
小学生記録会GS 全中予選GS インターハイ予選GS
1 金澤 優理菜 21 中澤 なつき 51 山下 佑里奈
2 難波 雪輝望 22 福島 幸歩 52 島田 香梨
3 上田 万由 23 横井 彩葉 53 関戸 あおい
4 棚橋 和奏 24 大見 彩紗 54 難波 遠望
5 鈴木 優和 25 加藤 玲奈 55 渡辺 舞
6 林 莉瑚 26 木村 夕日 56 深尾 有妃子
7 伊藤 優香 27 西川 朱音 57 垣畑 夏希
8 大見 咲葉 28 横井 嶺花 58 戸田 愛加
9 加藤 瑠璃 29 山口 柚奈 59 春日井 美月
10 福島 幸久 30 榊原 茅乃 61 青山 汰一介
11 澤田 藍雅 31 藤原 雪乃 62 野尻 優太
12 林 煌 32 金澤 愛怜奈 63 小嶋 健斗
13 菊池 聡大 33 関戸 誠 64 杉本 和嶺
14 犬飼 健太 34 山下 颯斗 65 中澤 寛基
15 吉川 遼 35 石原 光晟 66 山下 航汰
16 横井 太一 36 林 大祐 67 井澤 正行
17 加藤 豪輝 37 中村 騎士 68 野村 修平
18 渡辺 琳太郎 38 坂巻 裕太 69 藤原 純之介
19 柳田 知希 39 加藤 進 70 加藤 晃輝
20 島田 泰誠 40 沖谷 桔平 71 坂巻 克哉

41 棚橋 勇斗 72 伊藤　祭
73 酒井 翔麻
74 伊藤 駿佑
75 長谷川 湧生
76 名和 朋輝
77 戸田 創一朗
78 吉田　敬
79 高辻 侑真

2019年1月13日　小学生記録会、全中予選GSエントリーリスト

※Noは暫定です。当日変更の可能性があります。



小学生記録会SL インハイ予選SL 全中予選SL
1 金澤 優理菜 21 島田 香梨 51 大見 彩紗
2 難波 雪輝望 22 難波 遠望 52 中澤 なつき
3 大見 咲葉 23 山下 佑里奈 53 榊原 茅乃
4 鈴木 優和 24 関戸 あおい 54 木村 夕日
5 上田 万由 25 渡辺 舞 55 横井 嶺花
6 棚橋 和奏 26 深尾 有妃子 56 横井 彩葉
7 伊藤 優香 27 春日井 美月 57 加藤 玲奈
8 林 莉瑚 28 垣畑 夏希 58 福島 幸歩
9 加藤 瑠璃 29 戸田 愛加 59 西川 朱音
10 福島 幸久 31 山下 航汰 60 藤原 雪乃
11 澤田 藍雅 32 藤原 純之介 61 山口 柚奈
12 林 煌 33 野尻 優太 62 金澤 愛怜奈
13 菊池 聡大 34 小嶋 健斗 63 石原 光晟
14 横井 太一 35 中澤 寛基 64 中村 騎士
15 犬飼 健太 36 杉本 和嶺 65 関戸 誠
16 吉川 遼 37 坂巻 克哉 66 加藤 進
17 加藤 豪輝 38 青山 汰一介 67 棚橋 勇斗
18 渡辺 琳太郎 39 伊藤　祭 68 坂巻 裕太
19 柳田 知希 40 井澤 正行 69 林 大祐
20 島田 泰誠 41 加藤 晃輝 70 山下 颯斗

42 伊藤 駿佑 71 沖谷 桔平
43 戸田 創一朗
44 長谷川 湧生
45 名和 朋輝
46 吉田　敬
47 野村 修平
48 酒井 翔麻
49 高辻 侑真

2019年1月14日　小学生記録会、全中予選SLエントリーリスト

※Noは暫定です。当日変更の可能性があります。


