
NO. 店舗 おなまえ グループ 手具 人数 時間 NO. 店舗 おなまえ グループ 手具 人数 時間 NO. 店舗 おなまえ グループ 手具 人数 時間 NO. 店舗 おなまえ グループ 手具 人数 時間

きりやま　みか ふくしま　なな ひだか　ゆいさ おかやす　ゆずき

きりやま　みゆ いしかわ　さら ふじわら　みこと あきもと　なぎさ

ちょう　りんか さるた　ゆずね よしかわ　みはな すずき　なみ

あだち　めい めら　はるか おがわ　あおい こみやま　めい

かとり　りな いわさわ　あかり たけした　めい おおさわ　ちなつ

さくま　りん ぶない　ほのか じょうたき　ちなつ あらがき　みゆ

しのづか　こはる たがぎ　ゆあ いけだ　えま わしだ　ももか

いけだ　はるか こんどう　しおり いなば　ここみ かめやま　あすか

おう　りゆ かじの　しおり まえだ　ゆずき かめやま　わかな

かべや　まな やえ　みふゆ うめだ　しほな うめだ　みゅう

おおしま　ゆいな おおにし　そら しおかわ　すずの しだら　かのん

もり　なお のむら　みわ はっとり　みつき くりはら　のぞみ

すずき　ゆいか まとの　さえ おおたに　つむぎ いいじま　あかり

よは　ふあり はた　ゆきこ くの　ことな さいとう　ころも

ますだ　るか やまうち　ましろ みずたに　はるか みずしま　るか

おおはし　なゆ はやし　すみえ やまぐち　もあ むらた　さくら

ながた　あこ はらだ　あかり のざき　あいり いとう　てぃな

こまき　みなみ なかもと　ゆづき やなぎだ　ゆい あしざわ　ふみか

たけなが　りな あおき　さな きのした　れいか あさざわ　まどか

えばら　かえで もり　えれな あおき　さゆ いいやま　めぐみ

そのだ　こはる ゆあさ　ことね くまもと　ちさ うつき　めい

なかの　あん たにぐち　あやか なかしま　まひろ みやた　あいの

こんどう　かえで ねおい　あいな おぜき　ゆうか すぎうら　めぶき

はたなか　みり はやかわ　ゆいな よしむら　えま ぬまた　さな

ますだ　せいな はしもと　あい しみず　ひなた あおき　つぐみ

ひだか　めいか はやし　ほのの おかだ　あかり ほった　ひなの

たなか　ひより かとう　かのん かわい　ゆいか はせがわ　みう

とくだ　りこ ばんの　つばき きのした　あいり すがい　みいな

えのもと　にこ くろいわ　きょうか すぎた　かのん とやま　みつき

まつい　みはな たかく　めい とみおか　みくり もりした　れな

いとう　りんか すがい　ゆずき おおたに　のどか わたなべ　ひより

くろさわ　なみ くりはら　しずく しばい　ここも たかの　ゆづき

こう　ゆりか みちやま　とも かしもと　ちほ うかい　こはる

しばた　みのり おか　ちひろ やの　れいな ほらで　りお

たかはし　みのり すずき　さら なるせ　みの まつおか　くるみ

かとう　ななみ よしば　はる あだち　こはる やまうち　こはる

いで　めいな こばやし　みゆう たかしま　ことこ はやし　ゆづき

やまもと　かな きたみ　ゆずな ふじた　いろは いわさき　なこ

しまだ　ゆあ おおくぼ　あかり せんだ　しはる いとう　はな

しみず　ひなた おおたけ　なな せんだ　ひな さとう　あやの

かきもと　ぷらす　ぞえ ひらやま　こはる くめ　ちづる いとう　まゆ

なりた　しおり すずき　あおい こたけ　ゆうか すぎの　ちより

すずき　みう まつい　こはる たかはし　さやこ みさわ　りこ

たかはし　かすみ ふじぬま　のぞみ ほんま　あゆみ

まちだ　はな しまだ　なのは まつだいら　ゆきな

そうま　さゆ

ふくもと　めい

かわい　ひなた

フープ

4名 15:34

30 東浦 C ロープ

３名 15:31

22 栃木 B フープ

３名 15:07

21 栃木 B

ボール

４名 15:10
31 栃木 C

29 姫路 C

フープ

３名 15:01

14 西台 B ボール

5名 14:43

23 東浦 B

13 レイクタウン B クラブ

9名 14:40

20 栃木 B
12 東浦 A ポンポン

２名 14:37

リボン
２名 15:58

39 東浦 D
28 南砂 C クラブ

3名 15:25

40 大高 C ボール

8名 16:01

フープ

7名 15:28

フープ

４名 15:04

クラブ

11名 15:22

10 東浦 A ポンポン
２名 14:31

38 栃木 D

9 姫路 A ボール

６名 14:28

19 大高 B フープ

11名 14:58

27 大高 A

11 東浦 A ポンポン
２名 14:34

ボール
２名 14:22

フープ

４名 15:55

37 東浦 D クラブ

３名 15:52

ボール

6名 14:55

36 浦和美園 C フープ

10名 15:49

クラブ

4名 14:52

6 栃木 A ボール
２名 14:19

18 大高 B

5 栃木 A ボール
２名 14:16

8 栃木 A ボール
２名 14:25

7 栃木 A

34 岐阜 C リボン
2名 15:43

ロープ

6名 14:49

32 栃木 C

33 レイクタウン C フープ

３名 15:4025 大高 A クラブ

５名 15:16

35 岐阜 C クラブ
2名 15:46

26 大高 A クラブ

8名 15:19

4 栃木 A ボール
２名 14:13

17 大高 B

3 東浦 A ポンポン
２名 14:10

2 成田 A
リボン

ポンポン
３名 14:07

16 成田 B

フープ

4名 15:37

24 東浦 B ボール

４名 15:13

15 西台 B フープ
2名 14:46

1 西台 A リボン

４名 14:04

41 大高 C ロープ

６名 16:04

42 大高 C フープ

４名 16:07


