
⽒名 市町村 ⼩学校
受付⽇
MM/DD

種⽬

北⻄ 陽輝 横浜市 関東学院六浦⼩ 9/7 秋季⼩学⽣男⼦
藤川 昂 横浜市 ⽩幡⼩ 9/9 秋季⼩学⽣男⼦
稲垣 勇悟 横浜市 六浦⼩ 9/11 秋季⼩学⽣男⼦
吉⽥ 悠貴 横浜市 新⽻⼩ 9/11 秋季⼩学⽣男⼦
横⼭ 結⼀ ⼤和市 緑野⼩ 9/11 秋季⼩学⽣男⼦
三浦 尚輝 茅ヶ崎市 柳島⼩ 9/12 秋季⼩学⽣男⼦
鈴⽊ 凛太郎 横浜市 南⼭⽥⼩ 9/12 秋季⼩学⽣男⼦
吉村 慎之亮 横浜市 桐蔭学園⼩ 9/12 秋季⼩学⽣男⼦
⼭本 佑⼈ 横浜市 上郷⼩ 9/12 秋季⼩学⽣男⼦
今井 桜佑 藤沢市 中⾥⼩ 9/12 秋季⼩学⽣男⼦
柴崎 光 横浜市 新⽥⼩ 9/14 秋季⼩学⽣男⼦
北尾 陽哉 横浜市 桐蔭学園⼩ 9/14 秋季⼩学⽣男⼦
永井 羚 横浜市 慶応義塾横浜初等部 9/18 秋季⼩学⽣男⼦
原 俊晴 横浜市 幸ケ⾕⼩ 9/18 秋季⼩学⽣男⼦
久堀 陽向 横浜市 ⼤綱⼩ 9/18 秋季⼩学⽣男⼦
神⾕ 知征 横浜市 深⾕⼩ 9/18 秋季⼩学⽣男⼦
⽶澤 拓空 横浜市 並⽊第四⼩ 9/19 秋季⼩学⽣男⼦
楠井 遥⽃ 相模原市 橋本⼩ 9/19 秋季⼩学⽣男⼦
河輪 航平 厚⽊市 依知⼩ 9/19 秋季⼩学⽣男⼦
⼩野⼝ 慶⾳ 逗⼦市 池⼦⼩ 9/19 秋季⼩学⽣男⼦
髙島 聖央 横浜市 伊勢⼭⼩ 9/19 秋季⼩学⽣男⼦
渡邉 ⼤善 横浜市 菊名⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
久野 ⾹空 茅ヶ崎市 円蔵⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
佐藤 将真 横浜市 ⼤正⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
⼩林 陽輝 横須賀市 ⼩原台⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
永⽥ 瑛⼆ 川崎市 王禅寺中央⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
⼩⽊ ⿓輝 横浜市 ⼩⽥⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
松本 欧介 横浜市 ⻘葉台⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
萩原 陽仁 伊勢原市 緑台⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
栗原 歓多 横浜市 さちが丘⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
松崎 司 横須賀市 ⼤塚台⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
岩崎 悠真 横浜市 北⽅⼩ 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
郡⼭ ⼤樹 伊勢原市 ⽐々多⼩ 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
⼊倉 嶺 横浜市 慶應義塾横浜初等部 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
増⽥ 悠⼈ 横浜市 慶應義塾横浜初等部 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
佐藤 遙太 横浜市 獅⼦ヶ⾕⼩ 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
柳瀬 響 茅ヶ崎市 ⾹川⼩ 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
七⽥ 猛 葉⼭町 ⼀⾊⼩ 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
濱⽥ 真輝 横浜市 港南台第三⼩ 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
若⽣ 健⼼ 横浜市 ⽮部⼩ 9/25 秋季⼩学⽣男⼦
⻄⼭ 陸⽃ 松⽥町 松⽥⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
熊岡 廣記 逗⼦市 逗⼦⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
鈴⽊ 遼央 横浜市 南本宿⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
佐藤 佑泉 茅ヶ崎市 平和学園⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
佐藤 天⾺ ⼤磯町 ⼤磯⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
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⼩⽥島 亮 横浜市 品濃⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
須釜 慶次 葉⼭町 ⼀⾊⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
吉池 巧太郎 横浜市 並⽊第四⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
浦⽥ 晏⾥ 横浜市 並⽊中央⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
⽯井 佑樹 南⾜柄市 南⾜柄⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
森 幸啓 横浜市 並⽊第⼀⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
⽵中 ⼩太郎 横浜市 並⽊中央⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
辻 良希 川崎市 下作延⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
⽇⽐野 資史 ⼤磯町 ⼤磯⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
若⽣ 裕希 秦野市 南⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
中川 友⼼ 南⾜柄市 南⾜柄⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
志澤 朔弥 南⾜柄市 福沢⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
岩沢 隼 藤沢市 ⽚瀬⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
廣間 崇太 鎌倉市 関⾕⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
⿊澤 優揮 横浜市 東汲沢⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
萩野 倖成 南⾜柄市 向⽥⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
間宮 優⼈ 海⽼名市 社家⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
久保⽥ 温⼤ 横浜市 ⻄が岡⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
須藤 隼⼀ 横浜市 ⼤⾨⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
⽶良 悠誠 横須賀市 夏島⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
松尾 歩武 藤沢市 浜⾒⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
周防 莉史 横浜市 上瀬⾕⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
浅⽥ 南登 横浜市 東本郷⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
園部 成仁 鎌倉市 七⾥ガ浜⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
関 佑⽃ 逗⼦市 逗⼦⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
須賀⽥ 葵 藤沢市 湘南台⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
安⽥ 優⽃ 川崎市 久本⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
⼒徳 暖 横浜市 神⼤寺⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
⾼村 颯 川崎市 鷺沼⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
内藤 ⼤輔 川崎市 橘⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
宮嶋 唯⼈ 藤沢市 鵠沼⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
鈴⽊ ⼤耀 南⾜柄市 南⾜柄⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
⼟屋 皇輝 座間市 ⼊⾕⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
丸⼭ 陽⼤ 横浜市 ⼩菅ヶ⾕⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
井坂 遊⼤ 川崎市 久地⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
栢沼 和輝 秦野市 南⼩ 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
松本 岳 川崎市 東住吉 9/30 秋季⼩学⽣男⼦
栗栖 和之 横浜市 東汲沢⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
露⽊ 瑞⼰ 茅ヶ崎市 ⻄浜⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
松浦 匠之介 ⼆宮町 ⼭⻄⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
住野 孝樹 横浜市 あざみ野第⼀⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
⻄⼭ 晴 横浜市 ⼩雀⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
中尾 ⼤翔 川崎市 宮崎⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
早川 創名 座間市 ⼊⾕⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
⻑⽥ 知也 横浜市 嶮⼭⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
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⼭ 拓真 厚⽊市 愛甲⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
⼤澤 拓真 川崎市 ⽩幡台⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
森上 ⼀世 中井町 中村⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
荒井 ⼤河 ⼩⽥原市 三の丸⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
⾼須 悠太郎 川崎市 南菅⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
松本 諭宇 横浜市 ⽇限⼭⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
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 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
相原 明⽇太 中井町 中村⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
渡部 芽吹 横浜市 荏⼦⽥⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
⼩林 ⼤空 横浜市 豊岡⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
⼩林 太陽 横浜市 豊岡⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
村上 颯 秦野市 南⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
深津 陽太 南⾜柄市 福沢⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
脇野 峻 横浜市 みたけ台⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
堂垣 ⼤志 藤沢市 明治⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
前⽥ 凛太 茅ヶ崎市 茅ヶ崎⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
守屋 健祥 座間市 相模が丘⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
⾼橋 昂暉 横浜市 森村学園⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
中村 颯太 横浜市 若葉台⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
⾼⽊ 奏 相模原市 淵野辺東⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
⼩泉 和輝 南⾜柄市 岩原⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
妙⽊ 祐介 横浜市 都⽥⻄⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
勝俣 雄太 南⾜柄市 岩原⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
⼩⼭ マキシ 川崎市 鷺沼⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
横瀬 由弥 秦野市 北⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
井上 怜 横浜市 慶應義塾横浜初等部 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
⾼橋 秀介 藤沢市 湘南学園⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
斎藤 亙 茅ヶ崎市 緑が浜⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
⾚崎 世侍 横浜市 つつじが丘 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
⾚﨑 太⼀ 横浜市 つつじが丘 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
⼩野 正悟 横浜市 岡村⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
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