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2066 清水 悠莉 シミズ ユウリ 湯津上中学校
2067 小藤 深愛 コフジ ミイナ 黒羽中学校

2001 滝田 千尋 タキタ チヒロ 親園中学校 2068 多部田 唯名 タベタ ユイナ

2002 前田 杏 マエダ アン 親園中学校 2069 井上 優奈 イノウエ ユナ 黒羽中学校
2003 関谷 綾乃 セキヤ アヤノ 黒羽中学校 2070 菊池 優里菜 キクチ ユリナ

2004 佐藤 心結 サトウ ココナ 2071 渡辺 結理 ワタナベ ユイリ 黒羽中学校
2005 西野 日湖 ニシノ ニコ 黒羽中学校 2072 髙梨 愛結 タカナシ マユ 黒羽中学校
2006 黒田 空夏 クロダ ソナ 黒羽クラブ 2073 室越 万穂 ムロコシ マオ 黒羽中学校
2007 黒羽 柚妃 クロハ ユズキ チーム近藤 2074 奥田 柚妃 オクダ ユズキ 金田南中学校
2008 福元 可愛 フクモト エノ 2075 深野 結愛 フカノ ユイ

2009 室井 妃奈 ムロイ ヒナ 黒羽中学校 2076 稲葉 風花 イナバ フウカ 黒羽中学校
2010 園部 凜 ソノベ リン 黒羽中学校 2077 小泉 優羽里 コイズミ ユウリ 黒羽中学校
2011 近藤 京香 コンドウ キョウカ 黒羽中学校 2078 宮本 苺 ミヤモト マイ 黒羽中学校
2012 渡邉 千采 ワタナベ チウネ 黒羽中学校 2079 清水 叶琉 シミズ カナル ＮＩＮＥ
2013 平野 花菜 ヒラノ ハナ 黒羽中学校 2080 荻原 さくら オギハラ サクラ 黒羽中学校
2014 藤田 萌愛 フジタ メイ 黒羽中学校
2015 小河原 愛由 コガワラ マユ 黒羽中学校
2016 川島 由羅 カワシマ ユラ 黒羽中
2017 齋藤 未來 サイトウ ミク 黒羽中学校 2101 坂和 琉生 サカワ ルイ 親園小学校
2018 朝野 心椛 アサノ シンカ 2102 蜂巣 雄大 ハチス ユウタ

2019 安彦 紗香 ヤスヒコ サヤカ 2103 小林 大竜 コバヤシ ヒリュウ 市野沢小学校
2020 齋藤 璃音 サイトウ リオン 黒羽中学校 2104 遅澤 友海 オソザワ ユウ よろしく真岡
2021 花山 未翔 ハナヤマ ミハネ 2105 和氣 靖一郎 ワキ セイイチロウ 金丸小学校
2022 黒田 万葉 クロダ カズハ 2106 髙橋 力輝斗 タカハシ リキト

2023 益子 杏菜 マシコ アンナ 黒羽中学校 2107 木村 丈太朗 キムラ ジョウタロウ 湯津上小学校
2024 荒牧 美音 アラマキ ミオ 黒羽中学校 2108 戸辺 結斗 トベ ユイト 市野沢小学校
2025 伊藤 さゆ イトウ サユ 黒羽中学校 2109 河治 亮佑 カワジ リョウスケ

2026 山中 結愛 ヤマナカ ユア 黒羽中学校 2110 磯 慎之助 イソ シンノスケ 親園小学校
2027 大野 夏澄 オオノ カスミ 黒羽中学校 2111 小林 奏介 コバヤシ ソウスケ 紫塚小学校
2028 仙野 心暖 センノ コハル 黒羽中学校 2112 牛井渕 光希 ゴイブチ ルキ 蛭田小学校
2029 髙橋 奏 タカハシ カナ 黒羽中学校 2113 江幡 大翔 エバタ ヤマト 市野沢小学校
2030 下瀬 有咲 シモセ アリサ 2114 益子 海星 マシコ カイセイ 金丸クラブ
2031 関谷 心桜 セキヤ ミオ 黒羽中学校 2115 佐藤 晴紀 サトウ ハルキ

2032 樋口 結愛 ヒグチ ユア 横川中学校 2116 清水 凰生 シミズ コウセイ 佐久山小学校
2033 武藤 愛里 ムトウ アイリ 黒羽中学校 2117 角田 絃樹 ツノダ ゲンキ

2034 齋藤 麻歩 サイトウ マホ 黒羽中学校 2118 清水 奏志 シミズ ソウシ

2035 川上 紫穂 カワカミ シホ 黒羽中学校 2119 鉢村 彰来 ハチムラ アキラ 佐久山小学校
2036 片岡 李奈 カタオカ リナ 野崎中学校 2120 井上 和真 イノウエ カズマ よろしく真岡
2037 佐藤 結彩 サトウ ユア 2121 木村 成 キムラ ナル 空手協会黒羽
2038 鈴木 美和 スズキ ヒヨリ 黒羽中学校 2122 熊谷 陸人 クマガイ リクト 大山小学校
2039 関谷 彩華 セキヤ イロハ 2123 熊谷 勇人 クマガイ ユウト 大山小学校
2040 関谷 莉桜 セキヤ リオ 黒羽中学校 2124 黒田 風羽 クロダ フウ 川西クラブ
2041 福田 結月 フクダ ユヅキ 黒羽中学校 2125 大西 彩斗 オオニシ アヤト 川西クラブ
2042 永井 結衣 ナガイ ユイ 黒羽中学校 2126 井上 元就 イノウエ モトナリ 川西クラブ
2043 永井 里奈 ナガイ リナ 黒羽中学校 2127 滝 夢翔 タキ ユウト 川西クラブ
2044 花塚 広羽 ハナツカ ヒロハ 黒羽中学校 2128 松本 恭輔 マツモト キョウスケ 川西クラブ
2045 屋代 絢芽 ヤシロ アヤメ 黒羽中学校 2129 國井 翔琉 クニイ ハル 川西クラブ
2046 芹江 杏梨 セリエ アンリ 若草中学校 2130 若目田 恭介 ワカメダ キョウスケ 紫塚小学校
2047 清水 桜羽 シミズ オトハ 2131 吉成 尊琉 ヨシナリ タケル

2048 鈴木 里々愛 スズキ リリア 黒羽中学校 2132 五月女 翔空 ソウトメ トア 大山小学校
2049 伊藤 苺花 イトウ モカ 親園中学校 2133 天谷 光陽 アマヤ コウヨウ 紫塚小学校
2050 近藤 蕎花 コンドウ キョウカ 2134 小林 海斗 コバヤシ カイト 奥沢小学校
2051 松本 舞花 マツモト マナ 黒羽中学校 2135 高江 蒼希 タカエ ソウキ 市野沢小学校
2052 小林 虹衣南 コバヤシ ニイナ 黒羽中学校 2136 小泉 藍騎 コイズミ アイキ 佐久山小学校
2053 益子 希美 マシコ ノゾミ 黒羽中学校 2137 横山 大梧 ヨコヤマ ダイゴ 大田原選抜
2054 久次 璃子 ヒサツグ リコ 若草中学校 2138 芹江 隼 セリエ シュン 大田原小学校
2055 鈴木 彩結奈 スズキ アユナ 黒羽中学校 2139 青木 克陽 アオキ カツアキ 大田原連合
2056 石崎 ひまり イシザキ ヒマリ 親園中 2140 齋藤 陽音 サイトウ ヒオン 那須北連合
2057 佐藤 夢華 サトウ ユメカ 湯津上中学校 2141 泉田 健太 イズタ ケンタ 紫塚小学校
2058 髙﨑 美陽 タカサキ ミハル 黒羽中学校 2142 大竹 理富 オオタケ リトム 大田原選抜
2059 仁田 美利優 ニッタ ミリユ 日立エーシー 2143 印南 泰志 インナミ タイシ 大田原選抜
2060 鈴木 理桜 スズキ リオ 若草中学校 2144 後藤 史穏 ゴトウ シオン 大田原選抜
2061 泉田 楓香 イズミタ フウカ 日新中学校 2145 後藤 壮瑛 ゴトウ タテル 大田原選抜
2062 藤田 莉桜 フジタ リオ 黒羽中学校 2146 西海 灯馬 サイカイ トウマ 大田原選抜
2063 加瀬 美鈴 カセ ミスズ 2147 菊地 猛 キクチ タケル 那須北連合
2064 岩城 花蓮 イワキ カレン 大田原中学校 2148 屋代 爽助 ヤシロ ソウスケ 大田原ボーイズ
2065 益子 美稲 マシコ ミイナ 黒羽中学校 2149 貝塚 楓斗 カイヅカ フウト 那須北連合

3ｋｍ 中学生女子

3ｋｍ 小学5・6年男子



ナンバー 氏名 所属クラブ ナンバー 氏名 所属クラブ

2150 大金 怜也 オオガネ レイヤ 大田原選抜 2229 山上 蒼葉 ヤマガミ アオバ 黒羽ＭＢＣ
2151 長田 来唯 オサダ ライ 2230 渡辺 雫 ワタナベ シズク 黒羽ＭＢＣ
2152 橋本 純之理 ハシモト ジュンノスケ 那須北連合 2231 小和瀬 りさ コワセ リサ 大田原小学校
2153 志賀 啓翔 シガ ヒロト 大田原選抜 2232 久郷 華歩 クゴウ カホ 黒羽ＭＢＣ
2154 森 楓磨 モリ フウマ 大田原選抜 2233 増子 柚月 マスコ ユヅキ 川西クラブ
2155 鈴木 冨士翔 スズキ フジト 日立エーシー 2234 五月女 晴 ソウトメ ハル 川西クラブ
2156 黒谷 友喜 クロタニ トモキ 大田原選抜 2235 人見 桜愛 ヒトミ サナ 薄葉小学校
2157 高橋 翔 タカハシ ショウ 石上薄葉 2236 相馬 正妃七 ソウマ マヒナ 市野沢小学校
2158 大髙 優志 オオタカ ユウシ 大田原選抜 2237 清水 琴羽 シミズ コトネ

2159 渡辺 圭輔 ワタナベ ケイスケ 那須北連合 2238 野﨑 美紀 ノザキ ミキ

2160 大貫 行晴 オオヌキ コウセイ 石上薄葉 2239 須田 詩子 スダ ウタコ キミちゃんＲＣ
2161 南波 大葵 ナンバ ヒロキ 西原小学校 2240 吉田 芽加 ヨシダ メイカ

2162 岡本 翔太郎 オカモト ショウタロウ 西原小学校 2241 齊藤 彩月 サイトウ サツキ

2163 加藤 英太 カトウ エイタ 西原小学校 2242 白戸 咲依 シラト サエ ラン太郎
2164 柱松 歩希 ハシラマツ イブキ 西原小学校 2243 石川 穂花 イシカワ ホノカ 大田原小学校
2165 深澤 歩夢 フカサワ アユム 西原小学校 2244 高橋 美杏 タカハシ ミア 黒羽小学校
2166 髙久 想太 タカク ソウタ 西原小学校 2245 熊田 優菜 クマダ ユナ 紫塚小学校
2167 松田 拓真 マツダ タクマ 西原小学校 2246 大森 みのり オオモリ ミノリ 田代友愛小学校
2168 黒﨑 琉惺 クロサキ リュウセイ 西原小学校 2247 吉田 莉愛 ヨシダ リア 日立エーシー
2169 塚田 源士 ツカダ ミナト 西原小学校 2248 小野 愛 オノ アイ 大田原小学校
2170 佐々木 陽飛 ササキ ハルト 西原小学校 2249 堀江 杏奈 ホリエ アンナ 空手協会黒羽
2171 隅 一道 スミ カズミチ 西原小学校 2250 吉成 悠華 ヨシナリ ハルカ 黒羽小学校
2172 藤田 和心 フジタ シン 西原小学校 2251 遠山 優愛 トオヤマ ユア 石上薄葉
2173 三浦 大駕 ミウラ タイガ 那須北連合 2252 森 梨央奈 モリ リオナ 那須北連合
2174 大屋 羚碧 オオヤ レオ 西原小学校 2253 児島 菜々 コジマ ナナ 石上薄葉
2175 室井 陽色 ムロイ ヒイロ 2254 大竹 結心 オオタケ ユナ あずま南小学校
2176 君島 冬真 キミジマ トウマ 石上薄葉 2255 川上 咲矢子 カワカミ サヤコ 黒羽小学校
2177 河越 輝 カワゴエ ヒカル 那須北連合 2256 吉田 真優 ヨシダ マユ 小金井小
2178 阿久津 怜寿 アクツ レイジ 大田原連合 2257 小森 咲来 コモリ サラ 川西クラブ
2179 稲見 きうい イナミ キウイ 紫塚小学校
2180 鮎田 竣 アユタ シュン

2181 南澤 翔 ミナミサワ カケル 那須北連合
2182 秋元 健吾 アキモト ケンゴ 那須北連合
2183 會田 聡祐 アイタ ソウスケ 小山田小学校
2184 小室 亮人 オムロ アキト 鉾田南小学校
2185 菊池 佑也 キクチ ユウヤ 大田原選抜

2201 一瀬 咲衣 イチノセ サエ 埼玉小学校
2202 小林 莉子 コバヤシ リコ 西原小学校
2203 阿久津 陽向 アクツ ヒナタ 親園小学校
2204 高久 夕奈 タカク ユナ 大田原小
2205 伊藤 季音 イトウ リノ 黒羽小学校
2206 鳥家 夕希羽 トヤ ユキハ 親園ＷＩＮＳ
2207 前田 粋 マエダ スイ 親園ＷＩＮＳ
2208 影澤 桃花 カゲサワ モモカ 親園ＷＩＮＳ
2209 村岡 ゆず ムラオカ ユズ 川西クラブ
2210 新江 美希 アラエ ミキ 金丸小学校
2211 手塚 心結 テツカ ミユ 親園小
2212 鈴木 望友 スズキ ミユ 那須塩原市東小
2213 大槻 万結 オオツキ マユ 西原小
2214 遅澤 美羽 オソザワ ミウ 大田原小学校
2215 佐藤 結愛 サトウ ユア 大田原小学校
2216 藤田 心花 フジタ ココナ 金丸小学校
2217 大島 唯愛 オオシマ ユナ 親園小学校
2218 木村 愛莉 キムラ アイリ 川西クラブ
2219 大出 優圭 オオデ ユウカ

2220 平久江 真優 ヒラクエ マユ 黒羽ＭＢＣ
2221 深澤 杏菜 フカサワ アンナ 川西クラブ
2222 佐藤 愛莉 サトウ アイリ 川西クラブ
2223 清水 愛莉 シミズ アイリ

2224 清水 明莉 シミズ アカリ

2225 宮崎 凛 ミヤザキ リン 黒羽小学校
2226 瀧本 由奈 タキモト ユナ 黒羽ＭＢＣ
2227 橋本 凜 ハシモト リン 黒羽ＭＢＣ
2228 梅原 陽琉 ウメハラ ハル 豊浦小学校
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