
種目 名前 ふりがな 所属
6MD 高橋　泰史 たかはし　たいし SGA
6MD 田口　楽 たぐち　がく SGA
4MD 進士　悠羽 しんじ　ゆうは SGA
4MD 阿部　遼太 あべ　りょうた SGA
6WD 阿部　莉奈 あべ　りな SGA
6WD 日向　咲奈 ひゅうが　さな SGA
6WD 植木　夏芽 うえき　なつめ SGA
6WD 片田　真帆 かただ　まほ SGA
6WD 高橋　瑞希 たかはし　みずき SGA
6WD 竹内　芽生 たけうち　めい SGA
4WD 日向　咲葵 ひゅうが　さき SGA
4WD 長谷川　莉那 はせがわ　りな SGA
6MD 金子　晃祐 かねこ　こうすけ SHUTTLE KIDS
6MD 吉野　統矢 よしの　とうや SHUTTLE KIDS
5MD 山田　隼豊 やまだ　じゅんと SHUTTLE KIDS
5MD 小澤　陽聖 おざわ　ようせい SHUTTLE KIDS
5MD 橋本　虎白 はしもと　こはく SHUTTLE KIDS
5MD 矢島　駿 やじま　しゅん SHUTTLE KIDS
5MD 伊達崎　弘平 だてざき　こうへい SHUTTLE KIDS
5MD 福留　叶大 ふくどめ　かなた SHUTTLE KIDS
6WD 植木　海音 うえき　みおん SHUTTLE KIDS
6WD 佐藤　仁琴 さとう　にこ SHUTTLE KIDS
6WD 矢島　みづ樹 やじま　みづき SHUTTLE KIDS
6WD 石橋　日茉莉 いしばし　ひまり SHUTTLE KIDS
6MD 星野　陽輝 ほしの　はるき ＴＥＡＭジュニア
6MD 中泉　結人 なかいずみ　ゆうと ＴＥＡＭジュニア
5MD 松尾　聖 まつお　こうき ＴＥＡＭジュニア
5MD 幸﨑　柊侑 こうざき　しゅう ＴＥＡＭジュニア
4MD 角　琉空 すみ　るうく ＴＥＡＭジュニア
4MD 加藤　勇樹 かとう　ゆうき ＴＥＡＭジュニア
6WD 安藤　鈴菜 あんどう　すずな ＴＥＡＭジュニア
6WD 織茂　恵怜菜 おりも　えれな ＴＥＡＭジュニア
6WD 千葉　美月 ちば　みづき ＴＥＡＭジュニア
6WD 雨宮　早希 あめみや　さき ＴＥＡＭジュニア
6WD 石井　和 いしい　のどか ＴＥＡＭジュニア
6WD 藤村　陽向 ふじむら　ひなた ＴＥＡＭジュニア
5WD 菅沼　千咲 すがぬま　ちさき ＴＥＡＭジュニア
5WD 岩川　華奈 いわかわ　かな ＴＥＡＭジュニア
4WD 坪田　陽葉莉 つぼた　ひより ＴＥＡＭジュニア
4WD 髙山　莉奈子 たかやま　りなこ ＴＥＡＭジュニア
4WD 喜多　愛 きた　あい ＴＥＡＭジュニア
4WD 中泉　文菜 なかいずみ　あやな ＴＥＡＭジュニア
4WD 石井　果 いしい　このみ ＴＥＡＭジュニア
4WD 千葉　美江 ちば　みえ ＴＥＡＭジュニア
6WD 中村　美咲 なかむら　みさき UBCジュニア
6WD 西部　花梨 にしぶ　かりん UBCジュニア
4WD 中村　明日香 なかむら　あすか UBCジュニア
4WD 會田　ひより あいだ　ひより UBCジュニア
4WD 西部　愛梨 にしぶ　あいり UBCジュニア
4WD 佐賀　彩花 さが　あやか UBCジュニア
6MD 吉塲　亮太 よしば　りょうた アドバンス
6MD 柴田　佑都 しばた　ゆうと アドバンス
5WD 浅倉  東子 あさくら  とうこ シャトラーズ
5WD 濱野  真凛 はまの  まりん シャトラーズ
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6MD 栗原　翔太 くりはら　しょうた じゃパンダ
6MD 堀井　健道 ほりい　たけみち じゃパンダ
6MD 白澤　隼太 しらさわ　しゅんた じゃパンダ
6MD 白澤　喜一 しらさわ　きいち じゃパンダ
5MD 飛鳥井　楓雅 あすかい　ふうが じゃパンダ
5MD 鈴木　結翔 すずき　ゆいと じゃパンダ
4MD 丸山　正翔 まるやま　まさと じゃパンダ
4MD 鏑木　惺凪 かぶらぎ　せいな じゃパンダ
6WD 櫻井　咲 さくらい　さき じゃパンダ
6WD 黒鳥　葵子 くろとり　あいこ じゃパンダ
6WD 江口　彩葉 えぐち　いろは じゃパンダ
6WD 関根　芽結 せきね　めい じゃパンダ
5WD 武田　瑠菜 たけだ　るな じゃパンダ
5WD 八巻　ほのか やまき　ほのか じゃパンダ
4WD 大橋　実咲 おおはし　みさき じゃパンダ
4WD 黒鳥　結香 くろとり　ゆうか じゃパンダ
6WD 眞行寺　詩 しんぎょうじ　うた セブンスター
6WD 町永　成美 まちなが　なるみ セブンスター
6WD 今村　心美 いまむら　ここみ セブンスター
6WD 小川　桜花 おがわ　さくら セブンスター
6MD 土屋  秋久 つちや  あきひさ チャレンジャー
6MD 堀口  蒼天 ほりぐち  そうま チャレンジャー
4MD 津田  光基 つだ  こうき チャレンジャー
4MD 松本  謙博 まつもと  あきひろ チャレンジャー
4MD 関谷  悠斗 せきや  ゆうと チャレンジャー
4MD 金  泰良 きむて  やん チャレンジャー
6WD 井上  史子 いのうえ  ふみこ チャレンジャー
6WD 慶野  琳子 けいの  りんこ チャレンジャー
6WD 高橋  佐和夏 たかはし  さわな チャレンジャー
6WD 関谷  愛佳 せきや  あいか チャレンジャー
6WD 松前  陽葵 まつまえ  ひまり チャレンジャー
6WD 倉地  美波 くらち  みなみ チャレンジャー
6MD 松本　崇佑 まつもと　そうすけ パワーヒッターズ
6MD 白石　航 しらいし　わたる パワーヒッターズ
6MD 髙橋　信乃介 たかはし　しんのすけ ビッキーズ
6MD 内野　隼 うちの　はやと ビッキーズ
5MD 野島　柊汰 のじま　しゅうた ビッキーズ
5MD 向嶌　一惺 むこうじま　いっせい ビッキーズ
4MD 小野塚　勇人 おのづか　ゆうと ビッキーズ
4MD 湯原　仁心汰 ゆはら　にこた ビッキーズ
6WD 森永　さくら もりなが　さくら ビッキーズ
6WD 鈴木　希実 すずき　きみ ビッキーズ
5WD 飯塚 茜 いいづか あかね ビッキーズ
5WD 中山　茉衣子 なかやま　まいこ ビッキーズ
6WD 栗原　夢芽 くりはら　ゆめ ふじみ野ジュニア
6WD 古賀　海奈 こが　みな ふじみ野ジュニア
4WD 栗原　芽生 くりはら　めい ふじみ野ジュニア
4WD 櫻井　萌々香 さくらい　ももか ふじみ野ジュニア
6MD 横須賀　蒼埜 よこすか　そおや ブリッツJBC
6MD 山下　凛々人 やました　りりと ブリッツJBC
4MD 岡野　竜士 おかの　りゅうし ブリッツJBC
4MD 古山　煌 ふるやま　あきら ブリッツJBC
4WD 前田　玲 まえだ　れい ブリッツJBC
4WD 照井　ひなた てるい　ひなた ブリッツJBC
6MD 島田　鉄平 しまだ　てっぺい 羽入ジュニア
6MD 関口　孝太郎 せきぐち　こうたろう 羽入ジュニア
4WD 中野　結絆 なかの　ゆき 羽入ジュニア
4WD 川嶌　奈々子 かわしま　ななこ 羽入ジュニア
4WD 島田　紗和 しまだ　さわ 羽入ジュニア
4WD 中村　芽衣 なかむら　めい 羽入ジュニア



6MD 野村　佳吾 のむら　けいご 久喜ABC
6MD 大沢　紬稀 おおさわ　つむぎ 久喜ABC
6MD 吉河　宙輝 よしかわ　ひろき 久喜ABC
6MD 吉岡　篤希 よしおか　あつき 久喜ABC
6MD 町田　一紗 まちだ　かずさ 久喜ABC
6MD 大久保　陽音 おおくぼ　はると 久喜ABC
5MD 伊藤　太陽 いとう　たいよう 久喜ABC
5MD 菊地　穂高 きくち　ほだか 久喜ABC
5MD 石渡　彪斗 いしわたり　あやと 久喜ABC
5MD 佐藤　陸人 さとう　りくと 久喜ABC
5MD 赤間　真陽 あかま　まひろ 久喜ABC
5MD 赤間　陽向 あかま　ひなた 久喜ABC
4MD 村瀬　理音 むらせ　りお 久喜ABC
4MD 下村　岳生 しもむら　がく 久喜ABC
4MD 原　一翔 はら　かずと 久喜ABC
4MD 小林　大心 こばやし　たいしん 久喜ABC
4MD 藤原　空叶 ふじわら　かいと 久喜ABC
4MD 五十嵐　空良 いがらし　そら 久喜ABC
6WD 浅葉　美羽 あさば　みう 久喜ABC
6WD 大槻　みちる おおつき　みちる 久喜ABC
5WD 大澤　あづな おおさわ　あづな 久喜ABC
5WD 堺　菜々香 さかい　ななか 久喜ABC
4WD 吉岡　柚希 よしおか　ゆずき 久喜ABC
4WD 松本　陽菜乃 まつもと　ひなの 久喜ABC
4WD 福田　麗音 ふくだ　りお 久喜ABC
4WD 星　静来 ほし　せいら 久喜ABC
4WD 齋藤　咲希 さいとう　さき 久喜ABC
4WD 宇治野　千佳 うじの　ちか 久喜ABC
4WD 堺　彩千香 さかい　いちか 久喜ABC
4WD 大澤　りづは おおさわ　りづは 久喜ABC
4WD 吉岡　瑞希 よしおか　みずき 久喜ABC
4WD 三堀　爾娘 みつほり　にこ 久喜ABC
4WD 大久保　心愛 おおくぼ　ここな 久喜ABC
4WD 巽　紗香 たつみ　さやか 久喜ABC
4WD 森田　苺夏 もりた　いちか 久喜ABC
4WD 濁川　晴 にごりかわ　はる 久喜ABC
6MD 菅谷　悟志 すがや　さとし 久喜ジュニア
6MD 山下　成音 やました　なおと 久喜ジュニア
6WD 姉﨑　莉庵 あねさき　りあん 久喜ジュニア
6WD 東　沙奈 ひがし　さな 久喜ジュニア
6WD 程田　陽茉莉 ほどた　ひまり 久喜ジュニア
6WD 小野寺　彩凪 おのでら　あやな 久喜ジュニア
6WD 須山　絢香 すやま　あやか 久喜ジュニア
6WD 山﨑　優奈 やまざき　ゆうな 久喜ジュニア
5WD 楠元　紗彩 くすもと　さあや 久喜ジュニア
5WD 小畑　文乃 おばた　あやの 久喜ジュニア



6MD 島田　羚央 しまだ　れお 行田バド
6MD 由利　直輝 ゆり　なおき 行田バド
6WD 平塚　愛菜 ひらつか　あいな 行田バド
6WD 横須賀　美礼 よこすか　みれい 行田バド
5WD 村社　知香 むらこそ　ともか 行田バド
5WD 大谷　陽子 おおたに　ようこ 行田バド
5MD 小杉　倖大 こすぎ　こうだい リトルスマッシュ
5MD 羽切　葵 はぎり　あおい リトルスマッシュ
4MD 中村　佑太 なかむら　ゆうた リトルスマッシュ
4MD 片岡　侑希 かたおか　ゆうき リトルスマッシュ
4MD 瀬戸　陽向 せと　ひなた リトルスマッシュ
4MD 小林　陽 こばやし　あき リトルスマッシュ
4MD 小杉　快大 こすぎ　かいと リトルスマッシュ
4MD 丸山　颯介 まるやま　そうすけ リトルスマッシュ
6WD 阿部　怜南 あべ　れいな リトルスマッシュ
6WD 髙橋　実音莉 たかはし　みのり リトルスマッシュ
6WD 羽切　優杏 はぎり　ゆうあ リトルスマッシュ
6WD 丸山　なづな まるやま　なづな リトルスマッシュ
6WD 外山　晴香 とやま　はるか リトルスマッシュ
6WD 市原　栞奈 いちはら　かんな リトルスマッシュ
5WD 徳岡　愛結 とくおか　あゆ リトルスマッシュ
5WD 磯崎　心渚 いそざき　ここな リトルスマッシュ
4WD 本間　美樹 ほんま　みき リトルスマッシュ
4WD 髙橋　琴花 たかはし　ことは リトルスマッシュ
6MD 古谷　和輝 ふるや　かずき 黒浜Jr
6MD 柏木　欧介 かしわぎ　おうすけ 黒浜Jr
5MD 青沼　拓貴 あおぬま　ひろき 黒浜Jr
5MD 宮崎　弘助 みやざき　こうすけ 黒浜Jr
6WD 久保　璃々花 くぼ　りりか 黒浜Jr
6WD 宗像　凜音 むねかた　りおん 黒浜Jr
6WD 津々木　友翔 つづき　ともか 黒浜Jr
6WD 加藤　花音 かとう　かのん 黒浜Jr
6WD 田中　友璃奈 たなか　ゆりな 黒浜Jr
6WD 三井　由奈 みつい　ゆな 黒浜Jr
5WD 永沢　琉夏 ながさわ　るか 黒浜Jr
5WD 清水　日菜乃 しみず　ひなの 黒浜Jr
4WD 村岡　奈頼 むらおか　なより 黒浜Jr
4WD 新谷　翔愛 しんたに　とあ 黒浜Jr



6MD 石田　哲也 いしだ　てつや 三郷ダックス
6MD 渡辺　泰命 わたなべ　たいめい 三郷ダックス
5MD 宇都宮　豪 うつのみや　ごう 三郷ダックス
5MD 会田　壮良 あいだ　そら 三郷ダックス
4MD 魚谷　穣二 うおたに　じょうじ 三郷ダックス
4MD 松村　汰紀 まつむら　たいき 三郷ダックス
4MD 石田　悠真 いしだ　ゆうま 三郷ダックス
4MD 北原　碧空 きたはら　そら 三郷ダックス
4MD 永塚　康太 ながつか　こうた 三郷ダックス
4MD 佐々木　碧叶 ささき　あおと 三郷ダックス
4MD 小川　睦斗 おがわ　りくと 三郷ダックス
4MD 会田　悠力 あいだ　ゆうり 三郷ダックス
4MD 松丸　悠史 まつまる　ゆうし 三郷ダックス
4MD 永塚　達也 ながつか　たつや 三郷ダックス
6WD 青木　心音 あおき　ここね 三郷ダックス
6WD 橋本　和奏 はしもと　わかな 三郷ダックス
6WD 中村　杏 なかむら　あん 三郷ダックス
6WD 松丸　遥 まつまる　はるか 三郷ダックス
6WD 高橋　穂花 たかはし　ほのか 三郷ダックス
6WD 小川　史栞 おがわ　しおり 三郷ダックス
5WD 北原　美羽 きたはら　みう 三郷ダックス
5WD 山崎　くるみ やまざき　くるみ 三郷ダックス
4WD 若松　優和 わかまつ　ゆうな 三郷ダックス
4WD 椛沢　芽生 かばさわ　めい 三郷ダックス
4WD 安藤　彩葉 あんどう　あやは 三郷ダックス
4WD 平居　由衣 ひらい　ゆい 三郷ダックス
4WD 北澤　紗良 きたざわ　さら 三郷ダックス
4WD 金井　友里 かない　ゆり 三郷ダックス
6MD 秋山　育土 あきやま　いくと 志木ジュニア
6MD 山﨑　陽仁　 やまざき　あきと 志木ジュニア
5MD 中澤　巧惟 なかざわ　たくみ 志木ジュニア
5MD 宮原　弘太朗 みやはら　こうたろう 志木ジュニア
4MD 篠原　緑 しのはら　ろく 志木ジュニア
4MD 馬詰　瑛翔 まづめ　あきと 志木ジュニア
4MD 谷屋　慧華　 たにや　けいか 志木ジュニア
4MD 志賀　樹 しが　いつき 志木ジュニア
4MD 佐藤　旭 さとう　あさひ 志木ジュニア
4MD 中西　拓海 なかにし　たくみ 志木ジュニア
4MD 梶原　樹 かじわら　たつき 志木ジュニア
4MD 馬詰　陽翔 まづめ　ひなと 志木ジュニア
6WD 中村　美月 なかむら　みづき 志木ジュニア
6WD 神﨑　絢乃 かんざき　あやの 志木ジュニア
6WD 神原　光来　 かんばら　みく 志木ジュニア
6WD 臼井　菜央 うすい　なお 志木ジュニア
4WD 駒井　瑚了 こまい　こさと 志木ジュニア
4WD 髙橋　麗 たかはし　うらら 志木ジュニア
4WD 野中　彩笑　 のなか　さえ 志木ジュニア
4WD 中西　美海 なかにし　みう 志木ジュニア
4WD 宮原　希実　 みやはら　のぞみ 志木ジュニア
4WD 秋庭　心虹 あきば　ここ 志木ジュニア
6WD 関田　郁帆 せきた　かほ 出羽タン
6WD 手塚　咲結 てづか　みゆ 出羽タン
6WD 小谷野　ひなの こやの　ひなの 出羽タン
6WD 瀬戸　さゆみ せと　さゆみ 出羽タン
5WD 小島　結衣 こじま　ゆい 出羽タン
5WD 魚住　知花 うおずみ　ちか 出羽タン
4WD 伊藤　悠乃 いとう　ゆの 出羽タン
4WD 千葉　くるみ ちば　くるみ 出羽タン



6MD 橋本　瑛太 はしもと　えいた 春日部白翔
6MD 佐々木　歩 ささき　あゆむ 春日部白翔
5MD 田代　大惺 たしろ　たいせい 春日部白翔
5MD 染谷　玲空 そめや　りく 春日部白翔
4MD 宮城　洸太 みやぎ　こうた 春日部白翔
4MD 佐々木　真 ささき　まこと 春日部白翔
4MD 白鳥　煌貴 しらとり　こうき 春日部白翔
4MD 竹内　凛星 たけうち　りおん 春日部白翔
6WD 関根　菜乃 せきね　なの 春日部白翔
6WD 黒川　紗菜 くろかわ　さな 春日部白翔
6WD 平山　愛唯 ひらやま　めい 春日部白翔
6WD 石橋　桃花 いしばし　ももか 春日部白翔
5WD 苅安　雛衣 かりやす　ひなえ 春日部白翔
5WD 山寺　湖心奈 やまでら　ここな 春日部白翔
5WD 青柿　心優 あおがき　みゆう 春日部白翔
5WD 宮澤　ひより みやざわ　ひより 春日部白翔
4WD 小玉　悠愛 こだま　ゆあ 春日部白翔
4WD 橋本　纏 はしもと　まとい 春日部白翔
6MD 大河原　康貴 おおかわら　こうき 所沢ジュニア
6MD 菊池　結貴 きくち　ゆうき 所沢ジュニア
4MD 田沢　太一 たざわ　たいち 所沢ジュニア
4MD 加藤　颯大 かとう　はやた 所沢ジュニア
4MD 嶋田　七望 しまだ　ななみ 所沢ジュニア
4MD 外村　柚太 とむら　ゆうた 所沢ジュニア
4MD 中村　颯良 なかむら　そら 所沢ジュニア
4MD 嶋田　晟巳 しまだ　てるみ 所沢ジュニア
4MD 鈴木　柊晴 すずき　しゅうせい 所沢ジュニア
4MD 大江　昊 おおえ　こう 所沢ジュニア
6WD 池谷　美紅 いけや　みく 所沢ジュニア
6WD 田沢　めいな たざわ　めいな 所沢ジュニア
6WD 田沢　夕奈 たざわ　ゆな 所沢ジュニア
6WD 小峯　みなみ こみね　みなみ 所沢ジュニア
6WD 原田　理央 はらだ　りお 所沢ジュニア
6WD 齊藤　花音 さいとう　かのん 所沢ジュニア
6WD 村上　和花 むらかみ　わか 所沢ジュニア
6WD 中田　美咲 なかだ　みさ 所沢ジュニア
6WD 桐生　奏心 きりゅう　かなみ 所沢ジュニア
6WD 大野　和佳 おおの　わか 所沢ジュニア
6WD 嘉勢　あおい かせ　あおい 所沢ジュニア
6WD 野島　美夕 のじま　みゆう 所沢ジュニア
5WD 小澤　妃南 こざわ　ひな 所沢ジュニア
5WD 藤原　ほのか ふじはら　ほのか 所沢ジュニア
5WD 田沢　しいな たざわ　しいな 所沢ジュニア
5WD 萩　希心 はぎ　のぞみ 所沢ジュニア
5WD 中村　優紗 なかむら　ゆうさ 所沢ジュニア
5WD 川口　瑠菜 かわぐち　るな 所沢ジュニア
5WD 丸茂　由奈 まるも　ゆな 所沢ジュニア
5WD 秋本　珠希 あきもと　たまき 所沢ジュニア
4WD 櫛引　香里 くしびき　かおり 所沢ジュニア
4WD 渡辺　輝乃 わたなべ　きの 所沢ジュニア
4WD 田中　実咲 たなか　みさき 所沢ジュニア
4WD 辰澤　友莉奈 たつざわ　ゆりな 所沢ジュニア
4WD 田中　彩実 たなか　あやみ 所沢ジュニア
4WD 大野　薫 おおの　かおる 所沢ジュニア
4WD 池田　陽茉里 いけだ　ひまり 所沢ジュニア
4WD 横山　羽瑠 よこやま　はる 所沢ジュニア



6WD 戸髙　千陽 とだか　ちよ 小川ドリーム
6WD 松村　青空 まつむら　そら 小川ドリーム
6WD 根岸　怜愛 ねぎし　れいあ 小川ドリーム
6WD 松永　菜穂 まつなが　なほ 小川ドリーム
6WD 柳　咲羽 やなぎ　さわ 小川ドリーム
6WD 小林　樹奈 こばやし　じゅな 小川ドリーム
6WD 遠野　美月 とおの　みづき 小川ドリーム
6WD 橋爪　夏彩 はしづめ　かや 小川ドリーム
6WD 小栁　桃華 こやなぎ　ももか 小川ドリーム
6WD 栗原　歌音 くりはら　かのん 小川ドリーム
6WD 大石　和香 おおいし　わか 小川ドリーム
6WD 清野　真由 きよの　まゆ 小川ドリーム
5WD 小澤　奈桜 おざわ　なお 小川ドリーム
5WD 西田　鈴 にしだ　すず 小川ドリーム
5WD 石川　愛奈 いしかわ　なな 小川ドリーム
5WD 小澤　伊桜 おざわ　いお 小川ドリーム
4WD 井澤　聖里 いざわ　ひじり 小川ドリーム
4WD 小室　友愛 こむろ　ゆうあ 小川ドリーム
4WD 関根　愛菜 せきね　あいな 小川ドリーム
4WD 大木　彩心 おおき　あやね 小川ドリーム
6MD 南雲　陽斗 なぐも　はると 庄和シャトルズ
6MD 池田　瑛翔 いけだ　えいと 庄和シャトルズ
5MD 山田　幸成 やまだ　ゆきなり 庄和シャトルズ
5MD 野村　佳那多 のむら　かなた 庄和シャトルズ
4MD 本田　一貴 ほんだ　かずき 庄和シャトルズ
4MD 田村　駿弥 たむら　しゅんや 庄和シャトルズ
6WD 佐藤　優莉 さとう　ゆうり 庄和シャトルズ
6WD 谷畠　燈 たにはた　あかり 庄和シャトルズ
6WD 三浦　彩夢 みうら　あゆ 庄和シャトルズ
6WD 三浦　瑠華 みうら　るか 庄和シャトルズ
4WD 山田　彩 やまだ　さやか 庄和シャトルズ
4WD 高橋　星来 たかはし　せら 庄和シャトルズ
6WD 高橋　　泉音泉 たかはし　いおな 上尾ジュニア
6WD 原　心夢 はら　このみ 上尾ジュニア
6WD 石川　莉奈 いしかわ　りな 上尾ジュニア
6WD 村岡　美海 むらおか　みう 上尾ジュニア
5WD 川窪　美駈 かわくぼ　みく 上尾ジュニア
5WD 倉本　詩葉 くらもと　うたは 上尾ジュニア
5WD 小澤　みずほ こざわ　みずほ 上尾ジュニア
5WD 倉本　彩葉 くらもと　いろは 上尾ジュニア
5WD 今村　梨乃花 いまむら　りのか 上尾ジュニア
5WD 太田　彩優子 おおた　さやこ 上尾ジュニア
4WD 村岡　来美 むらおか　くるみ 上尾ジュニア
4WD 相澤　友希 あいざわ　ゆうき 上尾ジュニア
4MD 後藤　啓伸 ごとう　けいしん 上里ジュニア
4MD 小沢　颯佑 おざわ　そうすけ 上里ジュニア
6WD 小沢　那実 おざわ　なみ 上里ジュニア
6WD 佐々木　芽生 ささき　めい 上里ジュニア
5WD 鈴木　麻衣 すずき　まい 新座ジュニア
5WD 鈴木　日茉莉 すずき　ひまり 新座ジュニア
4WD 植田　杏奈 うえだ　あんな 新座ジュニア
4WD 鈴木　結衣 すずき　ゆい 新座ジュニア



6MD 大塚　海飛 おおつか　かいと 川越ジュニア
6MD 森田　倫晟 もりた　りんせい 川越ジュニア
6MD 岡本　陽斗 おかもと　はると 川越ジュニア
6MD 山下　晴希 やました　はるき 川越ジュニア
5MD 有江　桜空 ありえ　おうすけ 川越ジュニア
5MD 五十嵐　公一 いがらし　こういち 川越ジュニア
4MD 内藤　遥希 ないとう　はるき 川越ジュニア
4MD 稲川　達士 いながわ　たつし 川越ジュニア
4MD 今井　駿佑 いまい　しゅんすけ 川越ジュニア
4MD 植松　暖仁 うえまつ　はると 川越ジュニア
4MD 漆山　桜貴 うるしやま　おうき 川越ジュニア
4MD 鈴木　陵太 すずき　りょうた 川越ジュニア
6WD 冨田　桃愛 とみた　ももあ 川越ジュニア
6WD 深澤　果帆 ふかさわ　かほ 川越ジュニア
5WD 植松　好香 うえまつ　このか 川越ジュニア
5WD 内村　彩乃 うちむら　あやの 川越ジュニア
4WD 佐藤　雪巳 さとう　ゆきみ 川越ジュニア
4WD 内藤　陽葵 ないとう　ひまり 川越ジュニア
6MD 斉藤　亮介 さいとう　りょうすけ 川口朝日
6MD 黒岩　輝祐 くろいわ　こうすけ 川口朝日
4MD 黒岩　奏祐 くろいわ　そうすけ 川口朝日
4MD 堀尾　尚輝 ほりお　なおき 川口朝日
5WD 渡辺　菜稀 わたなべ　さいき 川口朝日
5WD 多田　夏羽 おおた　なつは 川口朝日
4WD 森田　美優 もりた　みゆう 川口朝日
4WD 大関　侑奈 おおぜき　ゆうな 川口朝日
6MD 田中　大貴 たなか　だいき 大宮ウィナーズ
6MD 中山　和歩 なかやま　かずほ 大宮ウィナーズ
6MD 和田　龍志 わだ　りゅうじ 大宮ウィナーズ
6MD 中西　樹希 なかにし　たつき 大宮ウィナーズ
5MD 水村　陽翔 みずむら　はると 大宮ウィナーズ
5MD 村上　節太 むらかみ　せった 大宮ウィナーズ
4MD 杉山　瑛翔 すぎやま　えいと 大宮ウィナーズ
4MD 河田　樹來 かわだ　いつき 大宮ウィナーズ
6WD 山下　莉奈 やました　りな 大宮ウィナーズ
6WD 沼澤　美優 ぬまざわ　みゆう 大宮ウィナーズ
6WD 阿部　日和 あべ　ひより 大宮ウィナーズ
6WD 小島　英里奈 こじま　えりな 大宮ウィナーズ
6WD 小川　千嘉 おがわ　ちか 大宮ウィナーズ
6WD 日向　彩織 ひゅうが　さおり 大宮ウィナーズ
6WD 杉浦　結菜 すぎうら　ゆいな 大宮ウィナーズ
6WD 吉野　向葵 よしの　あおい 大宮ウィナーズ
5WD 高山　怜華 たかやま　れいか 大宮ウィナーズ
5WD 中島　由葵 なかじま　ゆあ 大宮ウィナーズ
5WD 杉山　絵茉 すぎやま　えま 大宮ウィナーズ
5WD 片野　心晴 かたの　こはる 大宮ウィナーズ
4WD 幸田　陽葵 こうだ　ひまり 大宮ウィナーズ
4WD 和田　澪花 わだ　れいか 大宮ウィナーズ



6MD 椎名　逞 しいな　たくま 朝霞ジュニア
6MD 大塚　浩介 おおつか　こうすけ 朝霞ジュニア
6MD 川田　雄 かわだ　ゆう 朝霞ジュニア
6MD 酒井　大地 さかい　だいち 朝霞ジュニア
6MD 桃井　大和 ももい　やまと 朝霞ジュニア
6MD 阿部　祐大 あべ　ゆうだい 朝霞ジュニア
6WD 田村　美咲希 たむら　みさき 朝霞ジュニア
6WD 冨岡　夢穂 とみおか　ゆめほ 朝霞ジュニア
6WD 大森　萌依 おおもり　めい 朝霞ジュニア
6WD 佐藤　志帆 さとう　しほ 朝霞ジュニア
6WD 冨岡　愛穂 とみおか　まなほ 朝霞ジュニア
6WD 花園　凛華 はなぞの　りんか 朝霞ジュニア
5WD 福聚　彩夢 ふくじゅ　あむ 朝霞ジュニア
5WD 西牧　菜々 にしまき　なな 朝霞ジュニア
6MD 加藤　純大 かとう　じゅんだい 鶴ヶ島Angels
6MD 小山　大晴 こやま　たいせい 鶴ヶ島Angels
5MD 大束　健太 おおつか　けんた 鶴ヶ島Angels
5MD 馬橋　昌也 うまはし　まさや 鶴ヶ島Angels
4MD 茂木　達也 もてぎ　たつや 鶴ヶ島Angels
4MD 島倉　塁 しまくら　るい 鶴ヶ島Angels
4MD 金子　栄 かねこ　えい 鶴ヶ島Angels
4MD 村田　昊臣 むらた　ひろおみ 鶴ヶ島Angels
6WD 橋爪　藍莉 はしづめ　あいり 鶴ヶ島Angels
6WD 小山　璃桜 こやま　りお 鶴ヶ島Angels
6WD 前田　樹里 まえだ　じゅり 鶴ヶ島Angels
6WD 林　蒼來 はやし　そら 鶴ヶ島Angels
5WD 河島　秋帆 かわしま　あきほ 鶴ヶ島Angels
5WD 白神　小春 しらかみ　こはる 鶴ヶ島Angels
4WD 青柳　光咲 あおやぎ　みさき 鶴ヶ島Angels
4WD 金子　晴海 かねこ　はるみ 鶴ヶ島Angels
4WD 梅野　佐杜 うめの　さと 鶴ヶ島Angels
4WD 岡　詩織 おか　しおり 鶴ヶ島Angels
4WD 秋山　咲樂 あきやま　さくら 鶴ヶ島Angels
4WD 鞠子　千晴 まりこ　ちはる 鶴ヶ島Angels
4WD 山口　真央 やまぐち　まお 鶴ヶ島Angels
4WD 馬橋　実玖 うまはし　みく 鶴ヶ島Angels
6MD 吉仲　健太 よしなか　けんた 都幾川シャトルズ
6MD 松本　玲太郎 まつもと　りょうたろう 都幾川シャトルズ
4MD 松本　陽真 まつもと　はるま 都幾川シャトルズ
4MD 豊田　暖 とよだ　はる 都幾川シャトルズ
6MD 萩原　駿希 はぎわら　しゅんき 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 高橋　元太 たかはし　げんた 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 帰山　怜旺 きやま　れお 鳩ヶ谷ウイングス
6MD 小芝　悟生 こしば　さとき 鳩ヶ谷ウイングス
5MD 小林　啓人 こばやし　けいと 鳩ヶ谷ウイングス
5MD 帰山　青旺 きやま　あお 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 澤海　瑛里 そうみ　えり 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 村山　星羅 むらやま　せら 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 小原　南実 こはら　みなみ 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 平木　結千佳 ひらき　ゆちか 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 福沢　愛流 ふくさわ　あいる 鳩ヶ谷ウイングス
6WD 村中　聖奈 むらなか　せな 鳩ヶ谷ウイングス
5WD 菊池　永真 きくち　えま 鳩ヶ谷ウイングス
5WD 村中　結南 むらなか　ゆな 鳩ヶ谷ウイングス



6MD 中村　謙信 なかむら　けんしん 飯能シャトルJr.
6MD 中原　啓介 なかはら　けいすけ 飯能シャトルJr.
5MD 山﨑　蓮翔 やまざき　れんと 飯能シャトルJr
5MD 須田　颯介 すだ　さすけ 飯能シャトルJr
5MD 田辺　蒼太 たなべ　そうた 飯能シャトルJr
5MD 土屋 蒼真 つちや　そうま 飯能シャトルJr
6WD 小出　紫緒里 こいで　しおり 飯能シャトルJr
6WD 我妻　琉花 わがつま　るか 飯能シャトルJr
6WD 加藤　雪凜 かとう　せり 飯能シャトルJr
6WD 野口　りり子 のぐち　りりこ 飯能シャトルJr
5WD 浅見　結生 あさみ　ゆう 飯能シャトルJr
5WD 平沼　希実 ひらぬま　のぞみ 飯能シャトルJr
6MD 田中　颯一郎 たなか　そういちろう 本庄シャトル
6MD 蓮沼　日向 はすぬま　ひゅうが 本庄シャトル
4MD 渡辺　皇汰 わたなべ　こうた 本庄シャトル
4MD 橋本　悠 はしもと　ゆう 本庄シャトル
6WD 小杉　希天 こすぎ　のあ 本庄シャトル
6WD 外山　葵 とやま　あおい 本庄シャトル
4WD 金城  千早妃 かねしろ　ちさき 本庄シャトル
4WD 田中　芭奈 たなか　はな 本庄シャトル
6WD 久保　奈津 くぼ　なつ 嵐山ビーンズ
6WD 大嶋　那緒 おおしま　なお 嵐山ビーンズ
6MD 磯　立樹 いそ　たつき 蓮田サウス
6MD 松村　陽大 まつむら　はると 蓮田サウス
5MD 松岡　夏輝 まつおか　なつき 蓮田サウス
5MD 榎本　和司 えのもと　かずし 蓮田サウス
4MD 大熊　光 おおくま　ひかり 蓮田サウス
4MD 金子　蓮斗 かねこ　れんと 蓮田サウス
6WD 渡辺　乃麻 わたなべ　のあ 蓮田サウス
6WD 渡辺　汐奈 わたなべ　せな 蓮田サウス
5WD 山田　芽依 やまだ　めい 蓮田サウス
5WD 篠原　美乃里 しのはら　みのり 蓮田サウス
5WD 岡田　琴葉 おかだ　ことは 蓮田サウス
5WD 海津　颯更 かいづ　ささら 蓮田サウス
4WD 澤登　茉生 さわのぼり　まい 蓮田サウス
4WD 竹澤　亜美 たけざわ　あみ 蓮田サウス


