
チーム名 県名 氏名 フリガナ 学年

ANGELS 兵庫 孫田　太陽 マゴタ　タイヨウ 中２

ANGELS 兵庫 山下　順汰 ヤマシタ　ジュンタ 中２

ANGELS 兵庫 中西　孝輔 ナカニシ　コウスケ 中３

M&I 愛知 岩間　悠生 イワマ　ユウセイ 中2

SUGIHARA.B.C 兵庫 黒川　主税 クロカワチカラ 中2

ＴＮＢＣジュニア 大阪 川又　康聖 ｶﾜﾏﾀ　ｺｳｾｲ 中2

ＴＮＢＣジュニア 大阪 中井　海里 ﾅｶｲ　ｶｲﾘ 中3

winwin 愛知 福田　結都 フクダユイト 中2

アドバンス 愛知 遠藤　隆晟 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾘｭｳｾｲ 中１

ウィスタリア 愛知 池田　晴 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙ 中3

ウィスタリア 愛知 深田　朔玖 ﾌｶﾀﾞ ｻｸ 中1

ウィスタリア 愛知 平井　賢志 ﾋﾗｲ ﾏｻｼ 中1

ウィスタリア 愛知 神谷　陸斗 ｶﾐﾔ ﾘｸﾄ 中1

ウィスタリア 愛知 神谷　爽太 ｶﾐﾔ ｿｳﾀ 中3

どんぐりジュニア 静岡 山田　朔 ヤマダ　サク 中3

どんぐりジュニア 静岡 小林　司 コバヤシ　ツカサ 中１

どんぐりジュニア 静岡 鈴木　一嘉 スズキ　イチカ 中１

ハシルトン 愛知 岩﨑 大知 ｲﾜｻｷ　ﾀｲﾁ 中2

白須賀中 静岡 越前 俊希 エチゼン トシキ 中２

横須賀Jr 愛知 松浦　玲偉 マツウラ　レイ 中3

横須賀Jr 愛知 大黒　結也 ダイコク　ユウヤ 中3

横須賀Jr 愛知 中村　慎吾 ナカムラ　シンゴ 中3

横須賀Jr 愛知 宍戸　佑月 シシド　ユヅキ 中3

岡崎Jr 愛知 田中　颯真 ﾀﾅｶ　ｿｳﾏ 中2

岡崎Jr 愛知 三田村　壮眞 ﾐﾀﾑﾗ　ｿｳﾏ 中2

仰木の里Jr 滋賀 四谷　隼晟 ﾖﾂﾀﾆ　ｼｭﾝｾｲ 中1

玉城BS 三重 木下　響介 ｷﾉｼﾀ　ｷｮｳｽｹ 中１

桜井SK 奈良 巻木　柊聖 マキギ　シュウセイ 中3

桜井SK 奈良 森田　颯太 モリタ　ソウタ 中２

桜井SK 奈良 岡田　隼亮 オカダ　シュンスケ 中２

桜井SK 奈良 箕谷　恵太 ミタニ　ケイタ 中１

四日市Jr 三重 田島　隼人 タジマハヤト 中3

四日市Jr 三重 秋山　翔 アキヤマショウ 中１

四日市Jr 三重 宮岡　孝丞 ミヤオカコウスケ 中２

四日市Jr 三重 山川　大輝 ヤマカワダイキ 中１

名経大市邨中 愛知 渡邊　楓雅 ワタナベフウガ 中２

名経大市邨中 愛知 澤木　悠 サワキユウ 中２

名経大市邨中 愛知 山本　櫂利 ヤマモトカイリ 中１

名経大市邨中 愛知 山本　翔太 ヤマモトショウタ 中１

MEW 滋賀 森野　亜楠 モリノ　アナン 中1

MEW 滋賀 森口　丈瑠 モリグチ　タケル 中1



チーム名 県名 氏名 フリガナ 学年

松原中 愛知 清水　彪梧 ｼﾐｽﾞ　ﾋｮｳｺﾞ 中1

新宮 和歌山 髙野　乙葵 ﾀｶﾉ ｲﾂｷ 中3

新宮 和歌山 関谷　颯将 ｾｷﾔ ﾊﾔﾄ 中3

新宮 和歌山 髙野　みずき ﾀｶﾉ ﾐｽﾞｷ 中1

西尾Jr 愛知 角倉　陽太 スミクラ　ヨウタ 中２

西尾Jr 愛知 杉山　朝日 スギヤマ　アサヒ 中３

西尾Jr 愛知 仁枝　琥多郎 ニエダ　コタロウ 中１

広幡バドキッズ 静岡 柘植　太壱 ﾂｹﾞ　ﾀｲﾁ 中1

長久手Jr 愛知 浅野　晃生 ｱｻﾉ ｺｳｾｲ 中1

長久手Jr 愛知 木下　陽生 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ 中1

UDC 栃木 松本　一優 マツモト　カズヒロ 中3

二川中 愛知 加藤　聡太郎 ｶﾄｳ　ｿｳﾀﾛｳ 中2

尾西第二中 愛知 渡辺　修平 ワタナベシュウヘイ 中3

木津第二中 京都 奈良　悠叶 ナラ　ユウト 中２

常盤中 三重 井垣　堆心 ｲｶﾞｷ　ﾀｲｼﾝ 中2

光陽中 奈良 古根川　倭 コネガワヤマト 中3

仰木の里Jr 滋賀 藤木 蓮 フジキレン 中3

協和中 香川 安田　翔 ヤスダカケル 中3

協和中 香川 岩佐　悠希 イワサユウキ 中2

川内中 愛媛 野中　翔斗 ノナカ ハルト 中3

日見中 長崎 草ノ瀬　悠生 クサノセ　ユウセイ 中3

日見中 長崎 吉次　和義 ヨシツグ　ナギ 中3

日見中 長崎 後藤　洸太 ゴトウ　コウタ 中3

日見中 長崎 村川　翔真 ムラカワ　ショウマ 中2

日見中 長崎 井上　莉桜 イノウエ　リオ 中2

日見中 長崎 増田　大輝 マスダ　ダイキ 中2

日見中 長崎 左村　都之助 サムラ　イチノスケ 中2

日見中 長崎 森下　遼太郎 モリシタ　リョウタロウ 中1

日見中 長崎 渡辺　暁翔 ワタナベ　アキト 中1

大里東Jr 愛知 長束　翔太 ナツカショウタ 中3

大里東Jr 愛知 日比　貴博 ヒビタカヒロ 中2

大里東Jr 愛知 林　勇希 ハヤシユウキ 中2



チーム名 県名 氏名 フリガナ 学年

小西　凱惺 コニシ　カイセイ 中２

玉橋　風翔 タマハシ　フウト 中２

諸岡　泰晟 ﾓﾛｵｶ ﾀｲｾｲ 中3

尾形　亮輔 ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 中1

小田　琥太郎 オダ　コタロウ 中2

小田　凜太郎 オダ　リンタロウ 中1

河野　秀飛 コウノ　シュウト 中3

斉藤　大河 サイトウ　タイガ 中3

竹内 翔紀 タケウチ ショウキ 中3

横山 健生 ヨコヤマ ケンセイ 中2

伊藤　飛瑛 イトウ ヒエイ 中3

片岩　優貴 カタイワ ユウキ 中2

野田　春喜 ノダ　ハルキ 中1

江﨑　光惺 エサキ　コウセイ 中１

樫尾　陽太 カシオヒナタ 中３

中村　琉音 ナカムラリュウト 中３

鷲見　洸之介 スミコウノスケ 中３

北野　透亘 キタノトア 中３

西牟田　剛 ニシムタゴウ 中２

江崎　大晟 エサキタイセイ 中１

山内　啓生 ヤマウチ　ケイセイ 中３

鈴木　翔 スズキ　ショウ 中２

伊藤　瑛都 イトウ　エイト 中1

牧野　航大 マキノ　コウダイ 中2

高井　創 タカイ　ハジメ 中3

池田　凪 イケダ　ナギサ 中2

市村　陸翔 イチムラ　リクト 中３

八木　勇輝 ヤギ　ユウキ 中３

高間　康生 タカマ　コウキ 中１

上條　喜俐斗 カミジョウ　キリト 中１

山名　悠史 ヤマナユウシ 中２

中川　康平 ナカガワコウヘイ 中２

中家　謙信 ナカヤケンシン 中3

成瀬　浬 ナルセカイリ 中3

井上　夢樹 イノウエユメキ 中3

加藤　洋佑 カトウヨウスケ 中3
愛知

愛知

滋賀

愛知

愛知

大里東Jr

大里東Jr

日吉中

村雲Jr（円上中）

村雲Jr（円上中）

愛知

愛知

岐阜

猪子石Jr

猪子石Jr

西尾Jr

名経大市邨中

名経大市邨中

名経大市邨中

各務原Jr

愛知

愛知

大阪

乙川エール

乙川エール

阿久比BC

阿久比BC

ウィスタリア

イーグレット　大阪

愛知

愛知

愛知

愛知

愛知

愛知

愛知



チーム名 県名 氏名 フリガナ 学年

ANGELS 兵庫 谷口　珠捺 タニグチ　スズナ 中2

M&I 愛知 大橋　美月 オオハシ　ミツキ 中3

M&I 愛知 桑原　心 クワハラ　ココロ 中2

M&I 愛知 宮田　奈乃羽 ミヤタ　ナノハ 中2

M&I 愛知 笠原　未釉 カサハラ　ミユ 中2

M&I 愛知 玉井　恵莉花 タマイ　エリカ 中3

NOCK 愛知 早水　咲葵 ﾊﾔﾐｽﾞ　ｻｷ 中3

T-Jump 愛知 宮本　紗季 ﾐﾔﾓﾄ　ｻｷ 中1

ＴＮＢＣジュニア 大阪 福井　遥菜 ﾌｸｲ　ﾊﾙﾅ 中3

winwin 愛知 後藤　紗和 ゴトウサオ 中3

winwin 愛知 山本　紗希歩 ヤマモトサキホ 中3

winwin 愛知 中本　花楓 ナカモトカエデ 中1

ウィスタリア 愛知 垣内　珠光 ｶｷｳﾁ ﾀﾏﾐ 中3

ウィスタリア 愛知 初野　桃香 ﾊﾂﾉ ﾓﾓｶ 中2

ウィスタリア 愛知 大久保　千都聖 ｵｵｸﾎﾞ ﾁﾄｾ 中2

ウィスタリア 愛知 山來　愛紗 ﾔﾏｸ ｱﾘｻ 中1

ウィスタリア 愛知 木戸　結彩 ｷﾄﾞ ﾕｲｻ 中2

たんぽぽ 愛知 金岡　真椰 カナオカ　マヤ 中2

どんぐりジュニア 静岡 片山　朋香 カタヤマ　トモカ 中2

横須賀Jr 愛知 古舘　美空 フルタチ　ミソラ 中1

岡崎Jr 愛知 尾﨑　一華 ｵｻﾞｷ　ｲﾁｶ 中1

乙川エール 愛知 徳田　雪路 トクダ ユキジ 中1

乙川エール 愛知 竹内　彩乃 タケウチ アヤノ 中３

下伊那松川中 長野 広沢　愛優美 ヒロサワ アユミ 中１

樫原中 京都 射庭　茉亜紗 イバ　マアサ 中３

岐南中 岐阜 山田　桧菜乃 ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾅﾉ 中3

岐南中 岐阜 竹島　みさと ﾀｹｼﾏ　ﾐｻﾄ 中2

仰木の里Jr 滋賀 松田　唯 ﾏﾂﾀﾞ　ﾕｲ 中３

仰木の里Jr 滋賀 西村　果恋 ﾆｼﾑﾗ　ｶﾚﾝ 中１

仰木の里Jr 滋賀 小林　柚那 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕﾅ 中1

玉城BS 三重 松田　陽葵 ﾏﾂﾀﾞ　ﾋﾏﾜﾘ 中２

玉城BS 三重 谷口　未優 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾐﾕｳ 中１

高森中 長野 牧野　瑞希 マキノ　ミズキ 中3

高森中 長野 光沢　真桜 コウザワ　マオ 中3

高森中 長野 松下　郁果 マツシタ　フミカ 中3

高森中 長野 神崎　由桜 カンザキ　ユメ 中3

高森中 長野 手塚　結萌乃 テヅカ　ユメノ 中1

高森中 長野 澤村　美杏 サワムラ　ミアン 中2

桜井SK 奈良 巻木　瑠夏 マキギ　ルナ 中１

桜井SK 奈良 岡本　歩子 オカモト　アコ 中３

四日市Jr 三重 矢野　双葉 ヤノフタバ 中3



チーム名 県名 氏名 フリガナ 学年

名経大市邨中 愛知 岡島　早那 オカジマサナ 中３

名経大市邨中 愛知 田村　優衣 タムラユイ 中２

名経大市邨中 愛知 宮崎　結舞 ミヤザキユマ 中１

名経大市邨中 愛知 熊谷　南虹 クマガイナコ 中１

名経大市邨中 愛知 末吉　虹心実 スエヨシココミ 中１

西尾Jr 愛知 竹内　亜美 タケウチ　アミ 中３

西尾Jr 愛知 清水　萌々香 シミズ　モモカ 中１

広幡バドキッズ 静岡 天野　祐希 ｱﾏﾉ　ﾕｳｷ 中2

広幡バドキッズ 静岡 村越　七海 ﾑﾗｺｼ　ﾅﾐ 中3

広幡バドキッズ 静岡 五十右　夕芽 ｲﾐｷﾞ　ﾕﾒ 中2

広幡バドキッズ 静岡 中野　寧音 ﾅｶﾉ　ﾈﾈ 中1

美翔団Jr 三重 鎌田　虹花 カマタ　ニジカ 中1

美翔団Jr 三重 小澤　由愛 オザワ　ユア 中1

碧南市立南中 愛知 旭　有彩 アサヒ　ユイ 中3

明生Jr 三重 酒井　新菜 サカイ　ニイナ 中3

名古屋スポ少 愛知 豊島　思歩 ﾄﾖｼﾏ ｼﾎ 中3

名古屋スポ少 愛知 清水　凜音 ｼﾐｽﾞ ﾘｵﾝ 中2

名古屋スポ少 愛知 瀧　美沙緒 ﾀｷ ﾐｻｵ 中1

ときわJr 三重 大石　乃愛 オオイシ　ノア 中２

ときわJr 三重 保井　亜子 ヤスイ　アコ 中２

大里東Jr 愛知 佐竹　結衣 サタケユイ 中2

大里東Jr 愛知 稲村　美空 イナムラミク 中1



チーム名 県名 氏名 フリガナ 学年

中尾　心晴 ナカオ　コハル 中2

内山　莉緒 ウチヤマ　リオ 中2

水野　有梨 ミズノ　ユウリ 中2

齋藤　比佳莉 サイトウ　ヒカリ 中2

米田　悠花 ﾖﾈﾀﾞ　ﾕｳｶ 中1

浦越　栞奈 ｳﾗｺｼ　ｶﾝﾅ 中1

平井　智子 ﾋﾗｲ ﾄﾓｺ 中3

深田　芽美 ﾌｶﾀﾞ ﾒﾐ 中3

品川　沙恵子 シナガワ　サエコ 中3

池原　凜奈 イケハラ　リナ 中3

森田　小春 モリタ コハル 中３

澤山　佳奈 サワヤナ カナ 中3

武仲　沙緒莉 ﾀｹﾅｶ　ｻｵﾘ 中2

岡田　李乃香 ｵｶﾀﾞ　ﾘﾉｶ 中2

金森　みなみ ｶﾅﾓﾘ　ﾐﾅﾐ 中2

河田　みのり ｶﾜﾀﾞ　ﾐﾉﾘ 中2

牧野　瑞希 マキノ　ミズキ 中3

光沢　真桜 コウザワ　マオ 中3

松下　郁果 マツシタ　フミカ 中3

神崎　由桜 カンザキ　ユメ 中3

澤村　美杏 サワムラ　ミアン 中2

手塚　結萌乃 テヅカ　ユメノ 中1

阿保　璃央 オカヤスリオ 中３

稲垣　凛 イナガキリン 中３

門川　季 カドカワイチ 中２

蟹江　咲月 カニエサツキ 中２

山本　実生 ヤマモトミウ 中１

松井　美葉音 マツイミハネ 中１

長谷川　翼咲 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾂﾊﾞｻ 中1

西野　綾華 ﾆｼﾉ　ｱﾔｶ 中3

辻　和華 ツジ　ノドカ 中2

金井　梨瑛 カナイ　リヨ 中2

山田　莉瑚 ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｺ 中2

鶴見　璃夏 ﾂﾙﾐ　ﾘﾅ 中1

河村　杏珠 カワムラアンジュ 中2

松久保　ひかり マツクボヒカリ 中1

稲原　偲乃 イナハラシノ 中2

井上　梨海 イノウエリミ 中1
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