
６年男子
秋元　遥希(三条ｸﾗｰｸJr.）原田　匠(鎌ヶ谷Jr）

5
2 渡邊　拓斗(田仁ﾊﾞﾄﾞ） 武井　佑磨(勝沼ｼﾞｭﾆｱ） 今井　隆貴(行田バド）

1
3

阿部　歩人(桜川Ｊｒ．） 小森　武翔(調布ｼﾞｭﾆｱ） 坂田　来人(ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ）

山本　健太郎(HJBC）

仁科　潤海(小山ＪＢＣ） 伊藤　聡馬(出羽ﾊﾞﾄﾞ）

大場　啓生(燕沢ｼﾞｭﾆｱ） 中塚　稜人(本庄ｼｬﾄﾙ）

平塚　航太(小平ｼﾞｭﾆｱ） 宮下　冬偉(強戸ｼﾞｭﾆｱ）

石倉　一磨　　(東少年）

高久　美彦(恋南ﾊﾞﾄﾞ）

平尾　彰悟(市川ｼﾞｭﾆｱ）
22

8 熊木　倖也(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 小林　謙介(ＵＧＢＡ）

郡　浩史(上里ｼﾞｭﾆｱ）

4

荒木　悠斗(藪塚ｼﾞｭﾆｱ） 吉田　レオ(会津ｼﾞｭﾆｱ）
29

6

21

1 内野　陽太(鶴ヶ島） 片岡　剛月(恋南ﾊﾞﾄﾞ）

6
5

7
7

23
12 玉川　尚(GPW） 本田　海理(調布ｼﾞｭﾆｱ） 根本　陸(鶴ヶ島）

10
13

33
10

大久保　智也(綾瀬ｼﾞｭﾆｱ）

長塚　拓弥(ふじかげ） 石原　倫(藪塚ｼﾞｭﾆｱ）
9

11 江口　翔一朗(大清水）

山下　啓輔(TOMOｼﾞｭﾆｱ）

11
15 安保　瑠城(松戸六実） 穴原　怜弥(ｶﾞﾃｨ.Jr） 三代　朋也(ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ）

鈴木　海里(大曲バド） 岩佐　迪明(勝沼ｼﾞｭﾆｱ）

8
9 目﨑　駿太郎(小野Ｊｒ．） 中川　秀那(鶴ヶ島）

30
14 松村　拓哉　(蓮田ｻｳｽ） 小山　映(石巻ｸﾗﾌﾞJr） 岡野　藍輝(恋南ﾊﾞﾄﾞ）

二見　俊輔(鎌ヶ谷Jr）

16 宇治　夢登(TEAM.ＵＪ） 久野　陽翔(桜川Ｊｒ．） 宮崎　颯(大森ｼﾞｭﾆｱ） 2
2

12

倉持　佳祐(ハルトノ）太田　光哉(石ヶ瀬） 松木　大弥(小平ｼﾞｭﾆｱ）

齊藤　爽人(プライド）

21

17 鈴木　俊也(春日部白翔） 音田　弘輝(阿賀野ｼﾞｭﾆｱ）

19 高山　優太(あわら飛翔） 梁瀬　要(ふじかげ）

18 武田　航太(はちみつＪｒ．）

伊藤　夕矢(久喜ＡＢＣ　）
3

23 熊田　圭修(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 寺内　瑠(小山ＪＢＣ）

22 坂井　洋真(阿賀野ｼﾞｭﾆｱ） 菅原　愁(調布ｼﾞｭﾆｱ）

27

吉井　智秋(串川育成会）

20 福田　祐弥(出羽ﾊﾞﾄﾞ） 稲川　開陸(桜川Ｊｒ．） 伊藤　正悟(流山ｼﾞｭﾆｱ）

清水　大喜(ハルトノ）

川端　真人(Ｔeam RISE）

24 江口　慶(佐賀ｻﾝﾗｲｽﾞ） 吉井　一貴(会津ｼﾞｭﾆｱ） 田中　風伊(強戸ｼﾞｭﾆｱ）

大滝　雄馬(恋南ﾊﾞﾄﾞ）
14

32

31

柴田　拓実(小平ｼﾞｭﾆｱ） 髙野　僚(藪塚ｼﾞｭﾆｱ）

25
26

高橋　陸(鎌ヶ谷Jr） 山本　英人(鶴ヶ島）

26 郡　奏志(上里ｼﾞｭﾆｱ） 小堀　隼平(プライド） 山本　唯翔(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

ムハンマド　亜麻瑠(調布ｼﾞｭﾆｱ）

16

18

時田　貴章(蓮田ｻｳｽ）

15

31 稲光　翔太郎(明野ちびﾊﾞﾄﾞ）

28 毛利　隼人(田仁ﾊﾞﾄﾞ）

19
33 湯田　篤(会津ｼﾞｭﾆｱ） 小林　卓馬(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 仁平　浩太(練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

32 山本　一輝(所沢ｼﾞｭﾆｱ） 渡邉　俊祐(足利ＪＢＣ）

30 三浦　瑠馬(鶴岡城北） 福井　雄介(三条ｸﾗｰｸJr.）

楢原　颯馬(藪塚ｼﾞｭﾆｱ） 浅野　太一(流山ｼﾞｭﾆｱ）

石川　聖幸(本庄ｼｬﾄﾙ）

木村　太洋(鎌ヶ谷Jr）

25

13

29 阿部　大輔(はちみつＪｒ．） 八重樫　涼平(ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 中村　恵大(プライド）

生田目　知樹(ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 小原　悠(たなしMAX）

27

菅原　秀一(八王子ｼﾞｭﾆｱ）

高柳　一希(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

35

伊藤　太樹(串川育成会）

34

17

稲村　裕輝(市川ｼﾞｭﾆｱ）

20
36 山﨑　諒羽(野田中根） 篠田　和大陽(鶴ヶ島） 福島　直希(小山ＪＢＣ）

28
4

35 安藤　翔(勝沼ｼﾞｭﾆｱ） 星　   雄人(志木ｼﾞｭﾆｱ） 原田　逸希(恋南ﾊﾞﾄﾞ）

34 堀籠　大翔(石巻ｸﾗﾌﾞJr） 島根　潤(三郷ﾀﾞｯｸｽ）



５年男子

26
12

27

19
24 関口　大毅(Dream. Jr） 沼田　慧和(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

丹羽　祐貴(神明ｼﾞｭﾆｱ） 大吉　慧(明野ちびバド）

25 宮脇　大輝(春日部白翔） 松永　晃治(ハルトノ）

石崎　陽明(鳩ヶ谷）23 山科　陽翔(奥羽JBC）

22
26

伊藤　礼渡(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

10
神山　知己(あおばｲｰｸﾞﾙｽ）

11

24

21

大屋　光(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）19 向山　天珠(練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

後藤　拓人(仙台大和ｼﾞｭﾆｱ） 三田　有生(行田バド）

高城　翔一(小平ｼﾞｭﾆｱ）20 福岡　祐希(鳩ヶ谷）
9

曽我　亜里(所沢ｼﾞｭﾆｱ）

富田　剣斗(豊ｼﾞｭﾆｱ）
17

渋谷　啓騎(ふじかげ）

18

7

野口　翔平(たなしMAX） 大滝　翔一(恋南ﾊﾞﾄﾞ） 星　大翔(志木ｼﾞｭﾆｱ）
6

16 伊藤　聡馬(ハルトノ） 富田 光貴(志木ｼﾞｭﾆｱ）

23
18 田口　聖也(松戸六実Jr） 清水　大洋(ＯＣＥＡＮ）

8
竹澤　陽生(Dream. Jr）

17 金子　美輝(強戸ｼﾞｭﾆｱ）

篠田　楓太(ﾌﾗｲﾝｸﾞｼｬﾗｰｽﾞ）

田中　陽太(綾瀬ｼﾞｭﾆｱ） 柳川　蓮(たなしMAX）

大澤　史和(志木ｼﾞｭﾆｱ）

沼田　和真(出羽バド）

青山　留尉(石ヶ瀬） 岡山　耕太(練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

杉浦　希実(本庄ｼｬﾄﾙ）

宮下　怜(野田中根ｼﾞｭﾆｱ）

萩原　祐希(ＴEAM．ＵＪ）

佐藤　秀(勝沼ｼﾞｭﾆｱ） 髙嶋　遼(Dream. Jr）

11 岩城　慎(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 井手口　峻(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

阿部　佑暉(燕沢ｼﾞｭﾆｱ）14

13

27
15 小原　輝(たなしMAX） 新居　樹(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

28 荻原　聖也(今市ｼﾞｭﾆｱ） 松本　直也(高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 中谷　真(Dream. Jr）

高野　佑介(汲沢ｸﾗﾌﾞ） 大出　健太(本庄ｼｬﾄﾙ）

20

16

浜田　隼弥(蓮田ｻｳｽ）

川端　唯人(Ｔeam　ＲＩＳＥ）

25
8 武井　凜生(青梅ｼﾞｭﾆｱ） 金田　侑真(奥羽JBC） 細野　晃太郎(練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

4
9 門脇　令(鶴岡城北バド）

高山　悠大(北見少年団）

14
6 水谷　結太(小平ｼﾞｭﾆｱ） 富田 成貴(志木ｼﾞｭﾆｱ） 片桐　想叶(白根ｴﾝｾﾞﾙｽ）

15
10

21
4 鈴木　悠太(鳩ヶ谷） 志賀　光(ハルトノ） 中川　創太(松戸六実Jr）

7

中谷　壱心(Dream. Jr）

坪倉　太陽(出羽バド）

5

小林　遥輝(ｶﾞﾃｨ.Jr） 小澤　陵右(綾瀬ｼﾞｭﾆｱ）

平田　透和(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 日置　翼(神明ｼﾞｭﾆｱ） 神林　励旺(臥龍Ｊｒ．）

2
5 二宮　彬裕(久喜ＡＢＣ　）

22
12 高橋　翔太(鳩ヶ谷） 江面　孝紀(青梅ｼﾞｭﾆｱ） 小西　典太(五泉ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ）

3

加藤　陽翔(仙台大和ｼﾞｭﾆｱ）

1 吉田　翼(田仁バド） 中田　大地(野田中根ｼﾞｭﾆｱ） 渡辺　匠(東少年） 深井　俊椰(八王子ｼﾞｭﾆｱ）

寺内　琳(高洲ﾎｰﾌﾟｽ）

13
2 髙橋　直希(ふじかげ） 棚田　光翔(羽桜） 齋藤　十(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

1
3 上野　稜大(蓮田ｻｳｽ） 谷屋　慧隼(たなしMAX）



4年男子

2
2 栄永　健伸(明野ちびバド） 津田　光生(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 渡辺　匠海(串川育成会）

久松　陸(ハルトノ）

1

6

1 大垣　空也(REVENGE） 兼久　琢臣(三郷ﾀﾞｯｸｽ）

柳川　瑠生(たなしMAX） 遠田　圭伸(鶴ヶ島）4

田山　瑛士(神明ｼﾞｭﾆｱ） 古株　大智(志木ｼﾞｭﾆｱ）

服部　開次(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

長谷部　匠(蓮田ｻｳｽ）原田　琉生(今市ｼﾞｭﾆｱ）8

佐藤　直紀(大山スポ少）

5 安間　亮太(勝沼ｼﾞｭﾆｱ）

森阪　直弘(足羽ｼﾞｭﾆｱ）

7

阿部　学斗(釧路ｼﾞｭﾆｱ） 清原　慶矢(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 戸村　侑翔(小平ｼﾞｭﾆｱ）

3 木村　輝星(野田中根ｼﾞｭﾆｱ） 山﨑　歩(春日部白翔） 真鍋　平常(練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

安保　武輝(松戸六実Jr） 堀口　魁斗(ｲｰｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ） 山口　紘輝(大井沢）

関根　翔太(青梅ｼﾞｭﾆｱ）

野口　駿平(たなしMAX） 草井　廉太郎(仙台大和） 柳原　秀太(松戸六実Jr）

原田　優(鎌ヶ谷Jr） 遠藤　陽哉(ｶﾞﾃｨ.Jr） 清水　航輝(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

18 飯泉　大地(ハルトノ） 井口　颯人(ｼｬﾄﾙｷｯｽ）

19

23 相澤　大智(多賀城ＪＢＣ） 小柳　泰知(三郷ﾀﾞｯｸｽ）

20 崎野　翔太(あすなろ） 小堀　善平(行田ﾊﾞﾄﾞ）

22 青木　洸明(小平ｼﾞｭﾆｱ） 渡辺　空(春日部白翔）

21

24 深谷　洸太(東少年） 中川　友那(鶴ヶ島） 沖本　祐(三条ｸﾗｰｸＪｒ．）

27

25 水村　健人(志木ｼﾞｭﾆｱ） 清水　玲(明野ちびバド）

26 村本　拓海(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 合田　翔太(たなしMAX）

30 熊木　凌也(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 平尾　遼芽(市川ｼﾞｭﾆｱ） 山﨑　琢磨(練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

河村　翔(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ） 増田　幹也(プライド） 清野　徹平(蓮田ｻｳｽ）

15 大田　隼也(高岡ｼﾞｭﾆｱ） 船渡川　駿(小山ＪＢＣ）

17 山岡　陸歩(蓮田ｻｳｽ） 藤田　櫂(松戸六実Jr）

31 斉藤　駿(五泉ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ） 栗野　朝陽(鶴ヶ島） 田代　陸人(汲沢ｸﾗﾌﾞ）

16 石井　宏之介(八郎潟） 飯田　悠楽(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

30
10 岩野　滉也(西尾ｼﾞｭﾆｱ） 坂本　碧城(GrowthFamily） 岡野　優輝(恋南ﾊﾞﾄﾞ）

9 中野　柊太郎(鳩ヶ谷）

29

28 河崎　涼平(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 村田　光琉(松戸六実Jr）

百瀬　友翔(大井沢） 本蔵　大誠(三条ｸﾗｰｸＪｒ．）

荒井　太一(三条ｸﾗｰｸＪｒ．）

15

石塚　誠一朗(柏南部ｼﾞｭﾆｱ）

佐野　光(勝沼ｼﾞｭﾆｱ）

13

遠藤　康匡(調布ｼﾞｭﾆｱ）

18

3

17

11

21

25

20

27

8

烏川　智匡(東少年）

今田　竜大(奥羽JBC）

南雲　志勇(綾瀬ｼﾞｭﾆｱ）

小沼　孝次(青梅ｼﾞｭﾆｱ）

小見山　和斗(たなしMAX）

西沢　達也(八王子ｷｯｽﾞ）

小林　隼人(大山スポ少）

7

中山　久里歩(鳩ヶ谷）

14 伊藤　康太郎(鶴ヶ島） 北村　周(宮浦） 村上　港(市川ｼﾞｭﾆｱ）

26

4

19

5

12 小峯　優大(ハルトノ） 江田　和博(コマツJr） 鴛海　健(HJBC）

13 佐藤　瑠活(仙台大和） 小野　隆之介(強戸ｼﾞｭﾆｱ）

33 橋村　優翔(小平ｼﾞｭﾆｱ） 梅山　瑞樹(GrowthFamily）

6
11 糸谷　ひかる(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 久國　湧生(ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 服部　拓真(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

横沢　颯人(ｼｬﾄﾙｷｯｽ）

31

29

22

23

24

12

32

28

9

16

10

14

32 渡辺　凱斗(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 中村　勇耶(仙台大和） 清水　友喜(ハルトノ）



２年以下男子

２年以下女子
1 横内　美音（甲府Ｊｒ） 伊藤　康乃（鶴ヶ島） 柏瀬　百音（神明ｼﾞｭﾆｱ）

2 石塚　悠菜（明野ちびﾊﾞﾄﾞ） 木村　綺音（野田中根ｼﾞｭﾆｱ） 久保田　類（志木ｼﾞｭﾆｱ）

吉田　芽依（上山JBC） 伊藤　ののか（ハルトノ）

4 松本  蒼衣（MC ｼﾞｭﾆｱ） 中野　真里（鎌ヶ谷Jr） 清原　彩月（三郷ﾀﾞｯｸｽ）

比留間　美尋（ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 飯島　紗和（大井沢）

堀口　魅月（ｲｰｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ）

大鐘　優菜（鶴ヶ島） 鈴木　あいり（鎌ヶ谷Jr）

6

9

10

2

3

7

5

1

高橋　あおい（足利ＪＢＣ）

青木　優羽（桜川Ｊｒ．） 高橋　妃菜花（鳩ヶ谷）

12

8

4

11

金沢　莉帆（ｲｰｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ） 遠藤　唯羽（ｶﾞﾃｨ.Jr）

垣内　杏南（所沢ｼﾞｭﾆｱ）黒山　瞳海（成沢ﾊﾞﾄﾞ）

荻原　玲衣（藪塚ｼﾞｭﾆｱ） 清水　瑠菜（明野ちびﾊﾞﾄﾞ）

12 森阪　美穂（足羽ｼﾞｭﾆｱ） 平田　涼（桜川Ｊｒ．） 齋藤　栞（ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

明賀　円花（大井沢） 石川　乃乃葉（たなしMAX）

11 原　　葵唯（串川育成会）

3 佐伯　雛恵（練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

13 砂川　温香（流山ｼﾞｭﾆｱ）

10 村松　愛花（ﾌﾗｲﾝｸﾞｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

8 吉田　明永（市原ｼﾞｭﾆｱ）

7 神尾　朱理（小平ｼﾞｭﾆｱ）

5 久下　七花（大井沢）

石崎　夏生(鳩ヶ谷）

安西　甲貴(八王子ｷｯｽﾞ）10 毛利　倖人(田仁バド）

堀米　哲平(久喜ＡＢＣ　）

9 山北　眞緒（鶴ヶ島）

6 永井　麻琳（ＮＪｸﾗﾌﾞ）

遠藤　史哉(ｶﾞﾃｨ.Jr）

福島　幸輝(たなしMAX） 佐藤　愛翔(大山スポ少） 小倉　優翔(所沢ｼﾞｭﾆｱ）

坂本　安樹(宇都宮中央）

1 松川　健大(青葉ｼﾞｭﾆｱ） 江連　晴羽(プライド） 笹川　優太(青梅ｼﾞｭﾆｱ）

4

3
2 草塩　雄大(勝沼ｼﾞｭﾆｱ） 後藤　洸太(鳩ヶ谷） 鈴木　啓真(恋南ﾊﾞﾄﾞ）

1
3 大澤　快晴(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

加藤　瑛之(HJBC）

7

4

野村　歩夢(小平ｼﾞｭﾆｱ）

9

5 玉川　空(GPW） 千葉　太一(蓮田ｻｳｽ）

遠藤　湊翔(ｶﾞﾃｨ.Jr）

小林　和真(大井沢） 江口　幸輝(大清水）

8 三浦　冬眞(多賀城JBC）

美濃口　舜(豊ｼﾞｭﾆｱ） 大澤　琉生(本庄ｼｬﾄﾙ）水谷　友弥(小平ｼﾞｭﾆｱ）

鈴木　泰芽(たなしMAX）
8

2

6
森　　太陽(鶴ヶ島）

9
6 仲里　悠成(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ） 川越　翔太(三条ｸﾗｰｸＪｒ．） 石井　叶夢(ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

5
7



６年女子

中井　星樺(行田ﾊﾞﾄﾞ）

長島　果穂(鶴ヶ島）

福本　淑乃(ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 富澤　芽以(藪塚ｼﾞｭﾆｱ）

湊谷　帆香(ＳＧＡ）高橋　つかさ(流山ｼﾞｭﾆｱ）

44 栗原　琉夏(野田中根ｼﾞｭﾆｱ）

小吹　菜凪実　(東少年） 坂野　美優(勝沼ｼﾞｭﾆｱ）

42 髙橋　まりあ(北見少年団）

43 原田　美唯(ふじかげ） 田澤　未陽(三条ｸﾗｰｸＪｒ．）

43

36
12

28

35

25

34

40
40 本田　胡桃(鳩ヶ谷） 佐々木　梨子(湯口ｼﾞｭﾆｱ） 松木　愛莉(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

27
41

藤本　葵衣(TEAM．ＵＪ）

26

39 石森　まゆ(堀川南ｼﾞｭﾆｱ） 熊谷　瞳(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

38 萩原　菜結(桜川Ｊｒ．） 松永　千怜(青梅ｼﾞｭﾆｱ） 星野  知沙(MC ｼﾞｭﾆｱ）

37 糸谷　あかり(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 吉澤　莉緒(小平ｼﾞｭﾆｱ） 塩崎　あかり(大森Jr）

42
34 山浦　波瑠(仙台大和ｼﾞｭﾆｱ） 檀原　由衣(大井沢） 新保　友紀乃(上尾ｼﾞｭﾆｱ）

須田　千尋(BPC仙台）
10

坂爪　桃花(田仁バド） 小川　実咲(ハルトノ） 富樫　成実(松戸六実Jr）36

35 小林　真菜(TOYOKAWA） 須田　楓華(ｶﾞﾃｨ.Jr）

鳥澤　瑞希(志木ｼﾞｭﾆｱ）
24

33 本橋　和奏(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 山本　彩佳(燕沢ｼﾞｭﾆｱ） 原田　光莉(恋南ﾊﾞﾄﾞ）

9
32 梅津　茉那(長井JSC） 山﨑　美咲(鎌ヶ谷Jr）

31 加藤　響(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 久保田  鈴音(MC ｼﾞｭﾆｱ） 中村　佳織(大和市ｼﾞｭﾆｱ）

39
28 赤嶺　きらり(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ） 斉郷　遥南(高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 中村　璃奈(ハルトノ）

23
29 関野　里真(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 今泉　友希(藪塚ｼﾞｭﾆｱ） 石塚　日菜子(柏南部ｼﾞｭﾆｱ）

8
30 佐々木　りん(綾瀬ｼﾞｭﾆｱ） 古屋　日奈子(勝沼ｼﾞｭﾆｱ） 関口　未悠(蓮田ｻｳｽ）

33

26 杉山　愛結(松戸六実Jr） 淀　　美幸(大井沢） 内田　莉里花(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）
22

27 山根　千遥(所沢ｼﾞｭﾆｱ） 矢野　茉歩(高岡ｼﾞｭﾆｱ）

星沢　知歩(臥龍Ｊｒ．）

平塚　桃菜(プライド）

黒瀬　綾花(春日部白翔）

20
22

森川　すみれ(八郎潟） 坪松　晶(明野ちびバド） 久國　加乃(ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

菅野　季々(高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 坂本　光虹(勝沼ｼﾞｭﾆｱ）

伊藤　万奈(燕沢ｼﾞｭﾆｱ）
6

21 新田　莉子(蓮田ｻｳｽ） 坪田  倫子(MC ｼﾞｭﾆｱ）

20

23

戸﨑　雪穂(青梅ｼﾞｭﾆｱ）

21
24 麻生　夏未(小平ｼﾞｭﾆｱ） 大竹　真夏果(上山JBC） 大森　友歌(本庄ｼｬﾄﾙ）

7
25 大貫　未夢(小山ＪＢＣ）

38

19
成島　優衣花(大井沢）

相澤　栞里(多賀城ＪＢＣ） 原田　朱莉(恋南ﾊﾞﾄﾞ） 佐伯　毬恵(練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 32

15

16

18 佐藤　くるみ(三郷ﾀﾞｯｸｽ）

19

18

17 田中　寿奈(所沢ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤　陽菜(松戸六実Jr）

古田　菜摘(ＡＣＴｼﾞｭﾆｱ） 加藤　綾菜(長井JSC）

萩原　結希(鳩ヶ谷）

高崎　夏未(小山ＪＢＣ）

小野里　かなう(小平ｼﾞｭﾆｱ）

31

荘野　美鈴(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 佐藤　優衣(プライド）

花上　陽莉(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 伊東　里紗(大森Jr） 下山田　真彩(東少年）

藤田　凜(はちみつＪｒ．）

関根　里佳子(ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ）
4

14 山田　希歩(小川ﾄﾞﾘｰﾑｼﾞｭﾆｱ） 荻原　祐希(藪塚ｼﾞｭﾆｱ） 岩瀬　ましろ(綾瀬ｼﾞｭﾆｱ）

41
12 岩野　真睦(西尾ｼﾞｭﾆｱ） 浅見　真朋(本庄ｼｬﾄﾙ） 山﨑　二葉(鎌ヶ谷Jr）

17
13 新井　瞳伽(足利ＪＢＣ） 三仙　柚葉(松本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞ）

10 江田　遥香(コマツJr） 草間　唯花(鳩ヶ谷） 武井  陽香(MC ｼﾞｭﾆｱ）

廣上　瑠依(高岡ｼﾞｭﾆｱ） 西野　公美子(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 塚原　礼奈(ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

37
6 長谷川　未来(小野Ｊｒ．） 石沢　ひかる(ふじかげ） 斉藤　真央(久喜ＡＢＣ　）

15
7 鈴木　育実(大山スポ少） 石川　穂乃香(三郷ﾀﾞｯｸｽ）

冨塚　真優子(ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 日吉　華子(小山ＪＢＣ） 大竹　絢葉(青梅ｼﾞｭﾆｱ）
30

9 海老沢　珠希(ＳＧＡ） 勝丸　美空(TEAM．ＵＪ） 大澤　茉紘(藪塚ｼﾞｭﾆｱ）
3

16
11

青木　伽奈(桜川Ｊｒ．） 29

1 郡司　莉子(TIJ） 齋藤　渉美(松戸六実Jr） 政所　遼花(大井沢）
13

2 飯倉　綾音(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 内田　美羽(汲沢ｸﾗﾌﾞ） 栁下　生帆(小平ｼﾞｭﾆｱ）

14
5 小磯　維織(志木ｼﾞｭﾆｱ） 阿部　春花(東少年） 神谷　優香(久松ｼﾞｭﾆｱ）

4 櫻井　彬乃(ハルトノ） 遠藤　愛(ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 関　夏恋(強戸ｼﾞｭﾆｱ）

5

11

1
3 佐野　楓(勝沼ｼﾞｭﾆｱ） 長澤　ちひろ(上尾ｼﾞｭﾆｱ）

五十嵐　直美(三条ｸﾗｰｸＪｒ．）

2
8



５年女子

駒井　琴羽（上尾ｼﾞｭﾆｱ）
1

3 杉山　凜（松戸六実Jr） 遠田　真由（鶴ヶ島） 伊藤　瑠菜（小山ＪＢＣ） 21

1 杉山　薫（ハルトノ） 棚沢　美咲（羽っ子熊谷） 遠藤　愛加（はちみつＪｒ．）
5

2 沼井　七海（流山ｼﾞｭﾆｱ） 田中　優衣（ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

4

高橋　茉優（鎌ヶ谷Jr） 原 　　萌子（渋川ﾘﾄﾙﾊﾞｰｽﾞ）

宮下　桃佳（鳩ヶ谷） 田中　愛梨（練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 太田　咲（天童バド）

9 開発　茉子（ｼｬﾄﾙﾊﾝﾄ） 黒谷　明香里（強戸ｼﾞｭﾆｱ）

8 島尻　みなみ（ＳＧＡ） 廣瀬　瑠奈（明野ちびバド）

7 田代　葵楓（小平ｼﾞｭﾆｱ） 原田　悠里香（久松ｼﾞｭﾆｱ） 清水　美海（大宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

29
6 八角　真帆（蓮田ｻｳｽ） 堤　　萌絵（東少年） 半澤　りな（仙台大和）

5 赤崎　愛（志木ｼﾞｭﾆｱ）

22

8

6

7

熊谷　磨菜（TOYOKAWA）

内田　純美礼（ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

中野　円佳（鎌ヶ谷Jr） 渋澤　亜依（羽っ子熊谷）
23

12 石関　都古（MC ｼﾞｭﾆｱ） 佐々木　日詩（ＳＧＡ） 冨田　梨未（大森Jr）
10

13

33
10 鶴田　小春（串川育成会） 今泉　紗菜（鶴ヶ島） 金子　由奈（神明ｼﾞｭﾆｱ）

9
11 田中　涼音（沢内ｼﾞｭﾆｱ）

15 花咲　彩月（長岡京市ｽﾎﾟ少） 関口　かのん（市原ｼﾞｭﾆｱ） 中村　恵梨奈（アドバンス）

30
14 矢嶋　幸（志木ｼﾞｭﾆｱ） 安藤　奈央（青梅ｼﾞｭﾆｱ） 田中　杏奈（米沢南部）

大竹　璃菜（汲沢クラブ）

16 小沼　詩奈（東少年） 河野　唯織（蓮田ｻｳｽ） 前川　愛香里（銀座キッズ）

秋庭　夢来（蓮田ｻｳｽ） 加藤　想来（今市ｼﾞｭﾆｱ）

24
2

12

11

18 小野　涼奈（強戸ｼﾞｭﾆｱ）

3
21

19

近藤　ななみ（前橋東）

鈴木　伶奈（ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 碓井　清良（滑川ｼﾞｭﾆｱ）

長嶋　穂希（市原ｼﾞｭﾆｱ） 竹内 　彩乃（渋川ﾘﾄﾙﾊﾞｰｽﾞ）

17 堀米　桃子（久喜ＡＢＣ　） 下畠　加菜（久松ｼﾞｭﾆｱ） 今田　ひなた（奥羽JBC）

20 馬渕　乙葉（ＳＧＡ） 藤田　凜々子（松戸六実Jr） 新井　桃佳（プライド）

横田　彩香（柏南部ｼﾞｭﾆｱ）

13
北山　茉実（ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

14
23

蜂谷　ひなの（羽っ子熊谷）

22 山本　一穂（鶴ヶ島） 山路　爽（強戸ｼﾞｭﾆｱ） 金成　志優（三条ｸﾗｰｸＪｒ．）

27 高橋　未成（所沢ｼﾞｭﾆｱ） 安次嶺　莉子（鎌ヶ谷Jr）

25

26

32
32 野口　彩花（ＳＧＡ） 胡桃　良菜（松戸六実Jr） 鎌田　璃珠（八郎潟）

31 中村　美紅（鶴ヶ島） 原　　楓（串川育成会）

福田　眞由子（今市ｼﾞｭﾆｱ） 佐野　真奈花（鶴ヶ島） 鈴木　望美（川間ｼﾞｭﾆｱ）

35

青木　菜花（久喜ＡＢＣ　）

加賀谷　空実（蓮田ｻｳｽ） 森内　春花（久松ｼﾞｭﾆｱ）

25

阿部　茜（東少年） 藤原　里菜（ﾊｲﾀｯﾁｼﾞｭﾆｱ）

熊澤　咲恵（小平ｼﾞｭﾆｱ）

24 村木　善知（志木ｼﾞｭﾆｱ） 高木　咲枝（青梅ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤　未悠（MC ｼﾞｭﾆｱ）
31

15

26

16

後藤　万茄（鳩ヶ谷）30 高井　優（高岡ｼﾞｭﾆｱ）

34

17

18

千本木　悠佳（相生ｼﾞｭﾆｱ）

27

28 倉島　美咲（三郷ﾀﾞｯｸｽ） 天沼　かすみ（MC ｼﾞｭﾆｱ） 小林　和佳菜（大井沢）

元田　ちとせ（蓮田ｻｳｽ）

19
33

29 松丸　海咲（久松ｼﾞｭﾆｱ） 倉益　美千香（志木ｼﾞｭﾆｱ） 鹿毛　野乃花（ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

伊藤　朱里（REVENGE）

佐川　未羽（東少年）

近藤　泉実（ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 鈴木　莉香（流山ｼﾞｭﾆｱ） 目﨑　舞桜（小野Ｊｒ．）

山本　こえだ（臥龍Ｊｒ．） 谷野　桃花（志木ｼﾞｭﾆｱ） 塚谷　茜音（松本ｼﾞｭﾆｱ）

大澤　陽奈（たなしMAX）

28
4

35 宮下　果菜子（強戸ｼﾞｭﾆｱ） 下見　夏月（ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 木下　紗良（練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

34

20
36 植木　千尋（今市ｼﾞｭﾆｱ）



４年女子

内田　実来（行田ﾊﾞﾄﾞ） 神﨑　美結（Team　RISE）

2 碓井　美吹（滑川ｼﾞｭﾆｱ）

22

1 藤田　美咲（Team Clove） 平岡　凜（志木ｼﾞｭﾆｱ） 柴崎　愛花（鎌ヶ谷Jr）
6

1
3 早川  愛梨（MC ｼﾞｭﾆｱ）

4 小堤　帆実（ハルトノ） 椎名　美月（三郷ﾀﾞｯｸｽ） 山口　ひかり（ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

萩原　紗月（鳩ヶ谷）

渡辺　結妃（本庄ｼｬﾄﾙ）

石井　夢楓（ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

23

9

7

谷川　夢奈（東少年）

8
7 福井　菜穂子（三条ｸﾗｰｸＪｒ．） 穂積　伶華（明野ちびバド） 池田　心（蓮田ｻｳｽ）

30
6 小島　紗季（ＳＧＡ） 田中　舞緒（小平ｼﾞｭﾆｱ） 太田　温彩（多賀城ＪＢＣ）

遠藤　美羽（ｶﾞﾃｨ.Jr） 佐々木　美耀（米沢南部）5

森川　小春（八郎潟）
2

12 林　　さくら（市原ｼﾞｭﾆｱ） 星　　茜音（住吉ｼﾞｭﾆｱ） 平川　朋佳（GrowthFamily）

34
10 松岡　美歩（蓮田ｻｳｽ） 石岡　空来（SA東羽倶楽部） 鴛海　千晴（HJBC）

10
11 大熊　優香（三郷ﾀﾞｯｸｽ） 原田　倫（恋南ﾊﾞﾄﾞ）

百瀬　由梨（大井沢） 佐藤　碧伊（ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 秋山　結衣（柏南部ｼﾞｭﾆｱ）

8 大鐘　心美（鶴ヶ島） 小野寺　瞳（調布ｼﾞｭﾆｱ） 片桐　涼花（白根ｴﾝｾﾞﾙｽ）

9

11
末上　夏美（串川育成会）

24

遠藤　心夏（上山JBC） 伊東　芽生（志木ｼﾞｭﾆｱ）

片桐　さや香（桜川Ｊｒ．） 和田　仁香（蓮田ｻｳｽ）

17 黒山　夏海（成沢バド）

13 石川　心菜（たなしMAX）

近藤　ももな（前橋東）16

藤田　希瑠々（野田中根ｼﾞｭﾆｱ）

草間　優衣（東少年） 上村　彩綾（春日部白翔）

橋村　羽奏（小平ｼﾞｭﾆｱ）
13

19 韮澤　百羽（小野Ｊｒ．） 清水　美玖（羽っ子熊谷） 中村　心音（松戸六実Jr）

31
15 熊谷　明日実（ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 小山　日咲（多賀城ＪＢＣ） 菅原　玲（調布ｼﾞｭﾆｱ）

14 小笠原 志歩（志木ｼﾞｭﾆｱ）

12

25

23 鈴木　優海（HJBC） 細井　華奈（ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 檀原　亜衣（大井沢）

3
18 工谷　羽音（松本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞ） 林　　夏波（鶴ヶ島）

湯本　凜音（志木ｼﾞｭﾆｱ）

25

22 坂本　亜依奈（多賀城ＪＢＣ） 麻生　詩織（小平ｼﾞｭﾆｱ）

24 加賀谷　弥来（蓮田ｻｳｽ） 曽雌　玲那（プライド） 平野　詩音（小野Ｊｒ．）

小野　輝莉（鶴岡ＪＢＣ） 長沼　美海（上尾ｼﾞｭﾆｱ） 妹尾　真花（住吉ｼﾞｭﾆｱ）

27 永尾　仁胡（本庄ｼｬﾄﾙ） 高瀬　真桜（柏南部ｼﾞｭﾆｱ）

29 赤澤　涼華（市原ｼﾞｭﾆｱ） 大森　柊果（本庄ｼｬﾄﾙ）

28 名取　陽菜多（調布ｼﾞｭﾆｱ）

柏瀬　倫佳（神明ｼﾞｭﾆｱ）

26 白鳥　愛和（春日部白翔） 箕浦　希実（ハルトノ） 伊藤　結衣（青葉ｼﾞｭﾆｱ）

山口　菜摘（前橋東） 山根　成葉（ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

眞中　李望（大井沢）

33 中根　明日香（所沢ｼﾞｭﾆｱ） 清野　鈴香（ふじかげ） 小坂　陽菜多（調布ｼﾞｭﾆｱ）

小林　南緒（ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

沼田　小雪（明野ちびバド）

30 野村　優那（小平ｼﾞｭﾆｱ） 久下　百花（大井沢） 森　　陽菜（鶴ヶ島）

21
37

須田　那月（BPC仙台）

36 岡村　実咲（柏南部ｼﾞｭﾆｱ） 宮城　青空（住吉ｼﾞｭﾆｱ） 山口　蒼唯（春日部白翔）

34 鈴木　さくら（鎌ヶ谷Jr）

21 渡辺　七海（松戸六実Jr） 照井　玲那（ﾌﾗｲﾝｸﾞｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 廣田　恵（三郷ﾀﾞｯｸｽ）

田口　佳奈（蓮田ｻｳｽ）

原　　菜那子（渋川ﾘﾄﾙﾊﾞｰｽﾞ）

32 川田　百華（阿賀野ｼﾞｭﾆｱ）

後藤　咲々（東少年） 渡邊　美結（ＳＧＡ） 佐野　百恵花（三条ｸﾗｰｸＪｒ．）

14

19

20 山北　奈緒（鶴ヶ島） 小原　未空（たなしMAX） 須﨑　沙織（東少年）

加藤　優（志木ｼﾞｭﾆｱ）

31 鈴木　琉花（大曲ﾊﾞﾄﾞ） 岩西　真那（Team Clove）

西田　妃織（ハルトノ）

35 須永　紋菜（行田ﾊﾞﾄﾞ）
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33

32

29
5

26
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16

27

17

4
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