
 

 

カテゴリー６ 

Ｎｏ． 氏名 ふりがな 学年 地域 

６０１ 加藤 純平 かとう じゅんぺい 6 熊本県 熊本市 

６０２ 小原 北斗 おばら ほくと 6 鳥取県 米子市 

６０３ 片岡 真輝 かたおか まさき 6 香川県 観音寺市 

６０４ 川副 仁 かわぞえ じん 6 鳥取県 米子市 

６０５ 猪山 雅也 いやま まさや 6 鳥取県 倉吉市 

６０６ 桑本 滉也 くわもと こうや 6 鳥取県 米子市 

６０７ 字廻 勇哉 あざまわり ゆうや 6 兵庫県 川辺郡 

６０８ 前田 樹希 まえた たつき 6 鳥取県 鳥取市 

６０９ 山下 晋作 やました しんさく 6 鳥取県 岩美郡 

６１０ 冨田 祐矢 とみた ゆうや 6 鳥取県 米子市 

６１１ 山田 俊介 やまだ しゅんすけ 6 兵庫県 川辺郡 

６１２ 山本 泰輔 やまもと たいすけ 6 兵庫県 川辺郡 

６１３ 中村 颯太 なかむら そうた 5 鳥取県 岩美郡 

６１４ 山本 和寛 やまもと かずひろ 5 鳥取県 岩美郡 

６１５ 森下 海渡 もりした かいと 5 鳥取県 八頭郡 

６１６ 中尾 大樹 なかお だいじゅ 5 兵庫県 高砂市 

６１７ 山本 哲平 やまもと てっぺい 6 鳥取県 鳥取市 

６１８ 松本 凛 まつもと りん 5 島根県 出雲市 

６１９ 米田 隼人 よねだ はやと 5 鳥取県 鳥取市 

６２０ 田島 光 たしま ひかる 6 鳥取県 鳥取市 

６２１ 小椋 隆弘 おぐら たかひろ 6 鳥取県 米子市 

６２２ 上野 虎太郎 うえの こたろう 6 兵庫県 川西市 

６２３ 髙本 優人 たかもと ゆうと 6 兵庫県 川辺郡 

６２４ 代島 慧 だいしま けい 6 広島県 広島市 

６２５ 平野 史也 ひらの ふみや 5 鳥取県 鳥取市 

６２６ 高田 将大 たかだ しょうだい 5 鳥取県 米子市 

６２７ 小林 怜央 こばやし れお 6 鳥取県 鳥取市 

６２８ 小谷 征太郎 こだに しょうたろう 5 鳥取県 鳥取市 

６２９ 野口 慎司 のぐち しんじ 6 鳥取県 米子市 

６３０ 藤井 悠貴 ふじい ゆうき 6 岡山県 倉敷市 

 
 



Ｎｏ． 氏名 ふりがな 学年 地域 

６３１ 山下 玄輝 やました げんき 6 鳥取県 岩美郡 

６３２ 狩山 敦生 かりやま あつき 5 岡山県 岡山市 

６３３ 藤井 嵩大 ふじい たかひろ 6 兵庫県 三木市 

６３４ 山口 涼真 やまぐち りょうま 5 鳥取県 米子市 

６３５ 柴﨑 優海 しばさき うみ 5 鳥取県 米子市 

６３６ 三澤 祐太朗 みさわ ゆうたろう 5 鳥取県 米子市 

６３７ 林原 穂高 はやしばら ほだか 6 鳥取県 西伯郡 

６３８ 藤田 裕紀 ふじた ゆうき 6 岡山県 倉敷市 

６３９ 佐々木 晟冴 ささき しょうご 5 鳥取県 米子市 

６４０ 岡田 竜之介 おかだ りゅうのすけ 5 岡山県 岡山市 

６４１ 仁宮 主詞 にみや かずし 6 鳥取県 鳥取市 

６４２ 片山 翔太郎 かたやま しょうたろう 5 鳥取県 鳥取市 

６４３ 亀谷 昂星 かめたに こうせい 5 兵庫県 美方郡 

６４４ 坂本 陸弥 さかもと りくや 6 鳥取県 鳥取市 

 


