
種目 チーム 監督

しぶい　あきら とがし　こうた たけうち　ひろえ やまや　かずさ いけだ　ゆうき とがし　ゆづき おぜき　ゆうしん しまだ　こはく くどう　りき たかはし　ひかる つがわ　ゆうた

渋井 明 富樫 恒太 竹内 裕瑛⑥ 山家 一紗⑥ 池田 侑輝⑤ 富樫 柚月⑤ 小関 優心④ 嶋田 琥珀④ 工藤 璃希③ 高橋 輝② 津川 祐太②

かなやま　きよみ すずき　すみこ すずき　かなた くにまつ　しんのすけ よしの　ともき にしの　そうた くにまつ　だいと ひがしの　りゅうと よしの　らいと

金山 清美 鈴木 澄子 鈴木 奏楽⑥ 國松 慎之助⑥ 吉野 友基⑥ 西野 颯太⑤ 國松 大斗④ 東野 琉人③ 吉野 来飛②

きくち　かなこ かんの　こう おいかわ　たかし すがわら　ゆうせい ささき　ひょうり きくち　こうすけ かんの　そうた おいかわ　ゆうき さとう　しょうへい きくち　なおと かんの　なお さとう　こうせい

菊地 奏子 菅野 幸 及川 崇 菅原 祐成⑥ 佐々木 彪里⑥ 菊地 康介⑤ 菅野 颯太⑤ 及川 裕暉⑤ 佐藤 翔平⑤ 菊地 直仁③ 菅野 夏央③ 佐藤 煌成③

いとう　としひろ おおばやし　かずゆき あおやぎ　ゆういち あかまつ　だいきち おおばやし　たいが あかまつ　たいが あおやぎ　たつや まつだ　たくと まつだ　はるき おおば　せらん あびこ　ゆうや

伊藤 敏洋 大林 一之 青柳 雄一 赤松 大壱吉⑥ 大林 大河⑤ 赤松 大壱雅⑤ 青柳 達也⑤ 松田 卓能④ 松田 陽希④ 大場 世嵐④ 安孫子 悠也③

さとう　しんいち しぎはら　かずひろ さがわ　のぶお さがわ　たくみ あんざい　さとる いとう　しょう くまがい　しゅん あそ　たくと さとう　せいや さくま　たけひろ おおうち　まさや さがわ　りょう あそ　ともき

佐藤 進一 鴫原 和洋 佐川 伸雄 佐川 巧⑥ 安斎 悟⑥ 伊藤 翔⑥ 熊谷 隼⑥ 安増 拓人⑥ 佐藤 聖哉⑤ 佐久間 健大④ 大内 雅也④ 佐川 稜④ 安増 智喜④

いいずみてつや しがまもる まつながいづみ くらもちけいすけ しみずだいき こうやまりゅうたろう いとうそうま しがひかる まつながこうじ いいずみだいち しみずともき ひさまつりく

飯泉 哲也 志賀 守 松永 いづみ 倉持 佳祐⑥ 清水 大喜⑥ 神山 龍太郎⑥ 伊藤 聡馬⑤ 志賀 光⑤ 松永 晃治⑤ 飯泉 大地④ 清水 友喜④ 久松 陸③

やまねかずひろ さとうたもつ おかむらともき つかごしたつや えんざかなおき かわぎしはやと はすぬまともや こがねいかずき なりづかともや たかはしやまと おおまめうだせな とみざわしゅうと みやざきおとき

山根 一廣 佐藤 保 岡村 知輝 塚越 達也⑥ 遠坂 直希⑥ 川岸 勇斗⑥ 蓮沼 倫弥⑥ 小金井 一輝⑤ 成塚 智弥⑤ 高橋 弥真土④ 大豆生田 世成③ 冨沢 修斗③ 宮崎 音喜③

のと　のりお わだ　たけし つだ　あやこ くまだ　けいすけ くまき　ゆきや こばやし　たくま ひらた　とわ おおや　ひかる くまき　りょうや つだ　こうせい なかむら　たつや うえだ　よしなり

能登 則男 和田 雄 津田 文子 熊田 圭修⑥ 熊木 倖也⑥ 小林 卓馬⑥ 平田 透和⑤ 大屋 光⑤ 熊木 凌也③ 津田 光生③ 中村 竜也③ 上田 恵也⑤

かねこ　りゅういち さくらい　かずたか ふくだ　ゆうや いとう　そうま すずき　ひろき かねこ　そら つぼくら　たいよう ぬまた　かずま かとう　はる かねこ　あおい かねこ　はる もりやま　たいが

金子 隆市 桜井 一貴 福田 祐弥⑥ 伊藤 聡馬⑥ 鈴木 啓己⑥ 金子 空⑥ 坪倉 太陽⑤ 沼田 和真⑤ 加藤 温⑤ 金子 碧④ 金子 遥④ 守山 大雅③

ばん　かつみ やなぎはら　こうじ あんぽ　りゅうき なかがわ　そうた たぐち　せいや たながわ　りょうご あんぽ　むつき やなぎはら　しゅうた むらた　ひかる ふじた　かい

伴 克己 柳原 浩司 安保 瑠城⑥ 中川 創太⑤ 田口 聖也⑤ 谷川 僚吾⑤ 安保 武輝④ 柳原 秀太④ 村田 光琉③ 藤田 櫂③

のぐちさとし こみやまさきえ きくちとしろう おばらはるか のぐちしょうへい おばらひかる やながわれん たにやけいしゅん ごうだしょうた のぐちしゅんぺい やながわるい こみやまかずと

野口 聡 小見山 咲枝 菊池 敏郎 小原 悠⑥ 野口 翔平⑤ 小原 輝⑤ 柳川 蓮⑤ 谷屋 慧隼⑤ 合田 翔太④ 野口 駿平③ 柳川 瑠生③ 小見山 和斗③

きどともゆき きどやすこ しばた　たくみ まつき　だいや くまがい　ゆうた たかぎ　しょういち みずたに　ゆうた なわた　りく はしむら　ゆうと あおき　こうめい しのはら　せんいち のむら　あゆむ

城戸 友行 城戸 康子 柴田 拓実⑥ 松木 大弥⑥ 熊谷 裕太⑤ 高城 翔一⑤ 水谷 結太⑤ 縄田 理玖④ 橋村 優翔④ 青木 洸明③ 篠原 仙一③ 野村 歩夢②

にむら　なおき ばんどう　ゆういち えがしら　ごろう おの　たいへい えがしら　おうすけ いとう　まさき あびこ　てるただ みうら　ともき やまもと　そうた なるせ　あさひ かたがい　そうた まつおか　こうせい

二村 直樹 板東 祐一 江頭 吾郎 小野 泰平⑥ 江頭 桜空⑥ 藺藤 真咲⑥ 安孫子 輝忠⑥ 三浦 知喜⑤ 山本 宗汰④ 成瀬 朝陽④ 片貝 颯太③ 松岡 倖成②

ほりかわ　かずこ たけだ　きよし ごとう　みつはる たけだ　こうた あべ　だいすけ ごとう　そら つちだ　りゅうせい みうら　りく しぶや　しゅんすけ たけだ　みつき しいや　けんすけ たちばな　はるた わたなべ　れおん

堀川 和子 武田 潔 後藤 光晴 武田 航太⑥ 阿部 大輔⑥ 後藤 空⑥ 土田 琉聖⑥ 三浦 璃久⑤ 渋谷 駿介⑤ 武田 光希⑤ 椎谷 健佑⑤ 橘 温大③ 渡辺 麗音③

はず　せい はたけやま　あやこ おおち　ひろき かわかみ　たくみ さいとう　りょうま ささき　だいき こうえ　しょうご なかやま　ゆいと おおやま　とあ ひきの　かいり むらかみ　こうき

羽豆 正 畠山 亜矢子 大地 寛輝 川上 匠⑤ 齊藤 涼磨⑤ 佐々木 大樹④ 鴻江 翔伍④ 中山 結斗④ 大山 翔愛④ 引野 海里④ 村上 光希②

まつざわ　としみ かすが　じゅんいち くわざわ　としたか ほんだ　ひかる からき　だいち いけがみ　ともや おざわ　りゅうせい きりゅう　ゆうが しまざき　こうき かすが　としのぶ ふじもり　ともや なかむら　ともき からき　しん

松澤 利美 春日 純一 桑澤 俊孝 本田 光⑥ 唐木 大地⑥ 池上 智哉⑥ 小澤 琉晟⑤ 桐生 悠雅⑤ 島崎 広暉⑤ 春日 駿伸⑤ 藤森 智哉⑤ 中村 智希④ 唐木 伸③

にしもと　ゆきお はおか　かずよし くにた　のぶお おく　ゆうた たけうち　かんた おおた　しゅんや ふじた　ゆうご うちだ　すいげん たけうち　こうせい みずの　りと

西本 幸夫 羽岡 万善 国多 伸夫 奥 優汰⑤ 竹内 寛太⑤ 大田 隼也④ 藤田 勇吾④ 内田 崇元③ 竹内 幸生② 水野 吏都②

ふるい　ひとし みなみ　あつし いまい　ともかず やまだ　あつのすけ みなみ　かずき やべ　しょうた しんぼり　さくや いまい　ひなた うらで　しょうた ほりた　だいき かなもり　りく みなみ　あきら

古井 仁史 南 篤志 今井 友和 山田 篤之介⑥ 南 和樹⑥ 矢部 翔大⑥ 新堀 朔也⑥ 今井 日和太⑤ 浦出 翔太⑤ 堀田 大樹④ 金森 凜久④ 南 明良④

きむら　まさゆき こまい　けいこ しば　こうすけ ふじたに　こたろう いした　ゆうと わかさ　らいき こまい　はやと てらい　たつや あおやま　そうた ふじたに　たいが にしむら　ゆうたろう なかわたせ　みつき みやもと　かずき

木村 正之 駒井 慶子 芝 孝介 藤谷 虎太朗⑥ 石田 悠斗⑤ 若狭 来希⑤ 駒井 颯斗⑤ 寺井 達哉⑤ 青山 颯汰⑤ 藤谷 泰雅④ 西村 勇汰郎④ 中渡瀬 充吉④ 宮本 和輝④

かたいと　くにゆき たなか　なおき いえむら　たつや やまだ　うこん やまだ　さこん たがわ　しょうご なかむら　りく あらい　ひかる なかがわ　れん あさむら　あおい もり　ともあき はまり　ひゅうが

片糸 邦之 田中 直樹 家村 達弥 山田 右近⑤ 山田 左近⑤ 田川 翔悟⑤ 中村 里玖⑤ 荒井 輝③ 中川 怜③ 浅村 碧生③ 森 智彰③ 濱里 日向③
B 金沢崎浦（石川県）

B 東部スポ少（富山県）

B 野々市Ｊｒ（石川県）

B 南信Ｊｒ（長野県）

B 高岡ジュニア（富山県）

B はちみつＪｒ（新潟県）

B 佐渡ジュニア（新潟県）

B 小平ジュニア（東京都）

B ＮＰ神奈川（神奈川県）

B 松戸六実Ｊｒ（千葉県）

B たなしＭＡＸ（東京都）

B チャレンジャー（埼玉県）

B 出羽バドミンタン（埼玉県）

B ハルトノクラブ（茨城県）

B 笠懸ジュニア（群馬県）

B 山口バドスポ少（山形県）

B 東和キッズＢＣ（福島県）

聚富ジュニア（北海道）B

ＳＡ東（北海道）

B えさしガンバーズ（岩手県）

コーチ 選手
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種目 チーム 監督 コーチ 選手
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みつや　こうじ なんも　ゆきお こうがわ　ひろあき きだ　ゆうと なかむら　しゅん にしで　りく こうがわ　ゆうき いとう　たくま なんも　とわ なかの　ふみや みつや　りゅうせい みたむら　たいち みつはし　はると

三屋 晃二 南茂 幸夫 幸河 広明 木田 悠斗⑥ 中村 舜⑥ 西出 陸⑥ 幸河 優輝⑥ 伊藤 巧真⑥ 南茂 斗羽⑤ 中野 文哉⑤ 三屋 隆誠④ 三田村 汰一④ 三觜 悠人④

やまがた　ちよし なかむら　なおひと てらそま　しげかず まつなり　るーくゆうき たけの　そうま なかむら　ともや たけざわ　ようせい せきぐち　たいき なかや　いっしん くろかわ　ようへい たかしま　りょう たけの　たすく すずき　ゆうた

山形 知意 中村 尚人 寺杣 茂和 松成 ルーク勇輝⑥ 竹野 聡馬⑥ 中村 友哉⑥ 竹澤 陽生⑤ 関口 大毅⑤ 中谷 壱心⑤ 黒川 陽平⑤ 髙嶋 遼⑤ 竹野 輔④ 鈴木 裕太④

いで　やすお すみや　やすこ うんの　かずまさ うんの　りょうが もり　りょうた わたなべ　ひかる かみお　たいき さの　がくと わたなべ　そら のむら　ゆうき ごとう　ゆうと いで　ゆうじろう かつまた　しょうや

井出 裕雄 角谷 泰子 海野 和政 海野 凌我⑥ 森 遼太⑥ 渡辺 光⑥ 神尾 泰輝⑥ 佐野 覚斗⑤ 渡辺 空⑤ 野村 優輝⑤ 後藤 悠斗⑤ 井出 祐次郎④ 勝又 翔哉②

ながいよしお おおたえいじ こんどうえいこ おおたこうや おおのあきつぐ はせがわなおき すずたりくと あおやまるい いけむらなおと さわだけいいち こんどうかいゆう すずたまさき おおつそうへい

永井 与志夫 太田 恵次 近藤 英子 太田 光哉⑥ 大野 晃嗣⑥ 長谷川 尚紀⑥ 鈴田 陸斗⑥ 青山 留尉⑤ 池村 直人⑤ 澤田 圭一⑤ 近藤 海裕④ 鈴田 雅季④ 大津 壮平④

みつた　ようこ しみず　せいじ やひさ　はるき いとう　まなと やひさ　こうき しみず　としき あさい　だん まつなが　じおん おおこし　たく おおこし　あゆむ

光田 洋子 清水 誠司 屋久 晴紀 伊藤 愛翔⑥ 屋久 航輝⑥ 清水 俊樹⑤ 浅井 弾⑤ 松永 慈恩⑤ 大越 拓④ 大越 歩④

みずい　としふみ いけうち　かずたか うめむら　かずよし おおにし　せいや おぐら　たけひろ なかがわ　じゅんいちろう いけうち　かのん おおにし　なり たまだ　しょうき なかにし　かんた なかがわ　しょうたろう なかやま　そうた まつもと　けいご

水井 敏文 池内 一隆 梅村 一義 大西 聖哉⑥ 小掠 岳大⑥ 中川 潤一郎⑥ 池内 加恩⑤ 大西 成⑤ 玉田 尚己⑤ 中西 貫太⑤ 中川 翔太郎④ 中山 颯太③ 松本 啓吾③

おがわ　かずたみ やまだ　かずよし しまおか　よしかず やなせ　しゅう すぎはら　りゅうき やまだ　ゆうき たかはし　ひかる よしだ　はると やまだ　ゆう あんどう　しんいち おおさこ　としひさ よしだ　しんたろう ほそかわ　まなと

小川 和民 山田 一貴 島岡 義和 柳瀬 柊羽⑥ 杉原 龍希⑥ 山田 悠貴⑥ 高橋 光⑥ 吉田 陽登⑥ 山田 悠⑤ 安藤 心一⑤ 大迫 稔央⑤ 吉田 慎太郎④ 細川 真南斗④

つちや　りえこ のだ　いさむ おかやす　はるひこ なかしま　いっせい はやの　けいじ おかやす　りゅうと こじま　ともや あだち　ゆうや ながた　ゆうや ながもり　かずき のだ　そうた ながなわ　はるき

土屋 理江子 野田 勇 阿保 晴彦 中嶋 一晴⑥ 早野 敬司⑥ 阿保 龍斗⑤ 小島 知也⑤ 足立 侑哉⑤ 永田 裕也⑤ 永森 一輝④ 野田 颯多④ 永縄 陽生④

やまだ　すぎお まつもと　ひとし たかはし　けん かとう　しょうま ほんじょう　かつまさ とくおか　だいち しまかいわ　ゆい やまもと　れんか ごとう　ひうだい なかじま　いっせい いわみ　はろ なかにし　しゅうき いとう　りょう

山田 杉男 松本 仁志 高橋 健 加藤 匠真⑥ 本庄 克将⑤ 徳岡 大地⑤ 嶋川 湧為⑤ 山本 蓮栞⑤ 五島 比勇大⑤ 中嶋 壱成④ 岩見 巴路④ 中西 柊樹③ 伊藤 遼③

いのうえ　こうし いとう　あきのり おかもと　なおこ おしたに　ゆうき なかじま　しゅん よしもと　しょうた いとう　だいき きむら　ひろき たに　しゅうすけ おかもと　さんた なかじま　りく ふくはら　なおたろう

井上 晃志 伊藤 明則 岡本 直子 押谷 友暉⑥ 中島 俊⑥ 吉本 将太⑥ 伊藤 大輝⑤ 木村 裕貴⑤ 谷 柊輔⑤ 岡本 賛多④ 中島 陸④ 福原 直太朗①

かわむら　みか いでぐち　みな かわむら　まさあき いしだ　はるき けんもち　あさひ みぞ　あおば いしかわ　ひろむ いでぐち　しゅん にい　いつき ぬまた　けいかん かわむら　しょう

河村 美香 井手口 美奈 河村 昌明 石田 陽輝⑥ 剣持 旭⑥ 溝 蒼生⑥ 石川 弘⑤ 井手口 峻⑤ 新居 樹⑤ 沼田 慧和⑤ 河村 翔④

すけの　さとし いさがわ　たつひこ まつもと　たかひさ こわた　もとき やまぐち　けんたろう いさがわ　たいち こわた　よしき おぎの」ともあき やまぐち　しょうた ごろうまる　はつき ふじわら　たくと まつもと　けいた

助野 英志 去来川 辰彦 松本 尚久 木幡 志紀⑥ 山口 健太朗⑤ 去来川 太智④ 木幡 芳紀④ 荻野 友明④ 山口 翔太④ 五郎丸 杷月③ 藤原 拓人③ 松本 桂汰③

たちばな　まさひろ きだ　あつひこ うえひがし　のりこ なかやま　ゆうすけ えびす　あおと おかもと　ゆうき おおうえ　ゆうや うえひがし　かいき たなか　せいや なかやま　つよし こねがわ　やまと

橘 正浩 木田 充彦 上東 倫子 中山 裕亮⑥ 恵比須 蒼斗⑥ 岡本 優輝⑥ 大上 侑也⑥ 上東 海貴⑤ 田中 聖也④ 中山 剛志④ 古根川 倭①

とば　たかゆき てらだ　しんいち せこ　かずひこ しもむら　よしき せこ　かいと つじ　のぶたか たなか　れいあ ふみもと　かずと かなおか　としほ たなか　まさと たむら　えつき

鳥羽 孝幸 寺田 信一 瀬古 和彦 下村 佳生⑥ 瀬古 海斗⑥ 辻 伸崇⑥ 田中 鈴歩⑥ 文元 一登⑤ 金岡 俊歩⑤ 田中 将人④ 田村 悦希④

もりもと　たかひろ たくま　しのぶ もりもと　しげはる たくま　しゅう ながた　ふうた あおやま　たけし しんき　かける やまむら　たけし しんき　すばる しんき　はやと いまた　れん いわもと　みんと

森本 貴裕 田熊 忍 森本 滋治 田熊 珠羽⑥ 永田 風太⑥ 青山 孟司⑤ 新木 走⑤ 山村 岳志⑤ 新木 統③ 新木 颯③ 今田 蓮⑥ 岩本 実斗⑤

わだひであき ふくだ　あきら のつ　たかのり まんだい　ななと かど　てるよし あおと　ちはる すやま　ひびき ふじもと　あゆむ かとう　きょうしろう あおと　ちひろ ふじもと　たすく あおと　まひろ

和田 英昭 福田 昭 野津 孝徳 万代 七聖⑥ 角 瑛芳⑥ 青戸 智春⑥ 陶山 響⑤ 藤本 歩⑤ 加藤 杏志朗⑤ 青戸 智大④ 藤本 歩② 青戸 真大②

ながい　だいきち くろずみ　たくし すえよし　ゆうと ひらた　せいや あおえ　ゆうじ まえだ　かいせい おかむら　しょうた やまがた　ともや たなか　よう ひらた　りつき あきやま　ゆう おばた　まおと かしわぎ　みずき

永井 大吉 黒住 卓志 末吉 佑任 平田 晟也⑥ 青江 優志⑥ 前田 開成⑥ 岡村 翔汰⑤ 山縣 朋弥⑤ 田中 遥⑤ 平田 璃月④ 秋山 裕④ 小幡 真己④ 柏木 瑞貴⑤

ひのいし　ともこ もりかわ　なおみ なかむら　けいこ みやもと　かずや ひろいし　だいな ますだ　しょう もりかわ　しょうき ふじた　けんすけ ひのいし　みくる よしおか　しゅうせい なかむら　たくみ

日野石 智子 森川 直美 中村 恵子 宮本 和弥⑥ 日野石 大那⑥ 増田 翔⑤ 森川 翔暉④ 藤田 健介④ 日野石 未来③ 吉岡 柊星③ 中村 拓幹②

よしかわ　かずたか すだ　かずひろ とくなが　としこ わだいちろう まえだ　たくま むらかみ　なおひろ いわさき　しょうた ありよし　てるき たなか　ともや おかだ　けいたろう いけだ　まなと むらかみ　やすひろ すだ　はるき

吉川 和孝 須田 和広 徳永 敏子 和田 一朗⑥ 前田 拓真⑥ 村上 尚弘⑥ 岩崎 翔太⑥ 有吉 昭貴⑥ 田中 智也⑥ 岡田 啓太朗⑤ 池田 真那斗④ 村上 泰弘④ 須田 晴貴③

ふじもと　しん ささき　たつひろ おかもと　ゆうり こおり　りょうた いのうえ　れいじ にしかわ　ともき こおり　ふうま とよざき　はる たがしら　ゆうや にしかわ　けいご

藤本 伸 佐々木 竜宏 岡本 悠伶⑥ 郡 涼太⑥ 井上 怜嗣⑤ 西川 友貴④ 郡 楓真④ 豊崎 陽永④ 田頭 侑也③ 西川 佳吾②
B 藍住エンジェル（徳島県）

B 広島安佐（広島県）

B 香川スクール（香川県）

B アトムズ（島根県）

B 永井クラブ（岡山県）

B 岩出市スポ少（和歌山県）

B 大栄バドミントン（鳥取県）

B 西神ジュニア（兵庫県）

B 橿原ジュニア（奈良県）

B ウイニング（京都府）

B 南郷キューピット（大阪府）

B 各務原Ｊｒ．（岐阜県）

B 坂本倶楽部（滋賀県）

B 小俣スポ少（三重県）

B 大垣市ＢＳＳ（岐阜県）

B 石ヶ瀬（愛知県）

B 名古屋スポ少（愛知県）

B Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ（福井県）

B 富士山（静岡県）

B 勝山チャマッシュ（福井県）



種目 チーム 監督 コーチ 選手
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かんの　さなえ ますもと　けんじ ひらつか　せれな にしかわ　ひろき ますもと　こうすけ みさき　ゆうた いしまる　ゆうと くぼ　りゅうと まつもと　たつや いしまる　だいち

菅野 早苗 増本 健二 平塚 聖玲夏⑥ 西川 博貴⑥ 増本 康祐⑥ 御﨑 勇太⑥ 石丸 優人④ 久保 琉人③ 松本 竜弥③ 石丸 大智②

いかだ　あきお もりた　はげむ みずぐち　あきひこ すえなが　いつき みょうじん　こうたろう はまはら　かずき おおの　あつし みずぐち　りょうたろう いがわ　かんき やまさき　あきひろ くすもと　そうた やまと　しんいちろう のぐち　かんた

池田 明男 森田 励 水口 明彦 末永 逸貴⑥ 明神 光太郎⑥ 濱原 和騎⑥ 大野 敦⑥ 水口 稜太郎⑤ 井川 完貴⑤ 山崎 晃広④ 楠本 爽太④ 大和 伸一路④ 野口 幹太③

えんじょうじ　ふみお あべ　えみこ うえだ　おおら のざき　とわ ひえだ　こうき むとう　たける あべ　よしや うえだ　こうせい おかもと　じんせい しまだ　しゅんすけ おおば　ゆうじ

円城寺 文雄 阿部 恵美子 上田 大来⑥ 野﨑 永遠⑥ 稗田 昂希⑥ 武藤 猛⑥ 阿部 允耶⑤ 上田 好誠⑤ 岡本 仁誠⑤ 嶋田 竣介⑤ 大場 勇次④

ながた　けいた ながた　みか かわもと　かずとし やまぐち　かい かたやま　たいき もり　としき くぼ　たくみ やながわ　ようた かわもと　りょうた ふるた　じょうだい

永田 圭太 永田 美香 川本 和駿⑥ 山口 魁⑥ 片山 大樹⑥ 森 稔希⑥ 久保 匠⑤ 柳川 耀太④ 川本 諒太③ 古田 丈大③

どうぞの　ゆきまさ どうぞの　みちこ なおさき　たけし なおさき　こうき やまもと　ゆうた くらやま　りゅうのすけ みねもと　ともき ひらおか　れんと きたぞの　たける みやまら　こう たなか　るい なかぞの　みなみ

堂園 幸正 堂園 三智子 直崎 武志 直崎 広生⑥ 山元 雄太⑥ 倉山 琉之介⑥ 峰元 智生⑤ 平岡 康人⑤ 北薗 壮④ 宮原 昂④ 田中 瑠偉④ 中園 南③

ささはら　けんし いしはら　ゆうすけ くぼ　ひでかず かわばた　ともき うしごめ　たけと くぼ　こうせい やまぐち　くりゅう ちらん　かずゆき しんむら　りくと いしはら　かなと しばた　しょうた

笹原 健志 石原 裕介 久保 秀和 川畑 智暉⑥ 牛込 武斗⑤ 久保 光聖⑤ 山口 空流⑤ 知覧 和幸⑤ 新村 陸斗⑤ 石原 叶登④ 柴田 翔大④

ふりがな　：なかみね　まさとし ふりがな　：にしはま　あゆみ ふりがな　いけはら　まき にしはま　かなめ やましろ　しゅん いけはら　れいが まちだ　しゅうと なかみね　りゅうご かわね　れいと やまだ　るん いけはら　りゅうが なかち　そあ たいら　たから

仲嶺 眞稔 西浜 愛弓 池原 真紀 西浜 夏南海⑥ 山城 瞬⑤ 池原 麗雅⑤ 町田 宗斗⑤ 仲嶺 瑠悟⑤ 川根 麗一斗⑤ 山田 愉④ 池原 流雅③ 仲地 爽有③ 平 宝来③

ひがしぼり　しゅういち せんとう　ひであき たかてら　けんきち あおき　りょういちろう すぎた　ゆうせい にし　ひろき にしもと　はるき たかはし　ぎんじ やまざき　こうせい きぬがわ　まお ほんだ　たくや まえの　りょうが

東堀 修一 仙頭 英明 高寺 賢吉 青木 涼一郎⑥ 杉田 侑成⑥ 西 大輝⑥ 西本 春輝⑥ 高橋 銀慈⑤ 山崎 晃生⑤ 衣川 真生④ 本多 啄也④ 前野 稜雅④

かわい　おさむ いぬじま　けいこ にいぜき　おりえ いぬじま　みなみ こじま　さな ふくい　まりの まえだ　くるみ にいぜき　あやの おおやま　なつみ やまもと　すずか しまむら　みずき ほりうち　れな

川合 修 犬嶋 恵子 新関 おりえ 犬嶋 美南海⑥ 小島 沙菜⑥ 福井 まりの⑥ 前田 来実⑤ 新関 彩乃⑤ 大山 夏海⑤ 山本 涼佳⑤ 嶋村 瑞希④ 堀内 玲那④

みうら　ようこ みやした　かおり ごとう　たかひろ たけいち　ゆらら かみなか　なゆ たかはし　ここね たかはし　さやか ごとう　りりこ ふくしま　おりが さかもと　みお たかはし　ののか

三浦 洋子 宮下 香織 後藤 貴宏 竹市 ゆらら⑥ 上中 奈優⑤ 高橋 心寧⑤ 高橋 沙也加⑤ 後藤 李々子④ 福島 織雅④ 坂本 美緒④ 高橋 暖乃香③

あべ　かずこ おおやま　あきひろ やまざき　まさてる やまざき　ゆいこ かんの　まこ おおやま　ゆかな きむら　えみ ごうだ　ひより まつうら　りこ おいかわ　みのり ささき　あいか ほり　ここみ

阿部 和子 大山 彰弘 山崎 正輝 山崎 結子⑥ 菅野 眞子⑥ 大山 夢叶⑥ 木村 恵美⑥ 合田 陽世里⑤ 松浦 莉子⑤ 及川 実生④ 佐々木 愛果④ 堀 心海③

はやさか　たかし くどう　しげひろ いしやま　りょういち はらだ　みゆ おおやま　じゅり いしざわ　ひかる やまぐち　さな かまた　まほ かわうち　まひろ すずき　みゆ さいとう　ゆうな せいの　りんか くろさわ　ふうあ

早坂 隆 工藤 重廣 石山 良一 原田 美唯⑥ 大山 珠莉⑥ 石沢 ひかる⑥ 山口 紗奈⑥ 蒲田 真帆⑥ 河内 茉日路⑤ 鈴木 美結⑤ 齋藤 優菜④ 清野 鈴香④ 黒沢 風空③

なかむらていじ すぎやまきよみ いとうまさひろ おがわみさき さくらいあきの なかむらりな すぎやまかおる おづつみほみ みのうらのぞみ にしだしおり こうやまあおい いとうののか

中村 貞次 杉山 聖美 伊藤 昌弘 小川 実咲⑥ 櫻井 彬乃⑥ 中村 璃奈⑥ 杉山 薫⑤ 小堤 帆実④ 箕浦 希実④ 西田 妃織④ 神山 葵③ 伊藤 ののか②

ももせ　たかゆき だんばら　くみこ うちだ　としゆき よど　みゆき なるしま　ゆいか だんばら　ゆい まんどころ　はるか ももせ　ゆり くげ　ももか まなか　りみ やませ　しほ だんばら　あい くげ　ななか

百瀬 隆幸 檀原 久美子 内 田敏之 淀 美幸⑥ 成島 優衣花⑥ 檀原 由衣⑥ 政所 遼花⑥ 百瀬 由梨④ 久下 百花④ 眞中 李望④ 山瀬 史帆④ 檀原 亜衣③ 久下 七花②

あさの　こうじ さかもと　やすひさ ひやま　ゆうこ なかしず　あかり かましま　ほみ たさき　えりこ たかはし　みづき しらとり　あすか おおき　みゆ おかだ　さき ますき　さくら さかもと　みなみ こやま　みらい

浅野 浩司 坂本 安寿 日山 裕子 中静 朱里⑥ 釜島 歩未⑥ 田﨑 恵里子⑤ 高橋 美月⑤ 白取 明佳⑤ 大木 心結⑤ 岡田 沙希⑤ 舛木 さくら⑤ 坂本 美波④ 小山 未來③

しのだ　かずひろ いしかわ　おさむ みやした　よしふみ せき　かれん おの　すずな くろたに　あかり みやした　かなこ やまじ　さや あさくら　ひより きむら　るな みやした　ちかこ

篠田 一裕 石川 修 宮下 義史 関 夏恋⑥ 小野 涼奈⑤ 黒谷 明香里⑤ 宮下 果菜子⑤ 山路 爽⑤ 朝倉 ひより④ 木村 琉愛② 宮下 知佳子②

たかはし　けいじ たかはし　みき なかね　ちえみ たなか　ひさな やまね　ちはる くまがい　りこ とむら　さよこ たかはし　みな ぬまた　ちさき ほりのぶ　さやの まつど　のどか なかね　あすか かいとう　ゆりあ

髙橋 圭司 髙橋 美紀 中根 ちえみ 田中 寿奈⑥ 山根 千遥⑥ 熊谷 理子⑥ 外村 紗葉子⑥ 髙橋 未成⑤ 沼田 智咲⑤ 堀信 采矢乃⑤ 松戸 温⑤ 中根 明日香④ 垣内 由莉愛④

みちのよしかず かとうあつし くらしまゆうじ さとうくるみ かとうひびき いとやあかり いしかわほのか くらしまみさき ひろたけい しいなみづき つるたあやの きよはらさつき

道野 能和 加藤 淳 倉島 祐司 佐藤 くるみ⑥ 加藤 響⑥ 糸谷 あかり⑥ 石川 穂乃香⑥ 倉島 美咲⑤ 廣田 恵④ 椎名 美月④ 鶴田 彩乃④ 清原 彩月②

ばん　かつみ すぎやま　ゆみ すぎやま　あゆ さとう　はるな とがし　なるみ さいとう　あゆみ すぎやま　りん ふじた　りりこ くるみ　らな すずき　ことこ わたなべ　ななみ なかむら　ここね

伴 克己 杉山 有美 杉山 愛結⑥ 佐藤 陽菜⑥ 富樫 成実⑥ 齋藤 渉美⑥ 杉山 凜⑤ 藤田 凜々子⑤ 胡桃 良菜⑤ 鈴木 琴子⑤ 渡辺 七海④ 中村 心音③

いしば　たかお あきば　あきこ まきぶち　ゆうじ ぐんじ　りこ おおの　ゆうり はやかわ　りんか たきなみ　ももな きやま　りる つじ　ゆま やまだ　もゆ にしなか　ゆな きやま　るい やまだ　さわ

石場 隆雄 秋庭 亜希子 巻渕 裕二 郡司 莉子⑥ 大野 友羽里⑥ 早川 凜花⑥ 滝波 桃菜⑥ 木山 凜琉⑥ 辻 結真⑤ 山田 百夢⑤ 西中 優奈⑤ 木山 琉聖④ 山田 彩和③
G ＴＩＪ（東京都）

G 三郷ダックス（埼玉県）

G 松戸六実Ｊｒ（千葉県）

G 強戸Ｊｒ（群馬県）

G 所沢ジュニア（埼玉県）

G 大井沢スポ少（茨城県）

G 宇都宮中央Ｊｒ（栃木県）

G ふじかげ（山形県）

G ハルトノクラブ（茨城県）

G 小樽銭函Ｊｒ（北海道）

G 連坊ジュニア（宮城県）

B 長岡京市スポ少（京都府）

G 東光小少年団（北海道）

B 川内Ｊｒ．クラブ（鹿児島県）

B 彩橋シャトル（沖縄県）

B 矢上小クラブ（長崎県）

B 鹿児島ジュニア（鹿児島県）

B 岡垣ジュニア（福岡県）

B 七山モンキーズ（佐賀県）

B 東雲ＢＳＳ（愛媛県）
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まつかわ　さとし いとう　ゆき しまおか　ともこ まつかわ　みお いとう　りこ いざわ　きみ たかはし　ゆい いまがわ　のぞみ いまがわ　はるか ほんざわ　るい はせがわ　ゆう しまおか　りん いとう　ゆい

松川 悟史 伊藤 友紀 島岡 智子 松川 未央⑥ 伊藤 理子⑥ 井澤 葵美⑥ 高橋 由衣⑤ 今川 希⑤ 今川 遥⑤ 本沢 瑠依⑤ 長谷川 優⑤ 島岡 凛④ 伊藤 結衣③

おの　かずこ はせがわ　としひろ めざき　みきお はせがわ　みく めざき　まお まるやま　ゆい かわむら　みなみ にらさわ　ももは ひらの　しおん いからし　はるか かわむら　しおり

小野 和子 長谷川 敏博 目﨑 幹生 長谷川 未来⑥ 目﨑 舞桜⑤ 丸山 結生⑤ 川村 美南⑤ 韮澤 百羽④ 平野 詩音④ 五十嵐 晴花④ 川村 詩織②

やまだ　よしかず なかむら　ひろや のぐち　ひなた つむら　いぶき いしかわ　りかこ くわはら　みさき やまだ　ひじり おしみ　あやな うちだ　きあら しまや　あすか しながわ　ゆう あべ　あゆみ

山田 喜一 中村 浩也 野口 日向⑥ 津村 美吹⑥ 石川 莉佳子⑤ 桑原 美咲⑤ 山田 聖⑤ 押見 綾奈⑤ 内田 貴亜来⑤ 島谷 明日香④ 品川 由羽④ 阿部 あゆみ③

まつざわ　としみ まつざわ　なおみ こかい　たかゆき つぼき　ななか かわて　みづき ふくざわ　しおり かすが　ふみか こかい　なぎさ かわい　るね おざわ　りこ からき　りこ こばやし　みずき しみず　あやね

松澤 利美 松澤 直美 小海 孝幸 坪木 菜々花⑥ 川手 深津葵⑥ 福澤 栞理⑥ 春日 文香⑥ 小海 渚⑤ 川井 瑠音⑤ 小澤 梨恋⑤ 唐木 璃子⑤ 小林 みずき③ 清水 綾音③

にしもと　ゆきお しま　たかはる ひろかみ　りえ うえもり　ひいら ひろかみ　るい ほりい　ななみ やの　まほ あさかわ　しの おかやま　りこ たかい　ゆう なかで　すみれ おざき　かえで はまで　たまき

西本 幸夫 島 貴晴 廣上 理江 上森 妃李羅⑥ 廣上 瑠依⑥ 堀井 七海⑥ 矢野 茉歩⑥ 浅川 詩乃⑤ 岡山 莉呼⑤ 高井 優⑤ 中出 すみれ⑤ 尾﨑 楓④ 浜出 珠季④

かたいと　くにゆき たなか　なおき いえむら　たつや たなか　みう あさひ　もえみ たけなか　あいな はまり　あおい よこい　ちか あさむら　みさき いしかわ　えり いえむら　もね みやした　きょうか たけなか　ゆうか

片糸 邦之 田中 直樹 家村 達弥 田中 美羽⑥ 朝日 萌心⑥ 竹中 愛奈⑥ 濱里 葵⑥ 横井 千夏⑥ 浅村 美沙希⑤ 石川 映里④ 家村 桃寧④ 宮下 恭佳④ 竹中 悠夏④

さわ　あきお よしの　いさむ たかみ　ゆうすけ はりま　ともな おかだ　きょうか はりま　れいな さわ　ひかり みずはし　あおい はせ　わかな いしい　あい わしお　まゆ はなだ　るな たけなか　くるみ

澤 昭夫 吉野 勇 高見 佑介 播摩 朋奈⑥ 岡田 恭佳⑥ 播摩 怜奈⑥ 澤 聖加梨⑥ 水橋 葵⑥ 長谷 若奈⑤ 石井 歩惟⑤ 鷲尾 茉有⑤ 花田 月姫④ 竹中 胡桃④

さいとう　のりひこ くによし　まさのり よこい　なおき さいとう　ひなた やました　むぶ おおばやし　みく よしおか　ゆうか かわむら　ゆか ほり　わかな いしだ　まお きだ　ここな くによし　ほのか さいとう　ひまり

斎藤 則彦 國吉 成典 横井 直樹 斎藤 ひなた⑥ 山下 夢生⑥ 大林 美空⑥ 吉岡 優香⑥ 川村 侑加⑥ 堀 和佳奈⑤ 石田 真央⑤ 木田 恋菜④ 國吉 穂乃叶④ 斎藤 ひまり④

なかもり　ひろゆき すぎもと　かずのり かとう　こういち たかせ　ひかる のむら　きらら さわだ　はる つじ　きらん たけうち　まな むらばた　りお たかだ　みさき さわだ　まい やまぐち　みのり みつや　あやか

中森 宏之 杉本 和則 加藤 晃一 髙瀬 燿⑥ 野村 きらら⑥ 澤田 晴⑥ 辻 姫蘭⑥ 竹内 真那⑤ 村端 梨央⑤ 高田 未沙希⑤ 澤田 真依⑤ 山口 実莉④ 三屋 文佳④

あまの　まさゆき あまの　よしこ にとう　ひろなり うちだ　ゆい すずき　さやか ふかつ　あすか しみず　ゆづき おおつか　まお うちだ　まお なかじま　ゆかり いわさき　まほ いはら　りお はせがわ　みさき

天野 雅之 天野 嘉子 仁藤 博也 内田 優衣⑥ 鈴木 彩也花⑥ 深津 梓花⑥ 清水 夢月⑥ 大塚 舞桜⑤ 内田 真緒⑤ 中島 有香理⑤ 岩﨑 真帆⑤ 井原 理緒② 長谷川 幸咲②

やまもと　かずお いしだ　たけし ひさみなと　たかこ やまもと　すずの やまもと　ことの いしざき　のりか ひさみなと　なな いしだ　めぐみ なかね　みさき やまだ　くおん やまわき　あんり ふじい　こまち

山本 和生 石田 猛 久湊 孝子 山本 鈴乃⑥ 山本 琴乃⑥ 石咲 紀華⑥ 久湊 菜々⑤ 石田 萌⑤ 中根 美咲⑤ 山田 久遠③ 山脇 杏梨③ 藤井 心町②

ながた　ゆきひさ にしぞの　ひでき まつむら　けんと せこぐち　はる あずま　みいな ひろで　みのり たけかぶ　りん おかだ　めい いとう　あみ やました　しおり このみ　はな やまぐち　はづき

永田 幸久 西薗 英紀 松村 賢人 世古口 波琉⑥ 東 美衣奈⑤ 廣出 実莉⑤ 竹株 凜⑤ 岡田 芽依⑤ 伊藤 緋珠⑤ 山下 詩織⑤ 許斐 花菜④ 山口 葉月④

たかしま　まさる おおはし　なおき しち　ゆたか おおはし　あかね おがわ　さあや さわ　はるか しち　ゆうな きのした　みゆ たかはし　みゆう たがわ　はるな もとかわ　みいな しち　ゆりな やまもと　あおい

高島 勝 大橋 奈麻輝 志知 豊哉 大橋 茜音⑥ 小川 咲亜弥⑥ 澤 はる香⑥ 志知 柚奈⑥ 木下 美結⑤ 高橋 美憂⑤ 田川 遥菜⑤ 元川 明唯奈⑤ 志知 夕里菜④ 山本 蒼依④

しまおか　よしかず ふじがき　ともひろ たけやま　とものり ふじがき　りこ たけやま　ももか みずたに　くりす こんどう　かずほ なかむら　まち さとう　こころ みわ　りこ やまだ　ひかり まつばら　なな おおはら　まあや

島岡 義和 藤垣 智弘 武山 智徳 藤垣 理子⑥ 武山 桃花⑥ 水谷 くりす⑥ 近藤 和歩⑥ 中村 真千⑤ 佐藤 こころ⑤ 三輪 莉瑚④ 山田 ひかり③ 松原 奈那③ 大原 麻綾③

やまだ　さとし たなべ　かずお やまな　よしのり にしむら　かのん たなべ　ゆうか わかの　まこ すずか　すずな みのべ　ちひろ たなべ　あやな すぎもと　あすか ゆぐち　ゆら そのだ　みれい

山田 悟史 田辺 一夫 山名 義則 西村 樺音⑥ 田辺 優佳⑥ 若野 真子⑥ 鈴鹿 涼菜⑥ 見延 千尋④ 田辺 綾菜④ 杉本 明日香④ 湯口 夢來④ 薗田 未鈴④

いのうえ　こうし いとう　あきのり おかもと　なおこ おおひがし　ゆうな おかもと　こなつ おりい　ゆうは くぼた　さえ おおひがし　みゆう たなか　かりん にしかわ　みすず やました　なり なかじま　もえ

井上 晃志 伊藤 明則 岡本 直子 大東 優奈⑥ 岡本 こなつ⑥ 折井 優羽④ 窪田 彩映④ 大東 美優③ 田中 佳凛③ 西川 未涼③ 山下 なり③ 中島 萌②

とくおか　ひろのり あけち　きよたか やまぎし　いわお さわだ　ゆみ やまぎし　はづき やまぐち　こなつ かわばた　ことみ こやま　らら いとう　あいる かつもと　えり わたなべ　かなほ こしもと　りの あけち　ひな

徳岡 宏規 明地 清貴 山岸 巌郎 澤田 祐美⑥ 山岸 葉月⑥ 山口 小夏⑥ 川畑 琴美⑥ 小山 らら⑥ 伊藤 愛瑠⑥ 勝元 英理⑤ 渡邉 奏歩⑤ 越本 凜音⑤ 明地 陽菜④

おがわ　としみ たかはし　おさむ すけの　さとし ながい　ひなこ みやざき　ひなこ つぼい　にいな はらだ　ももか さいしょうじ　りほ いけうち　めい おおつか　あやか ふじわら　きょうか うら　おうか みやざき　かなこ

小川 敏巳 高橋 修 助野 英志 永井 ひなこ⑥ 宮崎 日菜子⑥ 壷井 新菜⑥ 原田 百々花⑥ 最勝寺 梨帆⑥ 池内 萌衣⑤ 大塚 彩夏⑤ 藤原 京香⑤ 浦 桜華④ 宮崎 可奈子④

まつむら　ひろのり みすみ　ゆか さかなか　はるこ しのはら　なお さかなか　ことね まつもと　かなえ すぎやま　ゆな きし　ゆめな うめもと　みか おかもと　なゆ こねがわ　みお すずき　あやか うらしま　みく

松村 宏則 三角 有加 坂中 治子 篠原 七緒⑥ 坂中 琴音⑥ 松本 佳苗⑥ 杉山 優菜⑥ 貴志 夢奈⑤ 梅本 実香⑤ 岡本 奈夕⑤ 古根川 美桜④ 鈴木 彩加④ 浦島 実玖④

さわだ　ひろし みやもと　よしとも すぎやま　ようこ すぎやま　あすか うらがみ　ろみ ほくとう　るみ たかがき　りの やまもと　いつき ふじい　ななみ ふみもと　ひな おの　あゆみ

澤田 寛 宮本 義友 杉山 陽子 杉山 明日香⑥ 浦上 路望⑥ 北東 瑠海⑥ 高垣 凛乃⑤ 山本 乙希⑤ 藤井 七海⑤ 文元 日菜① 小野 あゆみ④
G 岩出市スポ少（和歌山県）

G 西神ジュニア（兵庫県）

G 橿原ジュニア（奈良県）

G ウイニング（京都府）

G 瓜破西ＳＳＣ（大阪府）

G 大垣安井バド少（岐阜県）

G 仰木の里ジュニア（滋賀県）

G 有緝スポ少（三重県）

G 大垣北ＢＳＳ（岐阜県）

G 広幡バドキッズ（静岡県）

G はりーあっぷ（愛知県）

G 勝山チャマッシュ（福井県）

G 大野Ｊｒ（福井県）

G 金沢崎浦（石川県）

G 中島ジュニア（石川県）

G 南信Ｊｒ（長野県）

G 高岡ジュニア（富山県）

G 小野Ｊｒ．（新潟県）

G 柏崎ジュニア（新潟県）

G 青葉ジュニアＢＣ（神奈川県）
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みわ　てつや かとう　あおい いでの　りょうか やました　みずき かどわき　はるか おおつぼ　みり にしお　りな いのうえ　みき かどわき　こころ かとう　すみな いけだ　ゆな

三輪 哲也 加藤 葵⑥ 井手野 綾花⑥ 山下 瑞貴⑥ 門脇 悠⑥ 大坪 珠吏⑤ 西尾 莉奈⑤ 井上 美紀⑤ 門脇 想④ 加藤 澄菜④ 池田 結菜④

きもとかずや あだちまきこ いわもとよしひこ まさき　ひらり ながさこ　まち まきはら　はるか かとう　なお みつだ　ゆづき ながせ　みさき くらしき　はな いしばし　もえ ながさこ　ゆま まつむら　まな

木元 和也 安達 真紀子 岩本 祥彦 正木 妃来里⑥ 長廻 真知⑥ 槇原 悠華⑥ 加藤 奈生⑥ 光田 優月⑤ 永瀬 みさき⑤ 蔵敷 花⑤ 石橋 萌花④ 長廻 優茉② 松村 茉奈⑤

かめがわ　あきふみ おかざき　ゆか かわべ　ちえ ややま　ありす あがた　みさと おおもり　ここね たけはら　はるか なかはら　すず よしのぶ　みさき すえい　ゆりな おかもと　なな たけもと　ちほ

亀川 章文 岡崎 由佳 川邉 智絵⑥ 矢山 明梨珠⑥ 阿形 美里⑥ 大森 心音⑤ 竹原 遼⑤ 中原 鈴⑤ 吉延 美咲④ 末井 優里菜④ 岡本 奈々④ 竹本 千穂③

きたわき　こうじ たけおか　ひでゆき おくもと　かつし おくもと　まい にった　あやね まるなか　りさ たむら　あかり しぎょう　りん さだもと　すずな しぎょう　すず

北脇 康治 竹岡 秀幸 奥本 勝志 奥本 真愛⑥ 新田 綺音⑥ 丸中 璃咲⑤ 田村 朱麗⑤ 執行 凛④ 定本 涼菜④ 執行 鈴②

よしかわ　かずたか すだ　かずひろ とくなが　としこ まつだ　いちか せき　めぐみ あかまつ　めい うえおか　みつき たけもり　みゆう すだ　あすみ きたやま　さおり くぼ　あやね みやざき　はるな むらかみ　みちる

吉川 和孝 須田 和広 徳永 敏子 松田 一花⑥ 関 恵実⑥ 赤松 明依⑤ 上岡 美月⑤ 竹森 美優⑤ 須田 有純⑤ 北山 咲織⑤ 久保 絢音⑤ 宮﨑 春菜④ 村上 ミチル②

ふじもと　しん ささき　たつひろ みき　ともえ たきぐち　まお くじめ　あい にしかわ　ゆかな かなざわ　しほ たがしら　ののか ひぐち　みう こばやし　ゆうか みうら　あやね ひぐち　ふう

藤本 伸 佐々木 竜宏 三木 都萌⑥ 滝口 真央⑥ 久次米 愛⑤ 西川 由香乃⑤ 金澤 志歩④ 田頭 望乃加④ 樋口 未羽④ 古林 優華④ 三浦 彩音④ 樋口 吹羽②

おおもり　かずゆき いとう　かずひこ いとう　すず むらかみ　あいら いまにし　のどか ふじわら　わかな おおもり　せいら やすかわ　のえ いとう　るな おおもり　ほのか

大森 一行 伊藤 一彦 伊藤 すず⑥ 村上 愛羅⑥ 今西 和か⑥ 藤原 和奏⑥ 大森 星空⑤ 安川 乃永⑤ 伊藤 るな④ 大森 帆花③

やまさき　まこと いけだ　みえこ はまだ　しゅうじ かわしま　なな のぐち　こうみ やまさき　りか かわとこ　みづ?き のなか　あんり はまだ　ここな さいとう　ゆめこ おおの　むつみ たがわ　さり すどう　めい

山崎 慎 池田 ミヱ子 濱田 周司 川島 菜々⑥ 野口 紅美⑥ 山崎 莉加⑥ 川床 美都希⑤ 野中 杏里⑤ 濱田 想夏⑤ 斉藤 夢子⑤ 大野 睦④ 田川 紗梨④ 須藤 海妃③

わだ　いさお わだ　けんいち きのした　すずか いしざき　めい なかむら　すずね しもざき　みお はらが　あかり いとなが　なほ きど　みうる むらた　まゆな

和田 功夫 和田 賢一 木下 涼香⑥ 石崎 明衣⑥ 中村 涼音⑤ 下崎 美桜⑤ 原賀 星⑤ 糸長 奈保④ 城戸 美潤④ 村田 眞友菜④

ながた　みか ながた　けいた はやしだ　あおい さとやま　りんか きたがわ　ほのか ほんだ　るか ひろかわ　ゆきの ながた　もえ ほんだ　すずか うら　みさき かたやま　はるひ

永田 美香 永田 圭太 林田 葵⑥ 里山 梨花⑥ 北川 歩佳⑥ 本田 瑠花⑥ 廣川 侑希乃⑥ 永田 萌恵⑤ 本田 鈴佳⑤ 浦 美沙貴④ 片山 はるひ③

はしぐち　のぶあき さかぐち　しゅういち つるした　りょうこ ますだ　もね かみかど　ゆうき まつの　かな たてさこ　しき ふちがみ　まひろ たなか　さあや みやざき　さき

橋口 信昭 阪口 修一 鶴下 椋子⑥ 益田 萌寧⑥ 上門 優希⑥ 松野 佳奈⑥ 立迫 史希⑤ 渕上 茉宥⑤ 田中 佐彩④ 宮崎 咲④

たかぎ　やすゆき たかぎ　すみよ かめい　なな こだま　のぞみ いのうえ　わかな かたかべ　みさき みうら　つむぎ かたかべ　あやの しゅとう　さき

高木 康之 高木 純代 亀井 菜々⑥ 兒玉 のぞみ⑥ 井上 和奏⑥ 片伯部 美咲⑤ 三浦 紬希⑤ 片伯部 彩乃④ 首藤 紗希④

やすはら　くるみ そのだ　えいじ しらき　のりあき かしわだ　りこ きむら　まりん しらき　もとか しみず　ゆりの そのだ　ひかる かしわだ　さや かい　みゆう しらき　あゆ こたに　あいり

安原 くるみ 園田 英史 白木 紀章 柏田 理瑚⑥ 木村 真琳⑥ 白木 心翔⑥ 清水 有里紀⑥ 園田 彩⑥ 柏田 紗弥⑤ 甲斐 美由⑤ 白木 亜侑④ 古谷 愛吏④

どうぞの　みちこ どうぞの　ゆきまさ やどぐち　みちよ みなみ　ももか まつだ　かおり よこみち　あおい なかむら　あまね おおぼ　かなこ どうぞの　みとせ まつもと　りあん みぎた　ゆう かじはら　あいみ

堂園 三智子 堂園 幸正 宿口 美智代 南 百香⑥ 松田 佳央梨⑥ 横道 葵⑥ 中村 天音⑤ 大保 香菜子⑤ 堂園 みとせ④ 松元 梨妟④ 右田 優⑥ 梶原 藍実④

かみむら　はやと おやどまり　たかこ あかみね　みつあき あかみね　きらり しろま　れい おやどまり　ゆりか おやどまり　はるの さかもと　りか かねたけ　せな よしもと　まりん おやどまり　ひまり いは　あんな よしだ　なつ

上村 勇人 親泊 高子 赤嶺 光明 赤嶺 きらり⑥ 城間 怜⑥ 親泊 ゆりか⑥ 親泊 はるの⑤ 酒本 利香⑤ 金武 世夏⑤ 吉元 真凛⑤ 親泊 ひまり③ 伊波 杏夏② 吉田 夏②

わかばやし　のぼる たかてら　けんきち せんとう　ひであき つきやま　ゆりな にわい　とうこ みた　じゅい やなぎ　ゆう あさみ　みお うつみ　あかり にしい　はな はなさき　さつき かさたに　さおり かみなか　ももか

若林 登 高寺 賢吉 仙頭 英明 築山 百合奈⑥ 庭井 柊子⑥ 三田 珠依⑥ 柳 優羽⑥ 浅見 澪⑤ 内海 明莉⑤ 西井 翔奈⑤ 花咲 彩月⑤ 笠谷 沙織④ 上仲 杏香④

G 稙田ジュニア（大分県）

G 長岡京市スポ少（京都府）

G 門っ子くらぶ（宮崎県）

G 鹿児島ジュニア（鹿児島県）

G キクムラジュニア（沖縄県）

G 矢上小クラブ（長崎県）

G ＫＴ ジュニア（熊本県）

G 岡垣ジュニア（福岡県）

G 海老津ジュニア（福岡県）

G 藍住エンジェル（徳島県）

G 西条ＪＢＣ（愛媛県）

G キティタイガー（広島県）

G 香川スクール（香川県）

G おろちクラブ（島根県）

G ミッキーズ（岡山県）

G 久松Ｊｒ（鳥取県）


