
新春競書大会揮毫参加資格者リスト
（速報・正式な資格証は１月中旬発送）

先生番号 学年 氏名 先生番号 学年 氏名

A012 小２ 植松 かんな C003 小２ 花田 あんじゅ

A012 小３ 西山 心和 C003 小２ 貝原 あやか

A013 小３ 井上 ゆな C003 小２ 岩成 あい

A013 小６ 河村 紗菜 C003 小２ 水島 りん

A013 小６ 江國 星夏 C003 小３ 岡田 陸都

A013 小６ 山川 実緒 C003 小４ 勝部 綾華

A013 小６ 植盛 望愛 C003 小４ 三宅 陽大

A013 中1 加藤 舞 C003 小５ 稲田 晃太

A019 小３ 大塚 せす C003 小５ 近藤 凛

A019 小４ 岡本 梗花 C003 小６ 野添 紗菜

A019 小４ 中井 誉人 C004 幼 棟⾧ ゆうな

A019 小４ 片山 心晴 C004 小1 仁科 はる

A019 小５ 黒明 樹 C004 小４ 宮永 あおい

A019 中２ 折口 和花 C004 小４ 小滝 紗永

A026 幼 植田 みゆき C004 小４ 大月 悠輔

A026 小２ 山水 いと C004 小４ 中野 愛菜

A026 小３ 横溝 友悠 C004 小５ 吉国 未裕

A026 小５ 大野 可憐 C004 小５ 山本 彩央

A026 中２ 山水 健之介 C004 小５ 植田 珠理

A028 小２ 本田 まなみ C004 小５ 石川 優月

A056 小２ 宗岡 花りん C004 小５ 林 由維叶

A056 小６ 宗岡 勇利 C004 小６ 安達 未来

A057 小４ 吉村 理芳 C004 小６ 西村 あかね

A060 幼 脇 隆一郎 C004 中1 山本 紫月

A060 小２ 小倉 優太郎 C004 中1 仲田 芽生

A060 小２ 脇 礼俐 C004 中２ 中山 栞菜

B033 小1 有信 日菜 C004 中３ 安達 陽菜

B033 小２ 高畑 百花 C004 中３ 藤川 芽愛

B033 小４ 上野 芙優 C005 小３ 松枝 真央

B033 小５ 中村 美夏海 C005 小３ 平川 心菜

C001 小２ 河田 怜那 C005 小３ 高矢 絢音

C001 小５ 中塚 美柚 C005 小４ 難波 一華

C001 小６ 石井 友悠 C005 小５ 平川 心結

C001 小６ 立花 真奈香 C005 中２ 田中 俐帆

C001 中３ 佐野 文音 C006 小３ 岡崎 倫々

C003 小1 鶴森 はな C006 小３ 溝口 夏萌

C003 小1 内藤 めい C006 小３ 松本 ひなた

C003 小1 箱﨑 ひまり C006 小４ 坂本 七重
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C006 小４ 守安 彩葉 C011 中３ 大森 優美

C006 小４ 守安 七海 C012 小３ 床 季那保

C006 小４ 妹尾 貫佑 C012 小６ 奥山 果南

C006 小５ 甘中 克実 C014 幼 三浦 芽生

C006 小５ 松本 壮太 C014 小２ 南條 はるか

C006 小５ 難波 美玖 C014 小４ 礒島 咲笑

C006 小５ 平松 奈々 C014 小４ 南條 一玖

C006 小６ 守安 ひより C014 小４ 福田 実音

C006 小６ 小野 瑞希 C014 小５ 久本 綾香

C006 中1 平松 桃花 C014 中1 大室 心菜

C006 中２ 松永 ひなた C017 小1 仁科 ゆめか

C006 中３ 横田 佳奈 D047 小1 小林 りく

C006 中３ 山本 一葉 D047 小２ 有田 れい

C006 中３ 小野 陽菜 D047 小３ 黒川 栞那

C008 小1 髙浪 芹梨花 D047 小３ 山口 賢就

C008 小３ 矢田 愛莉 D047 小３ 由本 和花

C008 小５ 中村 優衣 D047 小４ 大河 梨子

C008 中２ 中村 陽菜 D047 小４ 鳥越 楓香

C009 小６ 大橋 千紘 D047 小５ 岡信 葵衣

C011 小２ 曽我 彩乃 D047 小５ 大橋 ななみ

C011 小４ 貝原 望 D047 小６ 山口 桃果

C011 小５ 為季 紗楽 D047 小６ 小島 圭人

C011 小５ 三谷原 優衣 D047 小６ 鳥越 美羽

C011 小５ 守永 帆花 D047 小６ 由本 花帆

C011 小５ 秋岡 紗代 D047 小６ 髙橋 華子

C011 小５ 小土井 絢音 E010 小２ 山崎 まお

C011 小５ 西村 結那 E010 小２ 竹林 めい

C011 小５ 竹内 花実 E010 小３ 笹山 りゅうのすけ

C011 小５ 藤枝 莉伽 E010 小３ 中井 海惺

C011 中1 石丸 彩乃 E010 小４ 吉田 愛

C011 中1 一橋 満里奈 E010 小４ 吉田 礼

C011 中1 貝原 悠月 E010 小４ 杉本 理音菜

C011 中1 守永 琴香 E010 小４ 池田 莉乃

C011 中２ 石丸 千夏 E010 小５ 今村 柚奈

C011 中２ 鳥路 奈央 E010 小５ 山本 真生

C011 中２ 藤原 帆夏 E010 小６ 岩知道 蒼生

C011 中２ 鈴木 美桜 E010 小６ 石原 姫依

C011 中２ 森 由希 E010 中1 原田 美和
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E010 中1 杉本 絵実理 E096 中３ 廣田 梅太郎

E010 中２ 足立 友梨奈 E114 小３ 大村 梨心

E010 中２ 直野 璃々花 E114 小４ 平市 詩央里

E018 中２ 山﨑 彩憂羽 E121 小５ 山本 陸

E048 小６ 木谷 駿介 E122 小４ 那須 歩

E062 小６ 黒崎 杏珠 E123 小２ 西山 あいり

E062 中２ 西井 杏 E125 中２ 信原 翠

E063 小５ 松森 あおい E127 小４ 前田 航大

E066 小４ 友田 芽依 F004 小５ 橋本 朝慶

E066 中２ 岸本 菜々花 F013 中３ 多賀 まこ

E072 小５ 竹下 美羽 F018 小５ 曲 苺来

E073 中２ 服部 杏実 F034 小２ 上川 よしひろ

E076 小４ 滝澤 愛梨 F034 小５ 藤原 一磨

E076 小５ 坂内 波美 F034 中1 市橋 花音

E076 中３ 福永 愛 F034 中２ 佐々木 光菜

E082 小３ 曲 ゆ妃 F044 小５ 矢部 美空

E082 小４ 久山 心寧 F044 小５ 和田 夏歩

E082 小４ 佐藤 茶都 F044 小６ 安藤 冬馬

E082 小５ 高山 梓 F044 小６ 久山 楓

E082 小５ 髙畑 愛理 F044 中1 西川 紗菜

E082 小６ 佐藤 千利 F044 中２ 細越 麻鈴

E082 中２ 板野 友美 G014 小４ 村山 凜

E085 小３ 西家 恵子 G017 小６ 藤原 怜

E085 小６ 斎藤 凜帆 G020 中1 越宗 めい

E085 中1 丸本 紗銘 G020 中２ 三村 花奈

E085 中３ 福田 光 G049 小２ 頓宮 莉奈

E096 小５ 古川 大雅 G051 小４ 草野 温香

E096 小６ 塩田 真央 G054 小６ ⾧原 優衣

E096 小６ 山田 聡一郎 G055 小５ 竹井 佑

E096 小６ 小西 里奈 G065 幼 山中 あまと

E096 中1 吉田 真依 G065 小５ 山中 千鶴

E096 中1 黒石 琴里 I005 小２ 中尾 優里

E096 中1 西本 日向子 I005 小３ 加集 澪

E096 中1 東 杏夏 I005 小４ 宮部 紗來

E096 中２ 太田 椛子 I005 小４ 江本 晃脩

E096 中２ 太田 寿莉 I024 小３ 大江 美羽

E096 中３ 堤 梓 I024 小３ 中原 幸子

E096 中３ 内田 あみ I024 小４ 安福 麻衣
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I024 小４ 羽鳥 有紀 J027 小４ 中井 麻帆

I024 小４ 中村 あかり J027 小５ 竹内 寧音

I024 小４ 廣常 沙咲 J027 小５ 摸利 優愛

I024 小４ 濵野 拓斗 J027 小６ 岡﨑 一真

I024 小５ 吉川 浩貴 J027 中1 竹内 杏珠

I024 小５ 村松 良織 J027 中1 藤原 里和奈

I024 小５ 尾原 菜月 J027 中1 髙畠 柑奈

I024 小６ 松永 菜花 K008 小６ 藤森 陽莉

I024 小６ 石井 咲桜子 K008 中1 塩見 ひなた

I024 小６ 中村 彩花 L002 幼 青山 みれい

I024 中1 楢村 崚太 L002 小２ 塩田 隼也

I024 中２ 佐野 陽兜 L002 小３ 笠原 大碁

I024 中２ 朴木 優衣 L002 小３ 隈部 鈴彩

I035 幼 竹川 はるか L002 小３ 青山 実優

I040 小２ 中原 そうま L002 小３ 津崎 春馬

I040 小３ 伊藤 優希那 L002 小４ 加納 春

I040 小３ 戸高 実優 L002 小４ 沼野 柚果

I041 小２ 鏡谷 つむぎ L002 小４ 難波 晃

I041 小２ 十見 なほ L002 小５ 工藤 麻央

I041 小２ 田中 りい L002 小６ 笠原 優月

I041 小５ 田中 望結 L002 小６ 星子 有紀

I047 小４ 森広 結衣 L002 小６ 大和 宗真

I048 幼 岩﨑 あおり L002 小６ 藤山 莉子

I048 小２ 岩﨑 はるひ L002 小６ 難波 愛華

I048 小２ 中嶋 さつき L002 中1 飯島 愛透

I048 小２ 小山 かんな L002 中２ 星子 沙紀

I048 小２ 小林 あいり L002 中３ 杉田 華穂

I048 小６ 藤原 光希 L002 中３ 藤堂 由菜

I048 中２ 延藤 心咲 L003 幼 山口 友維

I048 中３ 岸本 成央 L003 小３ 田埜 若菜

J006 小４ ニコル みあ L003 小３ 内田 桔梗

J006 小５ 江口 果歩 L003 小５ 井上 凜音

J006 小５ 田村 玲雄 L003 小６ 内田 斐元

J009 小５ 津田 莉緒奈 L003 中1 田埜 雅弥

J017 小３ おか村 ひな L003 中３ 間野 結

J017 小３ かわ村 まき L005 小1 山本 元

J017 小３ 板谷 まお L005 小４ 山本 仁

J027 小３ 岡﨑 大和 L005 小４ 藤原 啓衣
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L005 小６ 内村 紗英子 L026 小２ 岸田 あいり

L005 小６ 山本 綾音 L026 小４ 杉原 美優

L005 中1 光畑 妃歩 L026 小５ 河合 夏花

L005 中２ 橘鷹 咲貴 L033 小６ 小西 里保

L007 小６ 松永 菜花 L034 小４ 井上 慶一

L008 小４ 瀬戸川 楓音 L035 小３ 嶋村 咲希

L008 小４ 竹内 捺樹 L035 小４ 馬場 日彩

L008 小４ 那須 彩未 L035 小５ 松本 竜正

L013 幼 古城 奏来 L035 小６ 藤井 美歩

L013 幼 山本 詩野 L035 中1 松本 乃愛

L013 小1 原田 帆乃香 L035 中1 渡辺 鈴菜

L013 小1 伊藤 舞衣 L035 中２ 原 綾穂

L013 小1 海上 杏 L035 中２ 久保田 咲貴

L013 小２ 山本 千駿 L038 小1 船倉 ゆい

L013 小３ 小見山 心寧 L038 小２ 河田 七音

L013 小３ 古城 青暉 L038 小２ 水元 さきね

L013 小３ 堤 梨紗 L038 小２ 妹尾 かえで

L013 小３ 野竹 結衣 L038 小３ 戸田 わかな

L013 小４ 梅田 梨瑚 L038 小４ 奥 瑞稀

L013 小４ 尾島 花梨 L038 小４ 川島 颯也

L013 小５ 久山 真央 L038 小５ 戸田 絢葉

L013 小６ 尾﨑 航大 L038 小５ 船倉 安未

L013 小６ 梅田 梨里 L038 小５ 品川 未来

L013 小６ 古城 美空 L038 小６ 井上 緋奈子

L013 中1 尾﨑 翔也 L038 小６ 石野 心春

L013 中1 森田 早都 L038 小６ 田中 琉生

L013 中1 大室 光正 L038 中1 水元 美羽

L013 中２ 米田 真唯 L038 中1 菅 ひかり

L013 中３ 森田 湖々 L038 中1 清山 莉子

L015 中1 武藤 花奈 L038 中1 嶋田 彩花

L018 小1 中山 ゆう L038 中1 藤井 和佳菜

L018 小２ 西原 サク L038 中３ 山本 愛那

L018 小３ 中林 けい十 L043 小３ 伊原 季咲

L018 小４ 尾池 一成 L043 小４ 合田 健人

L018 小５ 尾池 紅々苗 L043 小５ 丹下 暖彩

L023 小２ 有宗 まお L043 中1 髙木 真菜

L025 小３ 林 こうしろう L050 小1 安本 やよい

L026 小２ 杉本 こうしろう L050 小1 横田 かのん

5ページ     ※異字体・旧字・俗字・誤字等に関する問い合わせ不可



新春競書大会揮毫参加資格者リスト
（速報・正式な資格証は１月中旬発送）

先生番号 学年 氏名 先生番号 学年 氏名

L050 小1 熊野 ひなと L061 中1 梅本 菜那

L050 小1 阪本 まお L061 中３ 瀧野 朱理

L050 小1 難波 しん L061 中３ 美甘 七奈

L050 小1 澤田 しゅん L071 小３ 松永 せはる

L050 小２ 奥山 かんた L071 小４ 岡本 菜乃

L050 小３ 井藤 涼賀 L071 小４ 八木 莉子

L050 小３ 佐野 遥香 L071 小５ 森脇 菜月

L050 小３ 平松 夢 L071 小５ 仲井 まゆは

L050 小３ 片岡 千春 L071 小６ 石川 愛乃

L050 小３ 澤田 りん L071 小６ 竹内 瑠星

L050 小４ 橘 紗伽 L071 中1 磯田 美涼

L050 小４ 熊野 絢菜 L071 中1 佐々 かなめ

L050 小４ 寺﨑 咲羽 L071 中1 佐々木 理那

L050 小５ 井藤 柚希 L076 幼 広山 心大郎

L050 小５ 奥山 詩乃 L076 小２ 橋間 優志

L050 小５ 岩谷 真維 L076 小６ 広山 小夏

L050 小５ 斎藤 拓海 L077 小1 岡本 れん

L050 小５ 池下 遥登 L077 小1 金光 かのん

L050 小５ 林 愛莉 L077 小1 石崎 ねね

L050 小５ 林 真央 L077 小２ 加藤 たくみ

L050 小６ 永山 結梛 L077 小２ 山﨑 ゆい

L050 小６ 熊野 結菜 L077 小２ 中川 りんか

L050 中1 林 莉渚 L077 小３ 岡本 凛音

L050 中２ 野口 穂佳 L077 小３ 多田 美咲

L050 中３ 岩谷 咲希 L077 小３ 川上 らら

L050 中３ 岩本 こころ L077 小４ 磯崎 夢

L050 中３ 林 実優 L077 小４ 梶谷 英麗奈

L061 小３ 山本 かなた L077 小４ 藤本 奈津

L061 小４ 但馬 琉斗 L077 小５ 加藤 翠

L061 小５ 岩元 晴花 L077 小５ 森 香織

L061 小５ 宮田 将吾 L077 小５ 鶴野 由珠

L061 小５ 兼先 真衣 L077 小６ 山下 瑞詠

L061 小５ 清水 弥古都 L077 小６ 藤井 和也

L061 小５ 池田 百晏 L077 中1 森 優奈

L061 小５ 定方 梓 L077 中1 伊藤 陽真梨

L061 小６ 山本 美空 L077 中２ 金光 碧

L061 中1 近藤 里咲 L077 中２ 佐野 文哉

L061 中1 景山 詩音梨 L077 中２ 大塚 樹里愛
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L077 中３ 藤田 梨乃 L098 中３ 坂井 萌華

L077 中３ 平尾 野々香 L099 小３ 大賀 史織

L077 中３ 木山 知紗希 L101 小1 正木 れい

L083 小1 高山 ゆうな L102 小３ 松本 まゆ花

L083 小３ 冠野 杏佳 L102 小３ 岩谷 めい

L083 小３ 高山 みなみ L102 小５ 藤野 示子

L083 小５ 西出 早那 L103 幼 大喜多 あん

L083 小５ 東川 心優 L103 小1 横井 めい

L084 小４ 石原 優成 L103 小1 新藤 たかひろ

L086 小２ 谷井 ゆう斗 L103 小1 檀上 かほ

L086 小４ 笠原 珠希 L103 小1 藤井 すず花

L086 小４ 久安 歩未 L103 小２ 奈良 俊祐

L086 小４ 松本 玲奈 L103 小３ 島村 唯華

L086 小４ 谷井 祐月 L103 小５ 佐伯 侑維子

L086 小６ 橋本 遥 L103 小６ 松本 空音

L086 中1 吉田 千穂 L103 中２ 藤原 渚

L086 中２ 服部 弦子 L103 中３ 大村 瑞葉

L091 小２ 難波 ここな L107 小３ 小川 航平

L093 小２ 漆谷 あいら L107 小５ 大島 実和

L093 小２ 目黒 ことか L107 中２ 松浦 美紀

L093 小３ 佐藤 悠人 L108 小３ 高橋 凜

L093 小３ 小坂 日より L108 小４ 高木 爽与花

L093 小３ 竹崎 結衣 L109 幼 山本 ともや

L093 小３ 髙原 裕之輔 L109 幼 山本 なおや

L093 小４ 加計 七穂 L109 小1 石井 めい

L093 小４ 漆谷 悠良 L109 小1 難波 るきと

L093 小４ 藤原 優亜 L109 小1 古山 はな

L093 小４ 和田 千咲 L109 小1 青木 ゆい

L093 小５ 岡 遥花 L109 小２ 福守 はな

L093 小６ 漆谷 應良 L109 小３ 岩橋 ほなみ

L093 小６ 藤原 未亜 L109 小３ 大倉 千世

L093 小６ 板坂 幸 L109 小４ 難波 莉世

L093 中２ 高橋 希歩 L109 小４ 山本 愛子

L097 小４ 川上 けい悟 L109 小４ 大木 愛

L097 小４ 中本 莉愛 L109 小４ 平田 祐喜

L098 小５ 山﨑 寛生 L109 小５ 合田 晴貴

L098 小５ 白崎 心羽 L109 小５ 黒木 凛

L098 小６ 大倉 彩矢 L109 小５ 西井 結惟
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L109 小５ 大倉 千裕 L118 小３ 湯浅 里梨

L109 小６ 笠石 来帆琉 L118 小３ 鳴川 莉菜

L109 小６ 秋田 姫依 L118 小３ 薬師寺 康晟

L109 小６ 石井 美羽 L118 小３ 藤原 有杜

L109 小６ 谷中 杏吏 L118 小３ 練尾 心美

L109 小６ 平田 秋仁 L118 小４ 坂口 瑠奏

L109 小６ 北原 永遠 L118 小４ 小林 夢珠

L109 中1 大森 花 L118 小４ 大西 健琉

L109 中２ 川端 祐遼 L118 小４ 中尾 紗菜

L109 中２ 大倉 千奈 L118 小４ 瀨嶋 楓香

L109 中２ 藤澤 茉由 L118 小４ 髙木 星花

L109 中３ 小出 充隼 L118 小５ 太立 夏歩

L110 小３ 吉岡 怜美 L118 小５ 薬師寺 萌絵

L110 小５ 秋山 尊 L118 小６ 河合 のぞみ

L110 小６ 藤島 百花 L118 小６ 久本 実央

L110 小６ 藤島 夢花 L118 小６ 前田 奏音

L110 中1 綱島 百香 L118 中1 宮本 彩乃

L112 小４ 細川 友香梨 L118 中1 中林 恵理歩

L114 幼 早川 慶 L118 中２ 河合 翼

L114 幼 山下 富久 L118 中２ 秋田 結衣

L114 小５ 遠藤 佑樹 L118 中２ 髙塚 和奏

L114 小６ 伊藤 まりん L120 小1 坪井 みなみ

L114 小６ 古宮 芽実 L120 小３ 石井 よもぎ

L114 小６ 妹尾 真弥 L120 小３ 江川 りな

L114 中２ 酒井 葉名 L120 小３ 小野田 悠人

L114 中２ 矢部 実緒 L120 小３ 池上 かえで

L114 中３ 酒井 歌歩 L120 小５ 岸本 仁見

L114 中３ 浅岡 華帆 L120 小５ 溝原 若奈

L114 中３ 末藤 佳奈 L120 小６ 荒木 咲弥

L116 小５ 寺坂 宜起 L120 小６ 小野田 莉加

L118 幼 河原 菜月 L120 中1 白神 綾夏

L118 幼 湯浅 りえ L121 小３ 福田 結心

L118 小1 菅田 結菜 L121 小３ 里谷 苺香

L118 小1 渡邉 翔太 L121 小４ 田口 莉子

L118 小1 藤原 玄飛 L121 中２ 濵田 彩那

L118 小３ 吉田 莉々奈 L121 中２ 松本 和樺

L118 小３ 川端 諒大 L121 中２ 畑口 月花

L118 小３ 笛木 萌花 L123 小1 大成 有叶
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先生番号 学年 氏名 先生番号 学年 氏名

L123 小1 髙岡 優貴 L126 小５ 洲脇 花音

L123 小４ 牛尾 倫太朗 L126 小６ 岩津 那奈子

L123 小６ 牛尾 有希 L126 中２ 岩津 桃花

L123 小６ 大天 詩音 L126 中３ 岩津 香子

L124 小1 山下 はると L129 小４ 笹井 望来

L124 小1 村木 ゆうし L129 小５ 阿川 結衣

L124 小２ 伊丹 まほ L129 小５ 逸見 晋平

L124 小３ ひ岡 さらさ L129 小５ 和泉 伶奈

L124 小３ 宮川 かほ L129 小６ 伊井 りおな

L124 小３ 戸川 うみ L129 小６ 黒川 桜彩

L124 小３ 室はし のどか L131 小５ 久保田 愛

L124 小３ ⾧そかべ 陽大 L134 小1 眞𡽶 諒

L124 小３ 荒尾 みなと L134 小４ 金岡 沙久乃

L124 小３ 高木 まお L136 小４ 徳重 嘉菜

L124 小３ 山下 ゆきな L137 小３ 國重 ゆいな

L124 小４ ⾧曽我部 乃愛 L137 小５ 河原 周

L124 小４ 尾形 優月 L137 小５ 植木 聡太

L124 小４ 平山 遙華 L137 小６ 宮本 輝

L124 小４ 米本 彬人 L137 小６ 服部 友香

L124 小５ 藤田 彩花 L137 小６ 國重 亮羽

L124 小６ 松下 晴香 L137 中1 合田 奈津子

L124 小６ 天野 旭 L137 中２ 加藤 凛花

L124 小６ 藤井 乃愛 L138 幼 ひらもと さら

L124 小６ 那須 花乃 L138 幼 やまだ めいな

L124 小６ 入江 友基 L138 小1 石尾 みれい

L124 中1 山坂 繭 L138 小２ 中藤 りさ

L124 中２ 入江 沙耶 L138 小４ 中藤 瑞紀

L124 中３ 洲脇 若菜 L138 小４ 平元 心結

L124 中３ 米本 朋加 L138 小６ 有田 夏希

L125 中３ 矢山 和波 L139 幼 竹下 翔大

L126 幼 片山 華奈 L139 小1 山本 啓暉

L126 小1 岩津 慶昇 L139 小1 西垣 嘉晟

L126 小２ 岩津 慎人 L139 小1 前場 美来

L126 小３ 岩津 瑛多 L139 小２ 緒方 美南

L126 小３ 岩津 優里 L139 小２ 石井 斗真

L126 小３ 町田屋 葵々 L139 小２ 片山 侑万

L126 小３ 畑 ひまり L139 小３ 光畑 碧衣

L126 小５ 岩津 凛花 L139 小３ 小田上 大斗
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先生番号 学年 氏名 先生番号 学年 氏名

L139 小３ 水野 かんな P001 小４ 工どう のあ

L139 小３ 西垣 嘉人 P001 小４ 上平 ゆうき

L139 小３ 多田 絢音 P001 小４ 西谷 柊人

L139 小３ 田中 愛実 P001 小４ 有木 ゆうや

L139 小３ 矢田 柚葵 P001 小５ はま口 こ花

L139 小４ 小野 色遥 P001 小５ 小渕 花奈

L139 小４ 安原 菜々花 P001 小５ 床田 琉

L139 小４ 黒明 大誠 P001 小５ 赤木 梨瑚

L139 小４ 四方 かのん P001 小５ 難波 旺佑

L139 小４ 大江 紗生 P001 小６ 横田 瑞季

L139 小４ 大塚 涼太 P001 小６ 海野 陽風

L139 小５ 家岡 梨帆 P001 小６ 吉井 亮司

L139 小５ 光畑 琴葉 P001 小６ 吉田 和佳奈

L139 小５ 小田上 優菜 P001 小６ 石原 未菜

L139 小６ 伊丹 真央 Q002 幼 遠藤 ほのか

L139 小６ 岡野 千華 Q002 幼 ⾧尾 栞里

L139 小６ 梶岡 真佑 Q002 小1 塩津 愛梨

L139 小６ 光畑 南紀 Q002 小1 吉岡 希衣

L139 小６ 黒明 美佑 Q002 小２ 牧野 あさ

L139 小６ 松尾 沙知 Q002 小２ 原田 怜奈

L139 小６ 多田 愛実 Q002 小２ ⾧尾 美咲

L139 小６ 片山 芽依 Q002 小２ 田中 玲凪

L142 小２ 今岡 葵 Q002 小３ 新延 愛子

L144 小1 西﨑 吏一 Q002 小３ 田中 望海

L144 小５ 生藤 紗々 Q002 小４ 藤田 紗矢香

L144 小５ 生藤 紗知 Q002 小５ 小菅 聖滋

P001 小1 みつもり さな Q002 小５ 米田 祥

P001 小1 惠守 なぎさ Q002 小５ 髙嶋 初依

P001 小２ 細名 めい Q002 小５ 岡﨑 花和

P001 小２ 石井 さゆ Q002 小６ 岩崎 光佑

P001 小２ 平田 りさ Q002 小６ ⾧尾 侑哉

P001 小３ ふじ村 かほ Q002 小６ 平野 紗都

P001 小３ よこ山 すずは Q002 中1 ⾧田 香奈

P001 小３ 井坂 みゆき Q002 中1 大本 夕愛

P001 小３ 吉田 けいご Q002 中1 藤原 志帆

P001 小３ 中山 あお Q002 中２ 川上 心大朗

P001 小４ ふじ原 みはる Q002 中３ 高柿 陽菜

P001 小４ 岸 なな子 Q002 中３ 猪坂 恋奈
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Q010 小２ 前田 さら Q055 小２ 岡田 にこ

Q010 小３ 田中 希実 Q055 小２ 水本 ののか

Q010 小４ 兼田 侑実 Q055 小４ 井上 紗希

Q010 小４ 冨松 芽生 Q055 小４ 三宅 愛理

Q010 小４ 淺野 結嘉子 Q055 小５ 西村 鎧

Q010 小５ 芳地 凜音 Q055 小５ 藤原 美姫

Q010 小６ 杉本 采香 Q055 中1 岡﨑 幹奈

Q011 小４ 三木 心晴 Q055 中1 藤原 夢花

Q011 小６ 小寺 希果 Q055 中1 濵口 三咲

Q011 中２ 小寺 穂果 Q055 中1 仲座 心暖

Q013 小２ 髙嶋 つむぎ Q055 中２ 宮地 優

Q018 小３ 加とう 沙和 Q055 中２ 藤澤 まり花

Q018 小４ 清板 星菜 Q055 中３ 井上 果保

Q020 小４ 三木 敬太 Q055 中３ 弥生 昴

Q020 小４ 松浦 優來 Q058 小２ 浜野 としき

Q020 小５ 藤田 夏海 Q058 小３ 竹本 あかり

Q020 中1 佐久間 乃愛 Q058 小６ 小河原 みほり

Q023 小６ 柴川 莉緒 Q058 小６ 田中 琥大郎

Q023 中２ 柴川 竜太朗 Q058 小６ 藤原 楓香

Q024 小４ 渡辺 琴心 Q059 小４ 桒原 佑空

Q024 中２ 岡 心優 Q059 中1 井上 みさお

Q026 小５ 河村 奏音 Q059 中1 都津川 真由

Q032 小６ 伊藤 菜乃波 Q059 中２ 熊代 凪沙

Q032 中1 引尻 麻菜美 Q059 中２ 桒原 里歩

Q032 中1 守屋 茉南 R002 小４ 松岡 明里

Q032 中1 折田 未来 R002 小５ 廣川 紗奈子

Q032 中３ 守屋 沙南 R002 小５ 中江 美羽

Q032 中３ 小川 桃奈 R009 小５ 中川 結心

Q036 中３ 尾崎 文美 R009 小５ 野亀 楓真

Q038 小４ 深見 巧真 R009 小５ 野口 寧々

Q040 小３ 河向 しゅんすけ R009 小６ 中川 凜音

Q040 小４ 野ざき 敬介 R009 小６ 津田 晴哉

Q040 小５ 櫻井 晴日 R009 中1 南 百音

Q043 小２ 出井 はな R009 中1 津田 優哉

Q043 小６ 石原 菜々恵 R009 中３ 野亀 莉愛

Q043 小６ 毛谷 知歩佳 R042 小６ 西元 和夏

Q043 中２ 江藤 佳奈恵 R051 中２ 岡 惟人

Q053 中２ 赤木 進次郎 R055 小３ やぶ田 菜海
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R065 小６ 友實 心都 X010 小４ 山川 しお

R065 中1 阿部 杏音 X010 小４ 守屋 ゆい

R065 中３ 岡 碧 X010 小４ 松本 一花

R066 小４ 白澤 七佳 X010 小４ 赤木 さき

R066 小５ 佐々木 芽依 X010 小４ 富永 ゆ月

X010 小1 横畑 仁大 X010 小４ 福永 めい

X010 小1 三宅 冬乃 X010 小４ 金光 安衣

X010 小1 大平 れんと X010 小５ 加治 翔真

X010 小1 尾﨑 ここみ X010 小５ 熊本 珠菜

X010 小1 平本 ゆあ X010 小５ 古澤 寧々

X010 小1 林 直明 X010 小５ 佐藤 もも

X010 小２ 安原 みえ X010 小５ 大平 海翔

X010 小２ 宇都 健 X010 小５ 柳沢 りりか

X010 小２ 岡本 ももえ X010 小５ 雀部 燦

X010 小２ 古澤 杏 X010 小５ 藤沢 ななみ

X010 小２ 出原 ゆめ X010 小６ 安原 沙恵

X010 小２ 諸岡 なお X010 小６ 山川 祐莉奈

X010 小２ 赤澤 うみ X010 中1 今川 桃華

X010 小２ 村田 千夏 X010 中1 西﨑 結香

X010 小２ 大熊 りのあ X010 中1 金光 奏一

X010 小２ 富永 圭信 X010 中1 藤井 亜優美

X010 小２ 鈴木 めい X010 中２ 貝原 菫

X010 小２ 旭 まお X010 中２ ⾧谷川 心乃

X010 小２ 雀部 はるひ X010 中２ 有田 音

X010 小３ 掛谷 樹里 X010 中２ 柚木 孝彦

X010 小３ 佐藤 あおと X010 中３ 守屋 莉子

X010 小３ 上本 詩 X016 小２ 小川 けいと

X010 小３ 西山 京吾 X016 小２ 藤丸 りく

X010 小３ 浅原 紗和 X016 小４ 宇野 友介

X010 小３ 中原 心陽 X016 小４ 原田 龍之介

X010 小３ ⾧谷川 乃叶 X016 小４ 最相 舜介

X010 小３ 福永 せりな X016 小４ 藤丸 莉緒

X010 小３ 金光 れお X016 小６ 香西 栞乃

X010 小３ 金光 育乃 X028 小４ 池田 瑚々

X010 小３ 佐藤 祈 X038 小２ 渡辺 あんり

X010 小４ 安原 りえ X038 小２ 福島 れんと

X010 小４ 宇都 杏奈 X038 小３ 稲垣 しおん

X010 小４ 三宅 蒼太 X038 小６ 市原 歩実
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X038 小６ 田村 橙子 Y036 小５ 今村 楓花

X038 小６ 板谷 愛華 Y036 小６ 金谷 琴音

X040 小２ 藤井 陵介 Y036 小６ 仲田 莉奈

X040 小５ 横山 そら Y036 小６ 北山 愛華

X040 小５ 吉川 瑠南 Y036 小６ 友實 乙葉

X040 小５ 佐藤 梅芽 Y036 小６ 山本 光哉

X040 小６ 佐藤 大希 Y036 中２ 藤本 あおい

X040 小６ 吉川 凜 Y057 小４ 義若 葵

X040 中1 小野 惺音 Y066 中1 髙谷 羽菜

X040 中1 柏原 弘太郎 Y074 小４ 大塚 麻央

X040 中３ 佐田野 日菜 Y151 小４ 杉本 理花

X042 小２ 片岡 こうき Y162 小４ 坂井 彩乃

X044 小４ 米積 葵衣 Y274 小２ 榊 ちせ

X044 小５ 岸本 亜希 Y281 小３ 猪木 春翔

X044 小６ 瓜生 澪杏 Y285 中1 馬場 悠寧

X049 中1 金井 咲紀 Y316 小４ 安部 凜香

Y002 小1 小橋 かずや Y316 小４ 植田 伎乃

Y002 小４ 岸本 太一 Y316 小６ 山口 結衣

Y002 小４ 松浦 光希 Y323 小４ 村上 智耶

Y026 小２ 片山 そうし Y326 小５ 塩見 萌々子

Y027 小２ 松家 ひかり Y405 小４ 松田 奈々美

Y028 小４ 濵﨑 美涼 Y408 幼 木曽 優愛

Y030 中1 白髭 奈桜 Y435 小３ 小林 未來

Y031 小５ 小川 明咲 Y440 小２ 佐藤 匠

Y036 小２ 山本 由莉愛 Y440 小２ 石﨑 雅人

Y036 小２ 神田 共輝 Y440 小３ 安田 紬

Y036 小２ 杉山 凛之助 Y440 小３ 栗阪 爽菜

Y036 小２ 西尾 晃太朗 Y440 小３ 石部 真梨

Y036 小２ 石井 志音 Y440 小３ 田中 杏汰郎

Y036 小２ 池田 智陽 Y440 小３ 田中 菜乃映

Y036 小３ 時尾 聡汰 Y440 小３ 矢野 心椛

Y036 小３ 森尾 朋矢 Y440 小３ 有本 真愛

Y036 小３ 西尾 武紘 Y440 小４ 石原 直樹

Y036 小３ 西尾 歩子 Y440 小５ 渡邉 亜莉沙

Y036 小３ 藤﨑 柚奈 Y440 小６ 西崎 蒼生

Y036 小３ 本郷 由奈 Y440 小６ 石﨑 和真

Y036 小４ 金谷 瑛士 Y443 小1 藤川 泰成

Y036 小５ 岡 桃生華 Y501 小1 柴田 咲希
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Y506 小２ 正子 さえ

Y515 小４ 小野 花澄

Y611 小1 中島 伶理

Y612 小５ 福永 怜奈

Y621 小２ 本郷 真央美

Y622 小２ 熊洞 修司

Y627 小３ 竹原 綾

Y633 小３ 久﨑 美緒

Y634 中３ 植月 花菜子

Y654 小３ 國安 美葉

Y672 小４ 城平 悠衣

Y672 小６ 酒井 紅香

Y677 小２ 虫本 笑子

Y679 小３ 広瀬 咲人
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