩﨑 叶⼈ 川崎市 上丸⼦⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
kta1003 ⼊倉 嶺 横浜市 慶應義塾横浜初等部 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
kta1004 横⼭ 結⼀ ⼤和市 緑野⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
kta1005 松浦 匠之介 ⼆宮町 ⼭⻄⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
kta1006 三浦 尚輝 茅ヶ崎市 柳島⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
kta1007 郡⼭ ⼤樹 伊勢原市 ⽐々多⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
kta1008 下村 亮佑 茅ヶ崎市 今宿⼩ 10/12 秋季⼩学⽣男⼦
kta1009 中村 颯太 横浜市 若葉台⼩ 10/12 秋季⼩学⽣男⼦
kta1010 鈴⽊ 海帆 寒川町 南⼩ 10/12 秋季⼩学⽣男⼦
kta1011 浅利 真侑寿 川崎市 はるひ野⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
kta1012 ⽵中 ⼩太郎 横浜市 並⽊中央⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
kta1013 吉池 巧太郎 横浜市 並⽊第四⼩ 10/13 秋季⼩学⽣男⼦
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