
種目 No 氏名 よみがな 性別 学年 お住まい
一般チャレンジ 1 土屋 皓 つちや ひかる 男 鶴ヶ島市
一般チャレンジ 2 三浦 岳人 みうら たけと 男 川越市
一般チャレンジ 3 長瀧 敦史 ながたき あつし 男 鶴ヶ島市
一般チャレンジ 4 齋藤 康介 さいとう こうすけ 男 川越市
一般チャレンジ 5 杉田 裕武 すぎた ひろむ 男 神奈川県
一般チャレンジ 6 関口 諭 せきぐち さとし 男 川越市
一般チャレンジ 7 山田 卓博 やまだ たくひろ 男 川越市
一般チャレンジ 8 遊佐 忠篤 ゆさ ただあつ 男 川越市
一般チャレンジ 9 黒澤 貴宏 クロサワ タカヒロ 男 川越市
一般チャレンジ 10 吉田 真 よしだ まこと 男 川越市
一般チャレンジ 11 関 彰 せき あきら 男 神奈川県
一般チャレンジ 12 松井 正人 マツイ マサト 男 川越市
一般チャレンジ 13 千葉 淳 ちば じゅん 男 川越市
一般チャレンジ 14 戸村 泰美 とむら やすみ 男 川越市
一般チャレンジ 15 丸山 裕二 まるやま ゆうじ 男 静岡県
一般チャレンジ 16 滝野 和彦 たきの かずひこ 男 坂戸市
一般チャレンジ 17 米山 恵美 よねやま えみ 女 東京都
一般チャレンジ 18 西川 麻里絵 にしかわ川 まりえ 女 川越市
一般チャレンジ 19 内藤 美紀 ないとう みき 女 川口市
快速コース 101 工藤 壮悟 くどう そうご 男 小学1年 鶴ヶ島市
快速コース 102 大川 卓士 おおかわ たくと 男 小学1年 川越市
快速コース 103 原田 優輝 はらだ ゆうき 男 小学1年 新座市
快速コース 151 高島 莉子 たかしま りこ 女 小学1年 千葉県
快速コース 201 杉田 晃大 すぎた こうだい 男 小学2年 神奈川県
快速コース 202 渡井 健太 わたい けんた 男 小学2年 静岡県
快速コース 203 村西 啓吾 むらにし けいご 男 小学2年 東京都
快速コース 204 佐藤 麟太郎 さとう りんたろう 男 小学2年 東京都
快速コース 205 岡沢 遼生 おかざわ りょうせい 男 小学2年 所沢市
快速コース 206 神谷 直輝 かみや なおき 男 小学2年 茨城県
快速コース 207 窪田 羚 くぼた りょう 男 小学2年 神奈川県
快速コース 208 西尾 巧 にしお たくみ 男 小学2年 川越市
快速コース 209 齋藤 海聖 さいとう かいせい 男 小学2年 神奈川県
快速コース 251 平 詩織 たいら しおり 女 小学2年 草加市
快速コース 252 孫 佳娜 そん かな 女 小学2年 東京都
快速コース 253 小林 舞葉 こばやし まいは 女 小学2年 川越市
快速コース 254 大澤 果歩 おおさわ かほ 女 小学2年 川越市
快速コース 255 西崎 凪紗 にしざき なぎさ 女 小学2年 東京都
快速コース 256 山田 杏奈 やまだ あんな 女 小学2年 川越市
快速コース 257 船尾 帆夏 ふなお ほのか 女 小学2年 茨城県
快速コース 301 若松 慶 わかまつ けい 男 小学3年 東京都
快速コース 302 田島 尚樹 たじま なおき 男 小学3年 川越市
快速コース 303 山口 虎太郎 ヤマグチ コタロウ 男 小学3年 栃木県
快速コース 304 内山 倖太朗 うちやま こうたろう 男 小学3年 東京都
快速コース 305 渡辺 葵 わたなべ あおい 男 小学3年 所沢市
快速コース 306 大川 慶士 おおかわ けいと 男 小学3年 川越市
快速コース 307 紺野 武琉 こんの たける 男 小学3年 東京都
快速コース 308 佐々木 健人 ささき けんと 男 小学3年 千葉県
快速コース 309 冨岡 太陽 とみおか たいよう 男 小学3年 川越市
快速コース 310 菅原 昊志 すがわら こうし 男 小学3年 神奈川県
快速コース 311 高巣 健太 たかす けんた 男 小学3年 東京都
快速コース 312 石川 竜大 いしかわ りゅうた 男 小学3年 秩父市
快速コース 313 稲 寛太 いね かんた 男 小学3年 東京都
快速コース 314 杉崎 永季 すぎざき はるき 男 小学3年 東京都
快速コース 315 渋沢 慎太郎 しぶさわ しんたろう 男 小学3年 東京都
快速コース 316 浅井 駿 あさい しゅん 男 小学3年 東京都
快速コース 317 梶川 悠真 かじかわ ゆうま 男 小学3年 さいたま市
快速コース 318 安藤 希望 あんどう のぞみ 男 小学3年 川越市
快速コース 319 小林 拓海 こばやし たくみ 男 小学3年 久喜市



快速コース 320 森川 純成 もりかわ じゅんせい 男 小学3年 東京都
快速コース 351 板垣 成美 いたがき なるみ 女 小学3年 久喜市
快速コース 352 小田島 寛奈 おだしま かんな 女 小学3年 東京都
快速コース 353 下村 せりあ しもむら せりあ 女 小学3年 東京都
快速コース 354 佐藤 咲希 さとう さき 女 小学3年 神奈川県
快速コース 355 加瀬 莉緒菜 かせ りおな 女 小学3年 千葉県
快速コース 356 片方 天海 かたがた あみ 女 小学3年 川越市
快速コース 357 中村 ひかり なかむら ひかり 女 小学3年 東京都
快速コース 358 玉木 遥 たまき はるか 女 小学3年 東京都
快速コース 359 山田 果帆 やまだ かほ 女 小学3年 川越市
快速コース 401 赤尾杉 夏斗 あかおすぎ なつ 男 小学4年 東京都
快速コース 402 前田 悠晴 まえだ ゆうせい 男 小学4年 神奈川県
快速コース 403 青木 駿弥 あおき しゅんや 男 小学4年 新潟県
快速コース 404 平 松太 たいら しょうた 男 小学4年 草加市
快速コース 405 児玉 昊汰 こだま こうた 男 小学4年 神奈川県
快速コース 406 角田 頼武 つのだ らいむ 男 小学4年 川越市
快速コース 407 戸村 空汰 とむら そうた 男 小学4年 川越市
快速コース 408 植村 俊翔 うえむら しゅんと 男 小学4年 川越市
快速コース 409 菅原 湊真 すがわら そうま 男 小学4年 川越市
快速コース 410 窪田 颯 くぼた りく 男 小学4年 神奈川県
快速コース 411 林 新斗 はやし あらと 男 小学4年 川越市
快速コース 412 今泉 和真 いまいずみ かずま 男 小学4年 東京都
快速コース 413 三浦 晴海 みうら はるみ 男 小学4年 川越市
快速コース 414 岡田 昊大 おかだ こうだい 男 小学4年 ふじみ野市
快速コース 415 本間 春汰 ほんま はるた 男 小学4年 川越市
快速コース 416 谷 将吾 タニ ショウゴ 男 小学4年 戸田市
快速コース 417 大河原 翼 おおかわら つばさ 男 小学4年 川越市
快速コース 418 大宅 航一郎 おおや こういちろう 男 小学4年 川越市
快速コース 419 橋塚 壮佑 はしづか そうすけ 男 小学4年 川越市
快速コース 420 安藤 晴葵 あんどう はるき 男 小学4年 神奈川県
快速コース 421 藤本 琉生 ふじもと るい 男 小学4年 さいたま市
快速コース 422 小林 咲斗 こばやし さきと 男 小学4年 群馬県
快速コース 423 和泉 群 いずみ ぐん 男 小学4年 千葉県
快速コース 424 中西 湊真 なかにし そうま 男 小学4年 三芳町
快速コース 451 田口 心愛 たぐち このあ 女 小学4年 東京都
快速コース 452 小林 夏葉 こばやし なつは 女 小学4年 川越市
快速コース 453 山口 梨花 やまぐち りか 女 小学4年 神奈川県
快速コース 454 冨岡 琉雫 とみおか るな 女 小学4年 川越市
快速コース 455 下 晴奈 しも はるな 女 小学4年 川越市
快速コース 456 野中 有 のなか ゆう 女 小学4年 東京都
快速コース 457 米山 理央 よねやま りお 女 小学4年 東京都
快速コース 458 篠宮 結芽 しのみや ゆめ 女 小学4年 川越市
快速コース 459 宮森 咲智 みやもり さち 女 小学4年 東京都
快速コース 460 島崎 菜央 しまざき なお 女 小学4年 東京都
快速コース 461 高尾 楓月 たかお ふづき 女 小学4年 群馬県
快速コース 462 友野 杏 ともの あんず 女 小学4年 坂戸市
快速コース 463 平本 智弘 ひらもと ちひろ 女 小学4年 川越市
快速コース 464 佐々木 美空 佐々木 みそら 女 小学4年 さいたま市
快速コース 465 町田 葉月 まちだ はづき 女 小学4年 川越市
快速コース 501 三崎 圭悟 みさき けいご 男 小学5年 神奈川県
快速コース 502 湯井 修大 ゆい しゅうだい 男 小学5年 さいたま市
快速コース 503 内山 眞之介 うちやま しんのすけ 男 小学5年 東京都
快速コース 504 山川 朔太朗 やまかわ さくたろう 男 小学5年 東京都
快速コース 505 片方 拓海 かたがた たくみ 男 小学5年 川越市
快速コース 506 新井 陽大 あらい ひなた 男 小学5年 川越市
快速コース 507 冨岡 海星 とみおか かいせい 男 小学5年 川越市
快速コース 508 西崎 大貴 にしざき だいき 男 小学5年 東京都
快速コース 509 田上 遼佑 たがみ りょうすけ 男 小学5年 入間市
快速コース 510 細井 渚吾 ほそい しょあ 男 小学5年 東京都



快速コース 511 森山 泰雅 もりやま たいが 男 小学5年 茨城県
快速コース 512 原田 慎一 はらだ しんいち 男 小学5年 狭山市
快速コース 513 新井 伸宙 あらい のぶひろ 男 小学5年 東京都
快速コース 514 佐藤 圭悟 さとう けいご 男 小学5年 東京都
快速コース 515 浅沼 佳吾 あさぬま けいご 男 小学5年 神奈川県
快速コース 516 浅井 彗音 あさい けいと 男 小学5年 東京都
快速コース 517 山形 風薫 やまがた かおる 男 小学5年 東京都
快速コース 518 久保田 啓太 くぼた けいた 男 小学5年 群馬県
快速コース 551 宮原 由菜 みやはら ゆな 女 小学5年 川越市
快速コース 552 影山 みあ かげやま みあ 女 小学5年 千葉県
快速コース 553 影山 ゆあ かげやま ゆあ 女 小学5年 千葉県
快速コース 554 山下 麟 やました りん 女 小学5年 東京都
快速コース 555 村西 沙月 むらにし さつき 女 小学5年 東京都
快速コース 556 青柳 沙弥花 アオヤギ サヤカ 女 小学5年 千葉県
快速コース 557 根本 心海 ねもと ここみ 女 小学5年 神奈川県
快速コース 558 根本 真海 ねもと まなみ 女 小学5年 神奈川県
快速コース 559 加瀬 夢菜 かせ 夢菜 女 小学5年 千葉県
快速コース 560 生嶋 玲那 いくしま れな 女 小学5年 東京都
快速コース 561 神谷 咲希 かみや さつき 女 小学5年 茨城県
快速コース 562 齋藤 夢海 さいとう ゆうみ 女 小学5年 神奈川県
快速コース 601 若松 蓮 わかまつ れん 男 小学6年 東京都
快速コース 602 髙橋 駿介 たかはし しゅんすけ 男 小学6年 東京都
快速コース 603 田島 綾人 たじま あやと 男 小学6年 川越市
快速コース 604 佐藤 結希 さとう ゆうき 男 小学6年 神奈川県
快速コース 605 林 勇輝 林 ゆうき 男 小学6年 川越市
快速コース 606 杉山 泰賀 すぎやま たいが 男 小学6年 神奈川県
快速コース 607 後藤 優周 ごとう まさちか 男 小学6年 川越市
快速コース 608 小竹 一輝 こたけ いつき 男 小学6年 鴻巣市
快速コース 609 加藤 心暖 かとう ここあ 男 小学6年 川越市
快速コース 610 有村 奏 ありむら かなで 男 小学6年 川越市
快速コース 611 岡田 啓吾 おかだ けいご 男 小学6年 ふじみ野市
快速コース 612 石川 太郎 いしかわ たろう 男 小学6年 秩父市
快速コース 613 小林 賢弥 こばやし けんや 男 小学6年 神奈川県
快速コース 614 渡邉 結仁 ワタナベ ユウジン 男 小学6年 春日部市
快速コース 651 河合 春奈 かわい はるな 女 小学6年 神奈川県
快速コース 652 筒井 楓 つつい かえで 女 小学6年 東京都
快速コース 653 杉本 愛華 すぎもと まなか 女 小学6年 東京都
快速コース 654 山崎 心菜 やまざき ここな 女 小学6年 千葉県
快速コース 655 孫 伶娜 そん れいな 女 小学6年 東京都
快速コース 656 孫 俐娜 そん りな 女 小学6年 東京都
快速コース 657 渡辺 優衣 わたなべ ゆい 女 小学6年 所沢市
快速コース 658 橋本 志織 はしもと しおり 女 小学6年 栃木県
快速コース 659 福島 茉歩 ふくしま まほ 女 小学6年 東京都
快速コース 660 豊川 塔子 とよかわ とうこ 女 小学6年 神奈川県
快速コース 661 太刀川 彩葉 たちかわ いろは 女 小学6年 千葉県
快速コース 662 柴﨑 胡春 しばざき こはる 女 小学6年 幸手市
快速コース 663 吉澤 昊 よしざわ そら 女 小学6年 群馬県
快速コース 664 WARD EMMA KATHRYN わーど えま きゃさりん 女 小学6年 山梨県
快速コース 701 筒井 和 つつい やまと 男 中学1年 東京都
快速コース 702 小山 森主 こやま もりす 男 中学1年 東京都
快速コース 703 ザン 愁真 ざん しゅうま 男 中学1年 東京都
快速コース 704 角田 琉海 つのだ りゅうせい 男 中学1年 川越市
快速コース 705 森下 翔太 もりした しょうた 男 中学1年 東京都
快速コース 706 タナカ ヒロキ 田中 大揮 男 中学1年 東京都
快速コース 707 田中 昊太 たなか こうた 男 中学1年 川口市
快速コース 708 下 大裕 しも だいすけ 男 中学1年 川越市
快速コース 709 戸塚 直太朗 とつか なおたろう 男 中学1年 群馬県
快速コース 710 北村 彰一 きたむら しょういち 男 中学1年 川越市
快速コース 711 大久保 樹 おおくぼ いつき 男 中学1年 川越市



快速コース 712 高橋 利知 たかはし りと 男 中学1年 久喜市
快速コース 713 伊東 文仁 いとう ふみひと 男 中学1年 千葉県
快速コース 714 山下 龍 やました りょう 男 中学2年 東京都
快速コース 715 北爪 大夢 きたづめ ひろむ 男 中学2年 群馬県
快速コース 716 大島 拓人 おおしま たくと 男 中学2年 川口市
快速コース 717 河野 総一郎 こうの そういちろう 男 中学2年 東京都
快速コース 718 倉本 倫太郎 くらもと りんたろう 男 中学2年 さいたま市
快速コース 719 仲村 修都 なかむら しゅうと 男 中学2年 東京都
快速コース 720 小林 晄己 こばやし こうき 男 中学2年 川越市
快速コース 721 原 維吹樹 はら いぶき 男 中学2年 東京都
快速コース 722 本木 蔵人 もとき くらうど 男 中学2年 東京都
快速コース 723 加藤 龍之介 かとう りゅうのすけ 男 中学2年 神奈川県
快速コース 724 中村 哲人 なかむら てつと 男 中学2年 戸田市
快速コース 725 上條 琉聖 かみじょう りゅうせい 男 中学3年 深谷市
快速コース 726 下田 優斗 しもだ ゆうと 男 中学3年 東京都
快速コース 727 大室 杏夢 おおむろ あむ 男 中学3年 鶴ヶ島市
快速コース 728 伊藤 大和 いとう やまと 男 中学3年 千葉県
快速コース 729 庵原 大湖 イハラ ダイゴ 男 中学3年 ふじみ野市
快速コース 730 堀口 稜太 ほりぐち りょうた 男 中学3年 群馬県
快速コース 731 遠藤 眞梧 えんどう しんご 男 中学3年 東京都
快速コース 732 小林 海斗 こばやし かいと 男 中学3年 久喜市
快速コース 733 吉田 秀翔 よしだ しゅうと 男 中学3年 川越市
快速コース 734 藤代 舜真 ふじしろ きよま 男 中学3年 千葉県
快速コース 751 伊藤 日菜子 いとう ひなこ 女 中学1年 千葉県
快速コース 752 青柳 晴香 アオヤギ ハルカ 女 中学1年 千葉県
快速コース 753 冨岡 蒼 とみおか あおい 女 中学1年 千葉県
快速コース 754 豊川 絵子 とよかわえこ 女 中学1年 神奈川県
快速コース 755 江口 沙和 えぐち さわ 女 中学1年 川越市
快速コース 756 高尾 千月 たかお ちづき 女 中学1年 群馬県
快速コース 757 髙橋 実結 たかはし みゆ 女 中学2年 東京都
快速コース 758 栗原 茉子 くりはら まこ 女 中学2年 東京都
快速コース 759 関口 花 せきぐち はな 女 中学2年 川越市
快速コース 760 齋藤 椛凛 さいとう かりん 女 中学2年 福島県
快速コース 761 新井 ほたる あらい ほたる 女 中学2年 東京都
快速コース 762 長谷川 菜奈 はせがわ なな 女 中学3年 群馬県
快速コース 763 中島 星南 なかじま せな 女 中学3年 群馬県
快速コース 764 中島 瞳 なかじま ひとみ 女 中学3年 川越市
快速コース 765 和泉 鈴 いずみ すず 女 中学3年 千葉県
チャレンジブロンズ 801 熊倉 誠 くまくら まこと 男 小学1年 川越市
チャレンジブロンズ 802 丹野 匠 たんの たくみ 男 小学1年 さいたま市
チャレンジブロンズ 803 堀 隼太郎 ほり しゅんたろう 男 小学1年 東京都
チャレンジブロンズ 804 岩崎 凜太郎 いわさき りんたろう 男 小学1年 千葉県
チャレンジブロンズ 805 川島 立 かわしま りつ 男 小学1年 川越市
チャレンジブロンズ 806 久崎 琳 きゅうざき りん 男 小学1年 東京都
チャレンジブロンズ 807 齋藤 眞臣 さいとう まおみ 男 小学1年 川越市
チャレンジブロンズ 808 松本 直弥 まつもと なおや 男 小学1年 ふじみ野市
チャレンジブロンズ 809 富田 正弥 とみた せいや 男 小学1年 川越市
チャレンジブロンズ 810 和田 葵 わだ あおい 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 811 吉田 大輝 ヨシダ ヒロキ 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 812 神保 匠吾 じんぼ しょうご 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 813 稲葉 心海 いなば うみ 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 814 沢田 聖也 さわだ せいや 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 815 佐藤 有悟 さとう ゆうご 男 小学2年 東京都
チャレンジブロンズ 816 三日尻 陸 みかじり りく 男 小学2年 東京都
チャレンジブロンズ 817 五十嵐 慎景 いがらし まひろ 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 818 吉田 虎珀 よしだ こはく 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 819 吉田 龍生 よしだ りゅうき 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 820 誉田 竜ノ晋 ほんだ たつのしん 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 821 高橋 龍 たかはし りゅう 男 小学2年 川越市



チャレンジブロンズ 822 高川 悠人 たかがわ ゆうと 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 823 本田 敦基 ほんだ あつき 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 824 池田 遥樹 いけだ はるき 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 825 佐藤 蒼太 さとう そうた 男 小学3年 滑川町
チャレンジブロンズ 826 山口 大雅 やまぐち たいが 男 小学3年 上尾市
チャレンジブロンズ 827 吉武 和馬 よしたけ かずま 男 小学3年 上尾市
チャレンジブロンズ 828 川崎 伶 かわさき れい 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 829 尾崎 海仁 おざき かいと 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 830 縄野 快 なわの かい 男 小学3年 上尾市
チャレンジブロンズ 831 高木 春馬 たかぎ はるま 男 小学3年 伊奈町
チャレンジブロンズ 832 八鍬 耕晴 やくわ こうせい 男 小学3年 さいたま市
チャレンジブロンズ 833 渡邊 滉介 ワタナベ コウスケ 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 834 奥崎 佑吏 おくざき ゆうり 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 835 井上 空海 いのうえ くうかい 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 836 西川 丈 にしかわ じょう 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 837 長澤 蓮 ながさわ れん 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 838 小名木 倫太郎 おなぎ りんたろう 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 839 江原 大賀 えはら たいが 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 840 栗田 眞斗 くりた まなと 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 841 辻村 翼 つじむら つばさ 男 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 842 平山 冬悟 ヒラヤマ トウゴ 男 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 843 蒔田 明日真 まきた あすま 男 小学4年 さいたま市
チャレンジブロンズ 844 諏訪 匠太郎 すわ しょうたろう 男 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 845 鍋倉 蓮 なべくら れん 男 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 846 松本 怜真 まつもと りょうま 男 小学4年 ふじみ野市
チャレンジブロンズ 847 内田 樹 うちだ いつき 男 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 848 山本 凛 ヤマモト リン 男 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 849 大橋 蓮太郎 おおはし れんたろう 男 小学5年 川口市
チャレンジブロンズ 850 鯉沼 晃樹 こいぬま こうき 男 小学5年 川越市
チャレンジブロンズ 851 田中 凌斗 たなか りょうと 男 小学5年 越谷市
チャレンジブロンズ 852 横山 慶多 ヨコヤマ ケイタ 男 小学5年 川口市
チャレンジブロンズ 853 灰塚 恵斗 はいつか けいと 男 小学6年 川越市
チャレンジブロンズ 854 柳谷 琉麒 やなぎたに るき 男 小学6年 越谷市
チャレンジブロンズ 855 田中 大翔 たなか はると 男 中学1年 越谷市
チャレンジブロンズ 856 丹羽 杏奈 にわ あんな 女 小学1年 川越市
チャレンジブロンズ 857 江島 陽花莉 えじま ひかり 女 小学1年 川越市
チャレンジブロンズ 858 高巣 小春 たかす こはる 女 小学1年 東京都
チャレンジブロンズ 859 村岡 志真 むらおか しま 女 小学1年 さいたま市
チャレンジブロンズ 860 湯井 あかり ゆい あかり 女 小学2年 さいたま市
チャレンジブロンズ 861 河野 莉奈 かわの れな 女 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 862 新井 陽莉 あらい ひまり 女 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 863 篠崎 萌衣 しのざき めい 女 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 864 早船 絢葉 はやふね あやは 女 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 865 土屋 一真 つちや かずま 男 小学2年 川越市
チャレンジブロンズ 866 平原 穂乃花 ひらはら ほのか 女 小学3年 東京都
チャレンジブロンズ 867 池田 茉紘 いけだ まひろ 女 小学3年 東京都
チャレンジブロンズ 868 栗原 己珠 くりはら こだま 女 小学3年 坂戸市
チャレンジブロンズ 869 菅野 咲姫 すがの さき 女 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 870 長澤 璃奈 ながさわ りな 女 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 871 佐々木 かな ささき かな 女 小学3年 川越市
チャレンジブロンズ 872 正木 千尋 まさき ちひろ 女 小学3年 さいたま市
チャレンジブロンズ 873 大野 桧菜子 おおの ひなこ 女 小学4年 東京都
チャレンジブロンズ 874 石川 花歩 いしかわ かほ 女 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 875 宮本 芽瑠 みやもと める 女 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 876 本田 佳那葉 ほんだ かなは 女 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 877 遊佐 瑛浬奈 ゆさ えりな 女 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 878 津金 奈緒 つがね なお 女 小学4年 川越市
チャレンジブロンズ 879 神戸 美香 かんべ みか 女 小学5年 群馬県
チャレンジブロンズ 880 市川 映真 イチカワ エマ 女 小学6年 所沢市



チャレンジブロンズ 881 小谷野 里子 こやの りこ 女 小学6年 狭山市
チャレンジブロンズ 882 千葉 彩芽 ちば あやめ 女 中学1年 川越市
チャレンジシルバー 883 高崎 映真 たかさき はゆま 男 小学1年 栃木県
チャレンジシルバー 884 米山 航生 よねやま こうき 男 小学2年 川越市
チャレンジシルバー 885 小林 奏登 こばやし そうと 男 小学2年 川越市
チャレンジシルバー 886 石井 陽斗 いしい はると 男 小学3年 所沢市
チャレンジシルバー 887 山口 颯介 やまぐち そうすけ 男 小学3年 川口市
チャレンジシルバー 888 斉藤 史竜 さいとう しりゅう 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 889 桐場 美沙希 きりば みさき 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 890 小井土 泰我 こいど たいが 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 891 神谷 創悦 カミヤ ソウエツ 男 小学3年 所沢市
チャレンジシルバー 892 菅谷 逢希 すがや あき 男 小学3年 所沢市
チャレンジシルバー 893 新井 悠冬 あらい ゆうと 男 小学3年 所沢市
チャレンジシルバー 894 山本 結弦 ヤマモト ユヅル 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 895 高野 俊平 たかの しゅんぺい 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 896 三上 蒼介 みかみ そうすけ 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 897 江島 穂高 えじま ほたか 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 898 川村 優希也 かわむら ゆきや 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 899 伊藤 遥翔 いとう はると 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 900 小山 修都 こやま しゅうと 男 小学3年 飯能市
チャレンジシルバー 901 金川 優斗 かながわ ゆうと 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 902 内田 瑛登 うちだ えいと 男 小学3年 川越市
チャレンジシルバー 903 窪田 結斗 くぼた ゆうと 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 904 大井 敬都 おおい けいと 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 905 矢澤 健太郎 やざわ けんたろう 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 906 新井 翔太 あらい しょうた 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 907 小山 佐介 こやま さすけ 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 908 曽我 千波 そが ぜん 男 小学4年 富士見市
チャレンジシルバー 909 林 広人 はやし ひろと 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 910 雀堂 悠翔 じゃくどう はると 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 911 関口 壮一郎 せきぐち そういちろう 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 912 平山 侍撞 ひらやま しどう 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 913 宮川 颯大 みやかわ そうた 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 914 池田 和樹 イケダ カズキ 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 915 大塚 悠夢 おおつか ゆうむ 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 916 佐々木 佑真 ささき ゆうま 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 917 二谷 直輝 にたに なおき 男 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 918 坂下 陽哉 さかした はるや 男 小学4年 さいたま市
チャレンジシルバー 919 加藤 大翔 かとう ひろと 男 小学5年 川越市
チャレンジシルバー 920 西 諒太朗 にし りょうたろう 男 小学5年 さいたま市
チャレンジシルバー 921 細淵 友朗 ほそぶち ともろう 男 小学5年 川越市
チャレンジシルバー 922 阿部 結声 あべ ゆうせい 男 小学5年 川越市
チャレンジシルバー 923 村岡 寿埜 むらおか じゅの 男 小学5年 さいたま市
チャレンジシルバー 924 黒崎 敦 くろさき あつし 男 小学5年 川越市
チャレンジシルバー 925 岩上 然 いわかみ ぜん 男 小学5年 川越市
チャレンジシルバー 926 角野 颯 すみの はやて 男 小学5年 川越市
チャレンジシルバー 927 藤田 健太 ふじた けんた 男 小学6年 川越市
チャレンジシルバー 928 若松 健吾 わかまつ けんご 男 中学1年 川越市
チャレンジシルバー 929 新井 莉緒 あらい りお 女 小学2年 坂戸市
チャレンジシルバー 930 豊島 継実 とよしま つぐみ 女 小学3年 鶴ヶ島市
チャレンジシルバー 931 石倉 明咲 いしくら めいさ 女 小学3年 志木市
チャレンジシルバー 932 原 美衣紗 はら みいさ 女 小学3年 東京都
チャレンジシルバー 933 筑井 菜心 つくい なみ 女 小学4年 群馬県
チャレンジシルバー 934 原田 香心 はらだ ここ 女 小学4年 群馬県
チャレンジシルバー 935 神崎 沙 かんざき いさ 女 小学4年 東京都
チャレンジシルバー 936 山本 和奏 やまもと わかな 女 小学4年 川越市
チャレンジシルバー 937 久保山 穂 くぼやま みのり 女 小学4年 さいたま市
チャレンジシルバー 938 田口 衣吹 たぐち いぶき 女 小学4年 さいたま市
チャレンジシルバー 939 高野 梨夢 たかの りむ 女 小学4年 川越市



チャレンジシルバー 940 渡邊 沙織 わたなべ さおり 女 小学6年 川越市
チャレンジシルバー 941 原田 和心 はらだ わこ 女 小学6年 群馬県
チャレンジゴールド 1001 真辺 亮佑 さなべ りょうすけ 男 小学3年 上尾市
チャレンジゴールド 1002 李 帆 リ ホ 男 小学3年 戸田市
チャレンジゴールド 1003 辻川 祥平 つじかわ しょうへい 男 小学4年 戸田市
チャレンジゴールド 1004 黄 俊超 こう よしき 男 小学4年 戸田市
チャレンジゴールド 1005 馬 俊行 ま としゆき 男 小学4年 戸田市
チャレンジゴールド 1006 新井 雅翔 あらい まさと 男 小学4年 坂戸市
チャレンジゴールド 1007 山崎 秋翔 やまざき しゅうと 男 小学4年 川越市
チャレンジゴールド 1008 白木 康士朗 しらき こうしろう 男 小学4年 川越市
チャレンジゴールド 1009 神谷 毅仁 カミヤ タケヒト 男 小学5年 所沢市
チャレンジゴールド 1010 菅谷 蓮 すがや れん 男 小学5年 所沢市
チャレンジゴールド 1011 陳 逸帆 ちん いちはん 男 小学5年 戸田市
チャレンジゴールド 1012 船山 陽向汰 ふなやま ひなた 男 小学5年 さいたま市
チャレンジゴールド 1013 佐々木 一弥 ささき かずや 男 小学6年 川越市
チャレンジゴールド 1014 丹羽 大也 にわ だいや 男 小学6年 川越市
チャレンジゴールド 1015 千島 大芽 ちしま たいが 男 小学6年 千葉県
チャレンジゴールド 1016 江島 明花莉 えじま あかり 女 小学5年 川越市
チャレンジゴールド 1017 川島 絆 かわしま きづな 女 小学5年 川越市
チャレンジゴールド 1018 李 萌 リ モエ 女 小学5年 戸田市
チャレンジゴールド 1019 朴 秀静 パク スズォン 女 小学5年 戸田市
チャレンジゴールド 1020 田中 めい タナカ メイ 女 小学5年 川越市
チャレンジゴールド 1021 松井 優花 マツイ ユウカ 女 小学6年 川越市
チャレンジゴールド 1022 岩下 奈央 いわした なお 女 小学6年 熊谷市
チャレンジプラチナ 1023 間中 隼 まなか しゅん 男 小学2年 川越市
チャレンジプラチナ 1024 新谷 蓮人 あらや れんと 男 小学5年 東京都
チャレンジプラチナ 1025 間中 宙 まなか そら 男 小学5年 川越市
チャレンジプラチナ 1026 吉澤 誠人 よしざわ まさと 男 小学5年 三芳町
チャレンジプラチナ 1027 平原 翔太 ひらはら しょうた 男 小学6年 東京都
チャレンジプラチナ 1028 曽根 拓馬 そね たくま 男 小学6年 川越市
チャレンジプラチナ 1029 宮崎 陽義 みやざき はるよし 男 小学6年 川越市
チャレンジプラチナ 1030 松田 大和 まつだ やまと 男 中学1年 鳩山町
チャレンジプラチナ 1031 関田 慶一朗 せきた けいいちろう 男 中学1年 日高市
チャレンジプラチナ 1032 田中 柚 たなか ゆず 女 小学5年 東京都
チャレンジプラチナ 1033 友野 楓 ともの かえで 女 中学1年 坂戸市
チャレンジプラチナ 1034 盛田 美帆 もりた みほ 女 中学1年 川越市
チャレンジプラチナ 1035 片桐 和花 かたぎり わか 女 中学1年 川越市


