
氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
萩原 柚夏 群馬 片品中学校 60803 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾅ
星野 そよ風 群馬 片品中学校 60720 ﾎｼﾉ ｿﾖｶ
吉野 芹香 群馬 片品中学校 61129 ﾖｼﾉ ｾﾘｶ
藤田 みどり 東京 尾山台中学校 70216 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾄﾞﾘ
吉野 実和 群馬 片品中学校 60821 ﾖｼﾉ ﾐﾜ
萩原 唯 群馬 安中第二中学校 70712 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｲ
宇田川 雅 東京 玉川学園中学部 70703 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾐﾔﾋﾞ
喜地　真鈴 東京 都市大等々力中学校 ｷﾁ　ﾏﾘﾝ

氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
近藤 優太 東京 瀬田中学校 50424 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ
石井 宏多朗 群馬 水上中学校 50606 ｲｼｲ ｺｳﾀﾛｳ
大島 史彰 群馬 沼田中学校 60531 ｵｵｼﾏ ﾌﾐｱｷ
新井 蔵人 東京 豊島区立西巣鴨中学校 71001 ｱﾗｲ ｸﾗﾄ
宮城 良佑 東京 砧中学校 50924 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳｽｹ
和田 望 東京 早稲田実業学校中学校 51218 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ
横堀 獅子丸 群馬 群大付属中 61117 ﾖｺﾎﾞﾘ ｼｼﾏﾙ
正西 賢将 神奈川 桐蔭学園中学 50425 ﾏｻﾆｼ ｹﾝｼｮｳ
三浦 一桔 群馬 片品中学校 71017 ﾐｳﾗ ｲﾂｷ
鈴木 蒼大 東京 千川中学校 71209 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
北山 桂月 群馬 藤原中学校 50918 ｷﾀﾔﾏ ｶﾂｷ
中村 拓真 神奈川 桐光学園中学校 60728 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ
杉山 武尊 埼玉 新曽中学校 80102 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾙ
町田 央可 群馬 高崎長野郷中学校 60808 ﾏﾁﾀﾞ ｵｳｶ
永井 真生 群馬 片品中学校 71217 ﾅｶﾞｲ ﾏｵ
竹田 柊晴 東京 立教池袋中学校 71204 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｾｲ
堀 竣一 東京 明星中学校 80306 ﾎﾘ ｼｭﾝｲﾁ
宮嶋 倖太郎 群馬 月夜野中学校 71229 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ
中村 悠真 神奈川 横浜ペガサススキークラブ 70102 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ
山岸　珀斗 神奈川 清新中学校 60525 ﾔﾏｷﾞｼ　ﾊｸﾄ

氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
石塚　千尋 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 20080604 ｲｼﾂﾞｶ　ﾁﾋﾛ
和田　衣未 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 20090714 ﾜﾀﾞ　ｴﾐ
石井　咲亜耶 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 20090313 ｲｼｲ　ｻｱﾔ
田中　心結 群馬 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20080915 ﾀﾅｶ　ﾐﾕ
星野　埜の風 群馬 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20081205 ﾎｼﾉ　ﾉﾉｶ

氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
安東　恭助 千葉 浦安ｽｷｰ連盟 20090329 ｱﾝﾄﾞｳ　ｷｮｳｽｹ
正木　駿 神奈川 湘南学園小学校 20100221 ﾏｻｷ　ｼｭﾝ
田口　喜一 東京 Ziel　Tokyo 20090311 ﾀｸﾞﾁ　ｷｲﾁ
近藤　純太 東京 苗場ﾍﾞｰｼｯｸ＆ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 20090213 ｺﾝﾄﾞｳ　ｼﾞｭﾝﾀ
西大條　育孝 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰﾁｰﾑ 20080725 ﾆｼｵｵｴﾀﾞ　ｲｸﾀｶ
中道　槙志 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 20091214 ﾅｶﾐﾁ　ﾏｷｼ
中道　慈英 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 20080411 ﾅｶﾐﾁ　ｼﾞｴｲ
田代　雅紋 東京 ﾄﾑﾃ 20091224 ﾀｼﾛ　ｶﾞﾓﾝ
早川　徹彦 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 20090304 ﾊﾔｶﾜ　ﾃﾂﾋｺ
鈴木　啓太郎 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20080630 ｽｽﾞｷ　ｹｲﾀﾛｳ
稲葉　慶太朗 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20080513 ｲﾅﾊﾞ　ｹｲﾀﾛｳ
堀田　隆一郎 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20081021 ﾎｯﾀ　ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
村山　雄飛 東京 東京ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ 20090731 ﾑﾗﾔﾏ　ﾕｳﾄ
宇田　純大 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 20080718 ｳﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ
嶋守　健人 群馬 高崎市ｽｷｰ連盟 20090915 ｼﾏﾓﾘ　ﾀｹﾄ
小和田　羚 群馬 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20080916 ｺﾜﾀﾞ　ﾚｲ
入澤　櫂成 群馬 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20081105 ｲﾘｻﾜ　ｶｲｾｲ
荒川　雄輝 群馬 草津ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20091118 ｱﾗｶﾜ　ﾕｳｷ
小林　洸 群馬 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20090102 ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳ
山口　響 群馬 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20081229 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋﾋﾞｷ
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三浦　楓生 群馬 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20080812 ﾐｳﾗ　ｶｲ
吉野　桔平 群馬 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20090618 ﾖｼﾉ　ｷｯﾍﾟｲ

氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
谷　梅圭 神奈川 BURST-YOKOHAMA 20140201 ﾀﾆ　ｳﾒｶ
山口　奏 群馬 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20120424 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾅﾃﾞ
正木　咲空 神奈川 浜須賀小学校 20120531 ﾏｻｷ　ｻﾗ
小泉　結希 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 20120714 ｺｲｽﾞﾐ　ﾕｳｷ
諏訪　翔音 東京 ﾁｰﾑ　ﾃﾞｨｰｴﾙﾍﾞｰﾊｰ　ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20131205 ｽﾜ　ｶﾉﾝ
村山　恵吏加 東京 東京ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ 20120508 ﾑﾗﾔﾏ　ｴﾘｶ
関川　寧桜 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20130615 ｾｷｶﾜ　ﾅｵ

氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
田口　福一 東京 Ziel　Tokyo 20120815 ﾀｸﾞﾁ　ﾌｸｲﾁ
東使　洋太朗 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 20130412 ﾄｳｼ　ﾖｳﾀﾛｳ
長嵐　由晟 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 20130427 ﾅｶﾞｱﾗｼ　ﾕｳｾｲ
関　龍之輔 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 20121001 ｾｷ　ﾘｭｳﾉｽｹ
福井　健人 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 20130105 ﾌｸｲ　ｹﾝﾄ
嶋守　郁人 群馬 高崎市ｽｷｰ連盟 20130618 ｼﾏﾓﾘ　ﾌﾐﾄ
佐藤　源 神奈川 伊勢山小学校 20121015 ｻﾄｳ　ｹﾞﾝ
西岡　虎以 神奈川 K-Power 20130501 ﾆｼｵｶ　ﾄﾗｲ
恩田　千瑛 神奈川 SCｶﾒ 20130418 ｵﾝﾀﾞ　ﾁｱｷ

氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
藍澤　舞衣 神奈川 横浜市立中川中学校 20110502 ｱｲｻﾞﾜ　ﾏｲ
竹本　瑚乃 神奈川 BURST-YOKOHAMA 20111101 ﾀｹﾓﾄ　ｺﾉ
三浦　柚花 群馬 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20110606 ﾐｳﾗ　ﾕｲｶ
三輪　エミ 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20100923 ﾐﾜ　ｴﾐ
関川　翠桜 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20101011 ｾｷｶﾜ　ﾐｵ
池端　伽藍 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20110713 ｲｹﾊﾞﾀ　ｷｬﾗ
鈴木　萌々子 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20100525 ｽｽﾞｷ　ﾓﾓｺ
藤井　愛佳 東京 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 20110408 ﾌｼﾞｲ　ｱｲｶ
近藤　柑菜 東京 苗場ﾍﾞｰｼｯｸ＆ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾞﾗﾌﾞ ｺﾝﾄﾞｳ　ｶﾝﾅ
松永　佳恋 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨSS 20110727 ﾏﾂﾅｶﾞ　ｶﾚﾝ

氏名漢 県連盟 所属 生年月日 氏名ｶﾅ
深野　翔太郎 東京都 Ziel　Tokyo 20111022 ﾌｶﾉ　ｼｮｳﾀﾛｳ
茂筑　虹汰 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20100517 ﾓﾁｸ　ｺｳﾀ
浅枝　樂 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20120121 ｱｻｴﾀﾞ　ｶﾞｸ
根岸　桜真 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20120116 ﾈｷﾞｼ　ﾊﾙﾏ
平山　航太朗 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20111023 ﾋﾗﾔﾏ　ｺｳﾀﾛｳ
堀　綺良 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 20110727 ﾎﾘ　ｷﾗ
田中　太暉 群馬 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20110218 ﾀﾅｶ　ﾊﾙｷ
吉田　拓真 神奈川 横浜国大付属鎌倉小 20100629 ﾖｼﾀﾞ　ﾀｸﾏ
曺永宇 神奈川 白幡小学校 20111108 ﾁｮ　ﾖﾝｳ
田中　遼介 神奈川 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ 20100823 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ
山田　海斗 神奈川 BURST-YOKOHAMA 20100630 ﾔﾏﾀﾞ　ｶｲﾄ
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