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16
2 村上 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 藤澤 （みかｸﾗﾌﾞﾞ） 久住 （豊栄ｼﾞｭﾆｱ）

1
3 野口 （たなしＭＡＸ） 田本 （ｽﾀｰｷｯｽﾞ磯部） 三井田（流山ｼﾞｭﾆｱ）

1 寺内 （小山JBC） 小池 （東少年） 川上 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 野口 （有馬こども会）

32

4 渡邊 （ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ） 伊藤 （船橋ｼﾞｭﾆｱ） 森田 （蓮田サウス）
17

5 川崎 （じゃ.ﾊﾟﾝﾀﾞｼﾞｭﾆｱ） 渡辺 （相生ｼﾞｭﾆｱ） 杉本 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）
40

6 菅原海 （ベアーズ） 渡辺 （ハッピーＢＣ） 堀口 （行田ﾊﾞﾄﾞ）
18

7 村田 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 油井 （ふじかげ） 尾藤 （びとう会）
2

8 関根 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 武澤 （社西ｼﾞｭﾆｱ） 清水（志木ｼﾞｭﾆｱ）

大友 （塩竃JBC）
19

11 中山 （小俣） 清水 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 佐藤 （伊勢崎ｼﾞｭﾆｱ）

33
9 百瀬 （大井沢ｽﾎﾟ少） 大友 （南部ｼｬﾄﾙ） 倉ヶ崎（小平ｼﾞｭﾆｱ）

3
10 指宿 （T. Ishiba Japan） 遠田 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

西沢 （八王子キッズ）
4

14 佐藤 （湯口ｼﾞｭﾆｱ） 井上 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 荒木 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

44
12 荒井 （金沢崎浦） 秋本 （高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 松木 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

20
13 黒崎 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 森永 （ビッキーズ）

本宮 （白河ひがし）
21

17 神山 （瓜破西ＳＳＣ） 林 拓（ＴＰＨＭ） 渡辺 （大徳ｼﾞｭﾆｱ）

34
15 熊木 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 中村 （成沢ﾊﾞﾄﾞ） 齊藤 （綾瀬ｊｒ．ＢＣ）

5
16 小林 （前橋東） 小見山（たなしＭＡＸ）

渡邊 （はちみつＪｒ）
6

20 佐藤 （仙台大和ｼﾞｭﾆｱ） 千代 （東少年） 石井 （春日部白翔）

41
18 角田 （常盤ｼﾞｭﾆｱ） 馬場 （大清水） 田嶋 （上里ＪＢＳ）

22
19 小野 （強戸ｼﾞｭﾆｱ） 青木 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ）

佐伯 （調布Ｊｒ．）
23

23 井上 （若草.Jr.B.C.） 森 （久喜ＡＢＣ） 成澤 （ふじかげ）

35
21 栗野 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 壷井 （T. Ishiba Japan） 佐藤 （ＦＪＢＳ）

7
22 野澤 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ） 今田 （奥羽JBC）

筧 （社西ｼﾞｭﾆｱ）
8

26 山岸 （燕ｽﾎﾟ少） 飯田 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 佐藤 （鶴六ﾊﾞﾄﾞｽﾎﾟ少）

46
24 中川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 樵 （前橋東） 平尾 （市川ｼﾞｭﾆｱ）

24
25 田中 （若草.Jr.B.C.） 山口 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

熊谷 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）
25

29 菅原龍 （ベアーズ） 藤田 （松戸六実ｼﾞｭﾆｱ） 梅山 （出羽タン）

36

27 中村 （仙台大和ｼﾞｭﾆｱ） 立石 （上里ＪＢＳ） 黒川 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）
9

28 野口 （岡垣ｼﾞｭﾆｱ） 大野 （T. Ishiba Japan）

高松 （昭和ｼﾞｭﾆｱ）
10

32 柳川 （たなしＭＡＸ） 大井 （ＴＥＡＭｼﾞｭﾆｱ） 丹羽 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

42
30 山本 （高岡ｼﾞｭﾆｱ） 平田 （豊ｼﾞｭﾆｱ） 戸村 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

26
31 中村 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 中田 （流山ｼﾞｭﾆｱ）

本蔵 （T. Ishiba Japan）
27

35 寺内 （ｽﾘｰｾﾌﾞﾝＪｒ） 久松 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 福岡 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

37
33 大八木（高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 麻井 （大徳ｼﾞｭﾆｱ） 松本 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

11
34 新垣 （キクムラｼﾞｭﾆｱ） 烏川 （東少年）

須藤 （ＭＣｼﾞｭﾆｱ）
12

38 津田 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 宮本 （宝木塚Ｊｒ．） 長谷川（船橋ｼﾞｭﾆｱ）

45
36 江田 （ＫＯＭＡＴＵ） 高野 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ） 真下 （飯能ｼｬﾄﾙ）

28
37 山口 （恋南ﾊﾞﾄﾞ） 青木 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

38
39 馬場 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ） 大野 （久喜ＡＢＣ） 小吹 （東少年）

13
40 田上 （松崎ｼﾞｭﾆｱ） 安藤 （ＢＰＣ仙台）

高塚 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

島貫 （ふじかげ） 29

41 太田 （垂井ＪＳＣ） 金本 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 今枝 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ）
43

42 木村 （野田中根ｼﾞｭﾆｱ） 鈴木 （白河ひがし） 平塚 （たなしＭＡＸ）
30

43 古株 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 山下 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

39
15

46 三田 （行田ﾊﾞﾄﾞ） 石本 （美川湊Ｊｒ）

寺西 （Ｔ－Ｊｕｍｐ）
14

44 佐藤 （ﾏｼﾞｯﾎﾟｽﾞJBC） 銘苅 （ＮＰ神奈川） 小川 （プライド）

松本 （小俣）
31

47 阿部 （釧路ｼﾞｭﾆｱ） 後藤 （T. Ishiba Japan） 大手 （ビッキーズ） 山本 （流山ｼﾞｭﾆｱ）

45 菅井 （はちみつＪｒ） 竹生 （有馬こども会）
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3
2 堤 大（東少年） 鈴木 （たなしＭＡＸ） 滝村 （鳩ヶ谷ｳｲﾝｸﾞｽ）

1
3 中島 （内灘ｼﾞｭﾆｱ） 長岡 （大井沢ｽﾎﾟ少） 田部 （田仁ﾊﾞﾄﾞ）

1 松川 （青葉ｼﾞｭﾆｱ） 久保田（宝木塚Ｊｒ．） 庄司 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

19

4 五島 （仰木の里Ｊｒ） 髙橋 （綾瀬ｊｒ．ＢＣ） 栗原 （ＴＰＨＭ）
4

5 草塩 （勝沼Ｊｒ） 西尾 （市川ｼﾞｭﾆｱ） 武田 （恋南ﾊﾞﾄﾞ）
27

6 髙木 （垂井ＪＳＣ） 村田（ガティｼﾞｭﾆｱ） 大出 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）
5

7 平吹 （T. Ishiba Japan） 中田 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 佐藤 隼 （大山ﾊﾞﾄﾞｽﾎﾟ少）
20

8 江連（プライド） 亀田 （金沢ｼﾞｭﾆｱ） 山﨑 （志木ｼﾞｭﾆｱ）
6

31
10 林  （法政ｸﾗﾌﾞﾞ） 平本 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川） 伊藤 （ビッキーズ）

7
11 水谷 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤 （白根ｴﾝｾﾞﾙｽ）

9 猪股 （浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 渡部 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 小林 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ）

28
14 千葉 （蓮田サウス） 笹川 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 渡邉 （ｳｨﾆﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ）

末永 （ＢＰＣ仙台）
21

12 藤原 （ﾐﾝﾋﾟｰﾍﾞｰｻｰ） 山縣 （宝木塚Ｊｒ．） 細見 （大井沢ｽﾎﾟ少）
8

13

9
15 竹下 （高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 植松 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 萬年 （南部ｼｬﾄﾙ）

片桐 （田仁ﾊﾞﾄﾞ） 松岡 （ＮＰ神奈川） 有江 （久喜ＡＢＣ）

22
16 佐藤 （塩竃JBC） 西村 （伊勢崎ｼﾞｭﾆｱ） 菊池 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

10
17 中静 （宇都宮中央） 遠藤 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 坂野 （勝沼Ｊｒ）

33
18 三浦 （青葉ｼﾞｭﾆｱ） 毛利 （田仁ﾊﾞﾄﾞ） 指首 （プライド）

11
19 橋本 （ＳＣ富山） 石井 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 石若 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ）

23
20 美濃口（ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 坂本 （勝沼Ｊｒ） 渡辺 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

12

29
22 斉藤 （岡垣ｼﾞｭﾆｱ） 桃井 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 森  （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

13
23 福島 （たなしＭＡＸ） 萩 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

21 石崎 （出羽タン） 荻原 （今市ｼﾞｭﾆｱ） 石川 （ﾐﾝﾋﾟｰﾍﾞｰｻｰ）

32
26 髙坂 （浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 塩谷 （たなしＭＡＸ） 前  （内灘ｼﾞｭﾆｱ）

堤 勇（東少年）
24

24 沖田 （ＡＣＴｼﾞｭﾆｱ） 小林 （大井沢ｽﾎﾟ少） 加藤 （宝木塚Ｊｒ．）
14

25

15
27 山城 （佐渡ｼﾞｭﾆｱ） 彦田 （みかｸﾗﾌﾞﾞ） 森  （市原ｼﾞｭﾆｱ）

稲川 （豊栄ｼﾞｭﾆｱ） 若月 （長井ＪＳＣ） 石川 （行田ﾊﾞﾄﾞ）

25
28 伊東 （久喜ＡＢＣ） 高橋 （田仁ﾊﾞﾄﾞ） 天野 （勝沼Ｊｒ）

16
29 南 （Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ） 大関 （東少年） 初鹿野（大宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

30
30 佐藤 愛 （大山ﾊﾞﾄﾞｽﾎﾟ少） 神原 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 川野辺（T. Ishiba Japan）

17
31 坂井 （三原ｼﾞｭﾆｱ） 冨田 （ｽﾘｰｾﾌﾞﾝＪｒ） 佐瀬 （前橋東）

2632 五味川（大徳ｼﾞｭﾆｱ） 大澤 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 植田 （仰木の里Ｊｒ）
2

33 近藤 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川） 山賀 （阿賀野ｼﾞｭﾆｱ） 江口 （大清水）
18

34 野村 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 関 煌（綾瀬ｊｒ．ＢＣ） 林田 （大井沢ｽﾎﾟ少）



４年男子

15
2 卯辰 （金沢ｼﾞｭﾆｱ） 高田 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川） 上重渉 （流山ｼﾞｭﾆｱ）

1
3 大滝 （恋南ﾊﾞﾄﾞ） 遠藤 （ガティｼﾞｭﾆｱ） 小林 （立川ﾊﾞﾄﾞ）

1 石井 （春日部白翔） 南谷 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 星野 （若草.Jr.B.C.） 田代 （野田中根ｼﾞｭﾆｱ）

31

4 久保田（ＭＣｼﾞｭﾆｱ） 池上 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 田中 （新湊ＪｒＢＣ）
16

5 藤城 （たなしＭＡＸ） 高橋 （湯口ｼﾞｭﾆｱ） 椎名 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）
39

6 田代 （汲沢ＢＣ） 佐々木（ＢＰＣ仙台） 片野（ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ）
17

7 鶴岡 （塩竃JBC） 上山 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 横塚 （ｽﾘｰｾﾌﾞﾝＪｒ）
2

8 関口 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 土屋 （ビッキーズ） 中村 （成沢ﾊﾞﾄﾞ）

本間 （片平ﾌﾞﾚｲｳﾞ）
18

11 弓削 （宝木塚Ｊｒ．） 仲田 （白河ひがし） 田中 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

32
9 宗像 （久喜ＡＢＣ） 鈴木啓 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 平吹 （T. Ishiba Japan）

3
10 笹原 （足羽Ｊｒ） 穂積 （明野ちびﾊﾞﾄﾞ）

藤澤 （みかｸﾗﾌﾞﾞ）
4

14 山路 （強戸ｼﾞｭﾆｱ） 鈴木 （ＢＰＣ仙台） 海老原（Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

43
12 羽賀 （豊浦ｽﾍﾟﾘｵｰﾙｽﾞ） 網谷 （船橋ｼﾞｭﾆｱ） 柴崎（恋南ﾊﾞﾄﾞ）

19
13 根本 （綾瀬ｊｒ．ＢＣ） 宮内 （久喜ＡＢＣ）

檜山 （宇都宮中央）
20

17 古川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 荒木 （ＦＪＢＳ） 齋藤 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川）

33
15 遠藤 （足利ＲＤ） 下川 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 鈴木大 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ）

5
16 田中 （田仁ﾊﾞﾄﾞ） 城戸 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

石沢 （ふじかげ）
6

20 中村 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 野口 （町田ｊｒＢＣ） 佐藤 （流山ｼﾞｭﾆｱ）

40
18 石塚 （川間ｼﾞｭﾆｱ） 石若 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ） 中西 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

21
19 佐々木（柏崎ｼﾞｭﾆｱ） 本橋 （ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

猪瀬 （小平ｼﾞｭﾆｱ）
22

23 原  （前橋東） 阿久津（今市ｼﾞｭﾆｱ） 林  （ＴＰＨＭ）

34
21 藤木 （仰木の里Ｊｒ） 小峯 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 平野 （宝木塚Ｊｒ．）

7
22 鈴木 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 公文 （ＮＰ神奈川）

服部 （出羽タン）
8

26 石川 （T. Ishiba Japan） 小川 （プライド） 田島 （久喜ＡＢＣ）

45
24 三木 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 新村 （市川ｼﾞｭﾆｱ） 岡村 （綾瀬ｊｒ．ＢＣ）

23
25 松澤 （豊栄ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤 （宝木塚Ｊｒ．）

寺西 （Ｔ－Ｊｕｍｐ）
24

29 吉原 （今市ｼﾞｭﾆｱ） 市村 （明野ちびﾊﾞﾄﾞ） 佐原 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

35

27 髙坂 （浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 新垣 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 湯田 （調布Ｊｒ．）
9

28 石塚 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 中川 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

山名 （仰木の里Ｊｒ）
10

32 小坂部（ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川） 高野 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ） 大竹 （南部ｼｬﾄﾙ）

41
30 木村 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 関戸 （Ｓｅｌｆｉｓｈ） 合田 （たなしＭＡＸ）

25
31 照井 （湯口ｼﾞｭﾆｱ） 寺山 （市原ｼﾞｭﾆｱ）

班  （小平ｼﾞｭﾆｱ）
26

35 八木澤（宇都宮中央） 田中 （足羽Ｊｒ） 島岡 （青葉ｼﾞｭﾆｱ）

36
33 佐藤 （宮浦） 上重響 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 高橋 （ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

11
34 川﨑 （ＮＰ神奈川） 市村 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ）

山城 （佐渡ｼﾞｭﾆｱ）
12

38 水沢 （小山JBC） 和川 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 阿部 （南城小育成会）

44
36 後藤 （岩槻ｼﾞｭﾆｱ） 小林（桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 加納 （流山ｼﾞｭﾆｱ）

27
37 鈴木 （ｽﾘｰｾﾌﾞﾝＪｒ） 鈴木 （若草.Jr.B.C.）

烏川 （東少年） 28

41 石原 （岐阜市ＢＢＣ） 鈴木 （大森ｼﾞｭﾆｱ） 矢嶋 （ＭＣｼﾞｭﾆｱ）

37
39 味岡 （ＢＰＣ仙台） 斉藤 （恋南ﾊﾞﾄﾞ） 蓮沼 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

13
40 深尾 （宝木塚Ｊｒ．） 鈴木 （野々市ｼﾞｭﾆｱ）

長岡 （大井沢ｽﾎﾟ少）

44 萩原 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 岡部 （綾瀬ｊｒ．ＢＣ） 坂脇 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

42
42 外村 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 栗山 （ＮＰ神奈川） 戸村 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

29
43 石野 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 加藤 （長井ＪＳＣ）

吉岡 （宝木塚Ｊｒ．） 伊藤 （久喜ＡＢＣ） 田村 （西湘ＢＣ）

38
14

45 栄永 （明野ちびﾊﾞﾄﾞ） 湯澤 （ﾐﾝﾋﾟｰﾍﾞｰｻｰ） 渡邉 （青梅ｼﾞｭﾆｱ）
30

46 松井 （金井学園ｼﾞｭﾆｱ）



２年男子
1 奥  （高岡ｼﾞｭﾆｱ） 坂脇聡 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 清水 （明野ちびﾊﾞﾄﾞ） 大木 （ＮＰ神奈川）

9
3 鈴木悠 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 五十嵐（志木ｼﾞｭﾆｱ） 白坂 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

2
4 藤森 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ）

1
2 金田 （奥羽JBC） 岩佐 （勝沼Ｊｒ） 坂本 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

川崎 （吉田ｼﾞｭﾆｱ） 平野 （前橋東）
13

5 萩原 （鳩ヶ谷ｳｲﾝｸﾞｽ） 小林 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 鈴木貴 （流山ｼﾞｭﾆｱ）
3

10
7 宮原 （ネイバーキッズ） 重田 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 土屋 （八王子キッズ）

6 照井 （湯口ｼﾞｭﾆｱ） 玉木 （たなしＭＡＸ） 宮下 （野田中根ｼﾞｭﾆｱ）

4
8 舛田 （浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 三木 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川） 王  （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

15
9 寺島 （仙台大和ｼﾞｭﾆｱ） 木幡 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 笠井 （勝沼Ｊｒ）

5
10 石川 （ﾐﾝﾋﾟｰﾍﾞｰｻｰ） 本蔵 （T. Ishiba Japan） 森田 （蓮田サウス）

11
11 堤  （小平ｼﾞｭﾆｱ） 関野 （野の花ＣＨ） 瀬古澤（恋南ﾊﾞﾄﾞ）

6
12 大塚 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 工藤 （川間ｼﾞｭﾆｱ） 坂本 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ）

坂脇憲 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

14
山口 （前橋東） 坂口 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ） 田島 （市原ｼﾞｭﾆｱ）

7
13

福井 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 赤石 （ＭＣｼﾞｭﾆｱ）

12
15 伊藤 （みかｸﾗﾌﾞﾞ） 岩佐 （八王子キッズ） 鈴木 （野々市ｼﾞｭﾆｱ）

8
16 横田 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 武森 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

14 山田 （上之島ｼﾞｭﾆｱ） 井上 （流山ｼﾞｭﾆｱ）
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32
2 今村 （宝木塚Ｊｒ．） 高橋 （五泉バンビーノ） 篠原 （市原ｼﾞｭﾆｱ）

1
3 小渕 （臥龍Ｊｒ．） 渡来優 （松戸六実ｼﾞｭﾆｱ） 阿部 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

1 山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 小林 （伊勢崎ｼﾞｭﾆｱ） 蛯澤 （REVENGE ｊｒ） 尾座元（ｽﾘｰｾﾌﾞﾝＪｒ）

48
4 古谷 （ＯＫＢ） 名取 （調布Ｊｒ．） 佐藤 （ＧＰＷｼﾞｭﾆｱ）

2
5 鈴木 （塩竃JBC） 中村 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川） 岡田 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

33
6 津崎 （有馬こども会） 鈴木優 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 橋村 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

3
7 永井 （はちみつＪｒ） 星野（大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 星野 （若草.Jr.B.C.）

9 森  （赤崎ｼｬﾄﾙｽﾞ） 大庭 （春日部白翔） 木元 （ＡＣＴｼﾞｭﾆｱ）

名古屋（渋谷ｼﾞｭﾆｱ）
6

34
10 竹澤 （川間ｼﾞｭﾆｱ） 今井 （行田ﾊﾞﾄﾞ） 鈴木 （小山JBC）

5
11 櫻井 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

19 石井 （浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 竹内 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 長澤 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

17 宮城 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 中村 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 齊田 （綾瀬ｊｒ．ＢＣ）

18 原 （前橋東）

15 多崎 （大徳ｼﾞｭﾆｱ） 岩佐 （八王子キッズ） 澤柳 （じゃ.ﾊﾟﾝﾀﾞｼﾞｭﾆｱ）

20 中山 （ＯＫｼﾞｭﾆｱ） 加藤 （柳津ﾊﾞﾄﾞ） 高橋 （流山ｼﾞｭﾆｱ）
10

21 久保田（南城小育成会） 中嶋 （市原ｼﾞｭﾆｱ）

26 内山 （ハッピーＢＣ） 赤堀 （ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 鈴木麗 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ）
13

27

5724 服部 （金沢ｼﾞｭﾆｱ） 髙井 （根岸ｼﾞｭﾆｱ） 加藤 （ＢＰＣ仙台）
12

25 桜井 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 臼井 （ＯＫＢ）

23 石岡 （あすなろ） 渋谷 （ＳＣ富山） 安藤 （春日部白翔）

30

14
29 伊藤 （南部ｼｬﾄﾙ） 松戸 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 末上 （串川育成会）

吾妻 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 國弘（宝木塚Ｊｒ．） 池田 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

28 片山 （Ｔ－Ｊｕｍｐ） 奥  （美川湊Ｊｒ） 西山 （町田ｊｒＢＣ）

17
35

6232 遠藤 （足利ＲＤ） 越部 （ハッピーＢＣ） 橋本 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）
16

33 岡野 （東少年） 片桐 （白根ｴﾝｾﾞﾙｽ）

31 曽雌 （プライド） 石津 （有馬こども会） 小野（志木ｼﾞｭﾆｱ）

18
37 福岡 （ＡＣＴｼﾞｭﾆｱ） 佐々木（綾瀬ｊｒ．ＢＣ） 冨田 （大森ｼﾞｭﾆｱ）

碓井 （ＳＣ富山） 森口 （小俣） 渡来真 （松戸六実ｼﾞｭﾆｱ）

36 黒川 （春日部白翔） 下田 （八王子キッズ） 小野 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ）

加藤 （ビッキーズ）
21

43 辻  （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 中尾 （大徳ｼﾞｭﾆｱ） 斉藤 （青梅ｼﾞｭﾆｱ）

58

41 林崎 （ＦＪＢＳ） 坂  （Ｄ☆ＡＲＭＹ） 鈴木 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）
42

42 清瀬 （ＮＰ神奈川） 太田 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ）

39 小原 （たなしＭＡＸ） 増子 （南城小育成会） 髙松 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ）

木下 （ＯＫＢ）

井本 （羽飛）

47 檀原 （大井沢ｽﾎﾟ少） 水島 （美川湊Ｊｒ） 佐藤 （南部ｼｬﾄﾙ）

46

53
44 小山 （宇都宮中央） 根岸 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 藤田 （野田中根ｼﾞｭﾆｱ）

22
45 萩原 （鳩ヶ谷ｳｲﾝｸﾞｽ） 藤澤 （昭和ｼﾞｭﾆｱ）

伊東 （野の花ＣＨ）
25

51 吉岡 （Ｄ☆ＡＲＭＹ） 佐藤 （T. Ishiba Japan） 桜井 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ）

49 川田 （阿賀野ｼﾞｭﾆｱ） 小沼 （東少年） 景山 （川間ｼﾞｭﾆｱ）

50 河端 （八王子キッズ） 細井 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

52 湯本 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 川上 （久松ｼﾞｭﾆｱ） 髙橋 （米沢南部JBC）
26

53 竹井 （REVENGE ｊｒ） 溝上 （師勝ｼﾞｭﾆｱ） 鴛海 （宝木塚Ｊｒ．）

55 須藤 （岡垣ｼﾞｭﾆｱ） 小林 （大徳ｼﾞｭﾆｱ） 齋藤 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

南部 （美川湊Ｊｒ） 三橋 （ｽﾘｰｾﾌﾞﾝＪｒ）

56 畑末 （Ｉｎｎｏｃｅｎｔ） 富田 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 斉藤 （前橋東）

30
61 成瀬 （池田ＢＳＳ） 林  （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 高田 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

28
57 永松 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 日野原（三郷ﾀﾞｯｸｽ） 田村 （西湘ＢＣ）

58 権平 （新津ｼﾞｭﾆｱ） 長島 （佐貫ｸﾗﾌﾞﾞ） 中村 （行田ﾊﾞﾄﾞ）
29

59 横井 （金沢崎浦） 佐久間（市川ｼﾞｭﾆｱ） 芦澤 （勝沼Ｊｒ）

60 志田 （ハイタッチｼﾞｭﾆｱ） 寺山 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 廣中 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川）

63 高野 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 樋口 （ＦＪＢＳ） 川野 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 小島 （有馬こども会）

4

7

35
14

8 成田 （桜井ｼｬﾄﾙキッズ） 長谷川（新津ｼﾞｭﾆｱ） 藤井 （Ｄ☆ＡＲＭＹ）

片野 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 野中 （ビッキーズ） 大泉 （大山ﾊﾞﾄﾞｽﾎﾟ少）

13 小林 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 隅田川（練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 小林 （ＦＪＢＳ）

落合 （泉ｼﾞｭﾆｱ） 浜崎 （ＮＰ神奈川）

12 伊藤 （ＢＰＣ仙台） 柴崎 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

8

37

11

39

15
佐野 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ） 伊藤 （ＦＪＢＳ） 太田 （八王子キッズ）

山下 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）
38

尾関 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

渡邉 （小野Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 宮城 （岡垣ｼﾞｭﾆｱ）
9

36

山村 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

38

40

16

22

森  （TOYOKAWA.Jr.） 鈴木 （ＡＣＴｼﾞｭﾆｱ） 羽鳥 （東少年）

加賀谷（蓮田サウス） 利根川（川間ｼﾞｭﾆｱ） 蜂谷 （塩竃JBC）

小林 （町田ｊｒＢＣ） 染谷 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 小林 （立川ﾊﾞﾄﾞ）

中俣 （ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

34 近藤 （若草.Jr.B.C.） 鈴木 （ＢＰＣ仙台） 小野（飯能ｼｬﾄﾙ）

19

20

23

24

27

31

菅原 （調布Ｊｒ．）54

田中 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 岡田 （ＮＰ神奈川） 大友 （塩竃JBC）62

48

宮井 （トータスｸﾗﾌﾞﾞ） 千葉 （塩竃JBC） 石川 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

伊藤 （青葉ｼﾞｭﾆｱ） 山口 （臥龍Ｊｒ．） 近藤 （蓮田サウス）

奥山 （ﾏｼﾞｯﾎﾟｽﾞJBC）

60

56

41

43

45

47

52

61

59

54

44

40

51

50

49

55

46
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16
2 松永 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 山口 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ） 菅野 （東少年）

1
3 小林 （鶴岡城北ﾊﾞﾄﾞ） 大塚 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 外山（ＯＫＢ）

1 横内（甲府ｼﾞｭﾆｱ） 中山 （高崎Ｊｒ．） 森  （ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 岸田 （若草.Jr.B.C..）

32

4 池内（小俣ｽﾎﾟ少） 長谷川（船橋ｼﾞｭﾆｱ） 大瀧 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）
17

5 田中 （羽飛） 水野 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 清水 （明野ちびﾊﾞﾄﾞ）
40

6 平本（池田ＢＳＳ） 森  （赤崎ｼｬﾄﾙｽﾞ） 中野 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）
18

7 篠塚 （松戸六実ｼﾞｭﾆｱ） 篠原 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 長谷川（ﾎﾜｲﾄ.ﾊﾟﾝﾀﾞｰｽ）
2

8 和田（大徳ｼﾞｭﾆｱ） 清原 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 原  （串川育成会）

岡本 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ）
19

11 高津 （春日部白翔） 佐藤 （塩竃JBC） 戸倉 （大森ｼﾞｭﾆｱ）

33
9 保谷 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 千野（勝沼Ｊｒ） 土屋 （八王子キッズ）

3
10 羽鳥 （ガティｼﾞｭﾆｱ） 赤星 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

櫻井 （昭和ｼﾞｭﾆｱ）
4

14 高橋 （鳩ヶ谷ｳｲﾝｸﾞｽ） 白石 （高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 山下 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

44
12 伊藤 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 渡邉（ＯＫＢ） 栗原 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

20
13 佐伯 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 青木 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ）

景方 （志木ｼﾞｭﾆｱ）
21

17 川村 （小野Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 茶圓 （青葉ｼﾞｭﾆｱ） 田沢 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

34
15 伊藤（Ｔ－Ｊｕｍｐ） 徳富 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 森阪（金井学園ｼﾞｭﾆｱ）

5
16 萩原 （恋南ﾊﾞﾄﾞ） 遠藤（足利ＲＤ）

宮川 （片平ﾌﾞﾚｲｳﾞ）
6

20 桐澤 （新津ｼﾞｭﾆｱ） 岩渕 （塩竃JBC） 高澤（行田ﾊﾞﾄﾞ）

41
18 松浦（みかｸﾗﾌﾞﾞ） 佐藤華 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ） 武田 （野田中根ｼﾞｭﾆｱ）

22
19 金沢 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 土屋 （宝木塚Ｊｒ．）

新谷（美川湊Ｊｒ）
23

23 玉木 （たなしＭＡＸ） 大滝 （鶴岡城北ﾊﾞﾄﾞ） 山田 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

35
21 對馬 （浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 眞鍋 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 川田 （春日部白翔）

7
22 久下 （大井沢ｽﾎﾟ少） 岡田 （泉ｼﾞｭﾆｱ）

山口 （前橋東）
8

26 小杉 （宝木塚Ｊｒ．） 山岸 （坂井輪ｼﾞｭﾆｱ） 田中 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

46
24 森阪（足羽Ｊｒ） 丹  （高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 小森 （ビッキーズ）

24
25 佐藤 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 高橋 （湯口ｼﾞｭﾆｱ）

吉田 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）
25

29 吉田 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 松本 （強戸ｼﾞｭﾆｱ） 平山 （春日部白翔）

36

27 垣内 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 白坂 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 須田 （塩竃JBC）
9

28 山下（ＯＫＢ） 黒坂 （沼田ﾊﾞﾄﾞｽﾎﾟ小）

内田（勝沼Ｊｒ）
10

32 清田（Ｔ－Ｊｕｍｐ） 明賀 （大井沢ｽﾎﾟ少） 佐藤万 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ）

42
30 本村（大徳ｼﾞｭﾆｱ） 吉田（ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 松澤 （流山ｼﾞｭﾆｱ）

26
31 小西 （八王子キッズ） 堀口 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

岩撫 （船橋ｼﾞｭﾆｱ）
27

35 山名（仰木の里Ｊｒ） 菊池（恋南ﾊﾞﾄﾞ） 佐藤 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ）

37
33 山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 菅原 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ） 黒山 （成沢ﾊﾞﾄﾞ）

11
34 比留間（ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 鴨田 （久喜ＡＢＣ）

梶原 （宮浦）
12

38 久保田（志木ｼﾞｭﾆｱ） 芝田 （鶴岡城北ﾊﾞﾄﾞ） 藤原 （松戸六実ｼﾞｭﾆｱ）

45
36 鈴木 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ） 後藤（浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 飯島 （大井沢ｽﾎﾟ少）

28
37 入澤 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 吉岡 （高崎Ｊｒ．）

38
39 佐々木（塩竃JBC） 小川 （春日部白翔） 京野 （大和ＢＣ）

13
40 石塚 （明野ちびﾊﾞﾄﾞ） 石川 （たなしＭＡＸ）

森田 （蓮田サウス）

伊藤 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 29

41 松田（金井学園ｼﾞｭﾆｱ） 鈴木 （白河ひがし） 田島 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）
43

42 中村（金沢崎浦） 髙橋 （足利JBC） 山内 （大曲ﾊﾞﾄﾞスピリッツ）
30

43 木村 （野田中根ｼﾞｭﾆｱ） 大鐘 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

39
15

46 上野 （青葉ｼﾞｭﾆｱ） 細井 （川間ｼﾞｭﾆｱ）

坪井（池田ＢＳＳ）
14

44 平  （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 久保 （横浜ｼﾞｭﾆｱＢＣ） 和田 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

古澤 （西豊田ﾊﾞﾄﾞ）
31

47 砂川 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 清水 （ガティｼﾞｭﾆｱ） 猪俣 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 石坂 （綾瀬ｊｒ．ＢＣ）

45 田村 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ） 坂本 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ）



４年女子

21
2 比氣 （恋南ﾊﾞﾄﾞ） 白川 （大森ｼﾞｭﾆｱ） 佐野（勝沼Ｊｒ）

1
3 坂井（柏崎ｼﾞｭﾆｱ） 畑中 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 安在（鶴岡城北ﾊﾞﾄﾞ）

1 山口（大徳ｼﾞｭﾆｱ） 葛城 （片平ﾌﾞﾚｲｳﾞ） 関根 （春日部白翔） 小林 （ＦＪＢＳ）

37
4 草間寧 （東少年） 斎藤 （前橋東） 佐藤 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

2
5 柚木 （市川ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤 （ＴＰＨＭ） 秋葉 （ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ）

22
6 長谷川（ﾏｼﾞｯﾎﾟｽﾞJBC） 田中 （羽飛） 佐藤 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

3
457 榎本 （蓮田サウス） 小野 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 木幡 （流山ｼﾞｭﾆｱ）

8 長山 （赤崎ｼｬﾄﾙｽﾞ） 浜崎 （ＮＰ神奈川） 増澤 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）
23

9 橋村 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 鎌田 （阿賀野ｼﾞｭﾆｱ） 松本 （大和ＢＣ）
4

10 小山 （宇都宮中央） 山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 髙橋 （米沢南部JBC）
38

11 河村 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 磯  （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 関  （綾瀬ｊｒ．ＢＣ）
5

12 浅野 （長井ＪＳＣ） 飯田 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 尾無 （豊ｼﾞｭﾆｱ）
24

13 藤田 （ガティｼﾞｭﾆｱ） 平山 （塩竃JBC） 木田 （たなしＭＡＸ）
49

14 平田 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 浦上（野々市ｼﾞｭﾆｱ） 渡来 （松戸六実ｼﾞｭﾆｱ）
25

15 中村 （春日部白翔） 山﨑 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ） 鈴木翔 （プライド）
6

16 坂井（三原ｼﾞｭﾆｱ） 今井（小平ｼﾞｭﾆｱ） 内田 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ）

小林 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）
26

19 田中 （トータスｸﾗﾌﾞﾞ） 福島 （前橋東） 山川 （鳩ヶ谷ｳｲﾝｸﾞｽ）

39
17 舛田 （浪岡ｼﾞｭﾆｱ） 赤羽根（渋谷ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤 （白根ｴﾝｾﾞﾙｽ）

7
18 沼田 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 坂本（勝沼Ｊｒ）

4620 吉田（高岡ｼﾞｭﾆｱ） 石倉 （東少年） 広瀬 （宝木塚Ｊｒ．）
8

21 細井 （川間ｼﾞｭﾆｱ） 御後 （野の花ＣＨ） 櫻井 （志木ｼﾞｭﾆｱ）
27

22 阿部 （たなしＭＡＸ） 八嶋 （久喜ＡＢＣ） 青山 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ）
9

23 千葉 （塩竃JBC） 草間 （西豊田ﾊﾞﾄﾞ） 岩澤 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）
40

24 江頭 （ＮＰ神奈川） 長谷川（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 谷口 （町田ｊｒＢＣ）

28
26 山本（みかｸﾗﾌﾞﾞ） 保坂 （久松ｼﾞｭﾆｱ） 高塚 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

10
25 戸部 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 工藤 （泉ｼﾞｭﾆｱ） 久下 （大井沢ｽﾎﾟ少）

5127 本村（大徳ｼﾞｭﾆｱ） 黒須（川間ｼﾞｭﾆｱ） 山下 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）
11

28 藤田 （REVENGE ｊｒ） 竹内（西尾ｼﾞｭﾆｱＢＣ） 田貝 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）
29

29 金沢 （宝木塚Ｊｒ．） 明石 （松戸六実ｼﾞｭﾆｱ） 越野 （志木ｼﾞｭﾆｱ）
12

30 飯島（勝沼Ｊｒ） 山根 （片平ﾌﾞﾚｲｳﾞ） 柵木 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ） 41

31 上瀧 （仙台大和ｼﾞｭﾆｱ） 齊藤 （鳩ヶ谷ｳｲﾝｸﾞｽ） 杉本 （練馬ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

30
33 小澤 （高洲ﾎｰﾌﾟｽ） 樋口 （野の花ＣＨ） 依田 （小平ｼﾞｭﾆｱ）

13
32 永井 （ＮＪｸﾗﾌﾞﾞ） 太田 （久松ｼﾞｭﾆｱ） 浅野 （宇都宮中央）

田口 （ＮＰ神奈川）
14

36 山辺 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 鈴木 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 大関 （東少年）

47
34 後藤 （塩竃JBC） 伊藤（みかｸﾗﾌﾞﾞ） 池田 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

31
35 千葉 （小山JBC） 押田 （春日部白翔）

横山 （長井ＪＳＣ）
32

39 伊藤 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 鈴木音 （プライド） 長谷 （羽飛）

42
37 澤村（野々市ｼﾞｭﾆｱ） 石井 （たなしＭＡＸ） 永峯 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

15
38 草間 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 笹川 （青梅ｼﾞｭﾆｱ）

佐野 （たなしＭＡＸ）
16

42 中山 （片平ﾌﾞﾚｲｳﾞ） 石川 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 沼  （ＯＫｼﾞｭﾆｱ）

50
40 小野里（前橋東） 生井 （西豊田ﾊﾞﾄﾞ） 湯本 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

33
41 森 （TOYOKAWA.Jr.） 平野 （つばさJBC）

矢吹 （大井沢ｽﾎﾟ少） 34

45 山川 （ふじかげ） 丹沢（勝沼Ｊｒ） 井田 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

43
43 大瀧 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 箕輪 （昭和ｼﾞｭﾆｱ） 田中 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ）

17
44 須藤 （ＭＣｼﾞｭﾆｱ） 今村 （宝木塚Ｊｒ．）

4846 阿部 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 山中 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 安井 （大森ｼﾞｭﾆｱ）
18

47 鈴木 （湯口ｼﾞｭﾆｱ） 野村 （ＮＰ神奈川） 中山 （ビッキーズ）
35

48 山賀 （宮浦） 眞鍋 （流山ｼﾞｭﾆｱ） 米沢 （塩竃JBC）
19

49 鈴木 （豊ｼﾞｭﾆｱ） 渋谷 （ＳＣ富山） 白鳥 （春日部白翔）
44

50 鈴木 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ） 草間愛 （東少年） 伊藤（師勝ｼﾞｭﾆｱ）

36
52 神尾 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 池田 （柏崎ｼﾞｭﾆｱ） 作山 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

20
51 上野 （立川ﾊﾞﾄﾞ） 徳富 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 髙松 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ）



２年女子
1 皆川 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 大塚 （恋南ﾊﾞﾄﾞ） 林  （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ）

9
3 渡邉 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 前野 （東少年） 津崎 （有馬こども会）

2
4 上野 （立川ﾊﾞﾄﾞ）

1
2 小川 （春日部白翔） 越智（勝沼Ｊｒ） 齋藤 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ深川）

石川 （たなしＭＡＸ） 青山 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ）
13

5 平田 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 香田 （川間ｼﾞｭﾆｱ） 橋本 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）
3

10
7 田上 （恋南ﾊﾞﾄﾞ） 岡田 （ＮＰ神奈川） 植松 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

6 松戸 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤 （渋谷ｼﾞｭﾆｱ） 藤田 （REVENGE ｊｒ）

4
8 伴野 （ＮＯＣＫＳ） 中野 （伊勢崎ｼﾞｭﾆｱ） 深澤 （蓮田サウス）

15
9 森永 （ビッキーズ） 山中 （青梅ｼﾞｭﾆｱ） 深谷真 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ）

5
10 髙山 （伊勢崎ｼﾞｭﾆｱ） 中村 （ハルトノｸﾗﾌﾞﾞ） 松井 （久松ｼﾞｭﾆｱ）

11
11 廣瀬 （大徳ｼﾞｭﾆｱ） 伊井 （市原ｼﾞｭﾆｱ） 高橋 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

6
12 佐藤 （宝木塚Ｊｒ．） 藤田 （ガティｼﾞｭﾆｱ） 萩原 （恋南ﾊﾞﾄﾞ）

中泉 （恋南ﾊﾞﾄﾞ）

14
加藤 （ＢＰＣ仙台） 猪瀬 （小平ｼﾞｭﾆｱ） 関根 （春日部白翔）

7
13

澤海 （鳩ヶ谷ｳｲﾝｸﾞｽ）

12
15 山岸 （燕ｽﾎﾟ少） 深谷真 （桜川Ｊｒ．ﾊﾞﾄﾞ） 飯田 （青梅ｼﾞｭﾆｱ）

8
16 森田 （たなしＭＡＸ） 田中 （三条ｸﾗｰｸ．Ｊｒ）

14 山﨑 （鎌ヶ谷ｼﾞｭﾆｱ） 青木 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）


