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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 3/14 ⼩学⽣⼥⼦
3165644 室⼭ 愛⼦ ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 横浜市 森村学園初等部 3/16 ⼩学⽣⼥⼦
3165873 影⼭ 海結 狛江ｲﾝﾄﾞｱｼﾞｭﾆｱATPﾁｰﾑ 川崎市 百合丘⼩ 3/8 ⼩学⽣⼥⼦
3165994 北⼭ 結愛 町⽥ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 相模原市 ⿅島台⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3165996 松渕 桃 町⽥ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 相模原市 淵野辺東⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3166142 平出 凜桜 有明ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 横浜市 ⽣⻨⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3258321 ⾦津 咲杏 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 3/28 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 3/8 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
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
3258419 北原 結乃 Team YUKA 横浜市 東市ヶ尾⼩ 3/13 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 3/9 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 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258430 坂⼝ 依澄 Team YUKA 川崎市 王禅寺中央⼩ 3/18 ⼩学⽣⼥⼦
3258435 坂野 ⽣奈 SSAﾚﾆｯｸｽ 横浜市 並⽊第⼀⼩ 3/18 ⼩学⽣⼥⼦
3258453 萩原 渚⽉ 荏原SSC 藤沢市 ⽻⿃⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258456 相⾺ 彩海 SSAｲｻﾞﾜ 茅ヶ崎市 浜須賀⼩ 3/14 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 3/15 ⼩学⽣⼥⼦
3258463 荻島 さやか YSC 横浜市 杉⽥⼩ 3/9 ⼩学⽣⼥⼦
3258467 浅井 渚 鵠沼平本ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ 藤沢市 鵠沼⼩ 3/14 ⼩学⽣⼥⼦
3258481 ⾖崎 夏 荏原SSC 海⽼名市 ⼤⾕⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258486 中⾥ 亜優菜 荏原SSC 横浜市 平沼⼩ 3/14 ⼩学⽣⼥⼦
3258494 辻内 未海 ｲｰｽﾀﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ 秦野市 渋沢⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258509 明場 凛 YSC 横浜市 緑園⻄⼩ 3/13 ⼩学⽣⼥⼦
3258519 渡辺 涼⾹ Team YUKA 横浜市 神奈川⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258520 飯⽥ 紗帆 厚⽊国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 厚⽊市 厚⽊第⼆⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
3258526 添⽥ 栞菜 荏原SSC 藤沢市 ⼩⽷⼩ 3/18 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 3/6 ⼩学⽣⼥⼦
3258533 岩尾 楓花 荏原SSC 茅ヶ崎市 鶴嶺⼩ 3/14 ⼩学⽣⼥⼦
3258538 永野 美嘉 Team YUKA 川崎市 井⽥⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
3258542 ⾦巻 知⾥ 葉⼭ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横須賀市 池上⼩ 3/10 ⼩学⽣⼥⼦
3258549 添⽥ ゆう 厚⽊国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 平塚市 花⽔⼩ 3/21 ⼩学⽣⼥⼦
3258555 内⽥ 結那 厚⽊国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 厚⽊市 ⼾⽥⼩ 3/13 ⼩学⽣⼥⼦
3258556 丸⼭ にこ ESSC 鎌倉市 ⻄鎌倉⼩ 4/1 ⼩学⽣⼥⼦
3258557 ⽶澤 渚 荏原SSC 茅ヶ崎市 円蔵⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258558 渡辺 歩夢 ESSC 藤沢市 鵠南⼩ 3/14 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 3/8 ⼩学⽣⼥⼦
3258586 横⽥ 唯 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 横浜市 ⾼⽥東⼩ 3/4 ⼩学⽣⼥⼦
3258592 ⼩林 柚葵 厚⽊国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 平塚市 真⼟⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258597 財賀 英 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 平塚市 港⼩ 3/24 ⼩学⽣⼥⼦
3258600 ⾺場 アリーチェ あざみ野ﾛｰﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 川崎市 ⽚平⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
3258614 ⻑⾕川 ⼼乃 IHSM綾瀬 海⽼名市 ⼤⾕⼩ 3/18 ⼩学⽣⼥⼦
3258627 ⿅島 璃⼦ 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 横浜市 潮⽥⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3258647 ⽶良 成未 ｻﾞﾊﾞｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ⾦沢⼋景 横須賀市 夏島⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258656 ⽯橋 真理愛 SSAﾚﾆｯｸｽ 横浜市 関東学院六浦⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258663 藤⽥ 真由 Team YUKA 横浜市 森の台⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3258664 ⼩出 華乃 ESSC 箱根町 函嶺⽩百合学園⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3258665 ⼩出 梓乃 ESSC 箱根町 函嶺⽩百合学園⼩ 3/29 ⼩学⽣⼥⼦
3258672 ⽩井 るり ⻘葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 ⻘葉台⼩ 3/21 ⼩学⽣⼥⼦
3258673 ⻑⾕川 汎奈 Team YUKA 横浜市 ⽇限⼭⼩ 3/31 ⼩学⽣⼥⼦
3258685 渡邉 仁菜 ⼤磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ⼤磯町 国府⼩ 3/31 ⼩学⽣⼥⼦
3258687 軽部 紗也 寒川ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 寒川町 寒川⼩ 3/30 ⼩学⽣⼥⼦
3258708 ⽯塚 実咲 BEAT TENNIS CLUB 秦野市 南が丘⼩ 3/16 ⼩学⽣⼥⼦
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3258710 ⻑岡 真央 ｸﾘｴｲﾄTA 相模原市 共和⼩ 3/8 ⼩学⽣⼥⼦
3258714 渡邉 菜優 ⼤磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ⼤磯町 国府⼩ 3/31 ⼩学⽣⼥⼦
3258736 名雪 芹 荏原SSC 藤沢市 鵠沼⼩ 3/27 ⼩学⽣⼥⼦
3258742 布川 優 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎市 ⾹川⼩ 3/9 ⼩学⽣⼥⼦
3258752 芝⼭ 璃菜 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 ⼩倉⼩ 3/22 ⼩学⽣⼥⼦
3258758 中島 慶 荏原SSC 海⽼名市 ⼤⾕⼩ 3/28 ⼩学⽣⼥⼦
5050420 熊⾕ 帆夏 荏原SSC 藤沢市 天神⼩ 3/31 ⼩学⽣⼥⼦
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