
男子団体代表 選手名簿

所属 監督

青梅ジュニア 松村　美智子 松村　愛美 府川　博永 金本　光巧 笹川　優太 中川　颯希 岸　連太朗

国分寺ジュニア 風間　将也 木村　笑美子 小口　真一 木村　悠吏 竹嶋　俊輝 矢部　優空 小宮　大空

小平ジュニア 城戸　友行 城戸　康子 米倉　加奈子 坪田　啓佑 縄田　理玖 橋村　優翔 野村　歩夢 水谷　友弥

シャトラーズ深川 平山　政吉 佐々木　年行 平山　きみ枝 平本　聡太 近藤　浩孝 高田　幹樹 小坂部　瑛太 齋藤　翔

たなしＭＡＸ Ｊｒ． 野口　聡 小見山　咲枝 藤城　武久 合田　翔太 小見山　和斗 平塚　颯人 塩谷　禮 藤城　武之輔 合田　拓翔

調布ジュニア 椙山　松良 大上　富士男 高橋　豊人 遠藤　康匡 吉田　和貴 田中　駆礼生 関根　賢明 由良　蒼司郎 三浦　基治

ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ 石場　隆雄 秋庭　亜希子 髙橋　知也 田中　佑哉 大野　天 指宿　太陽 細谷　航 本蔵　大翔

宝木塚ジュニア 鴛海　晴彦 原田　憲明 荒木　隆英 宮本　恒 加藤　瑛之 深尾　優太 佐藤　策太

町田ジュニア 福本　満夫 安諸　晴夫 若木　透 猪又　紫遠 須崎　渉吾 野口　馳矢 佐藤　正騎

武蔵村山ジュニア 高橋　秀彰 横田　典明 伊藤　幸祐 狩野　慶喜 新井　拓明 新納　拓実 浦野　大馳

八王子ジュニア 小佐野　由か里 石井　暢 堀内　剛 堀内　樹 廣田　勇樹 赤松　秀亮 衣川　空冴 臼井　俊輔

女子団体代表 選手名簿

所属 監督

稲城ジュニア 竹林　恵美 横山　真希子 東　優子 横山　楓 関　穂乃佳 横山　夏空 東　千優里 大石　蘭 大石　凛

青梅ジュニア 松村　美智子 松村　愛美 府川　博永 森山　悠羽 斉藤　明衣 飯田　志歩 笹川　結衣 金澤　采子

小平ジュニア 城戸　友行 城戸　康子 米倉　加奈子 田中　舞緒 野村　優那 和光　綾香 髙野　来蒔

ＳＵＮＳ ２００４ 井村　和久 福永　祐三子 尾林　恵子 西山　穂香 阪本　つぐみ 野島　小夏 福永　萌加 中村　凛世

シャトラーズ深川 平山　政吉 佐々木　年行 平山　きみ枝 齊木　優羽 中村　さくら 坂下　天音 菅原　璃乃 吉岡　小粋

住吉ジュニア 菅原　智司 軽部　愛結葉 一家　鈴菜 田中　結菜 星　茜音

たなしＭＡＸ Ｊｒ． 野口　聡 玉木　利弥 小見山　咲枝 石川　心菜 坂本　みゆき 小原　未空 加藤　弥那

ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ 石場　隆雄 秋庭　亜希子 福井　菜穂子 松尾田　杏奈 宮本　奈歩 神尾　瑛美香 神尾　侑里

宝木塚ジュニア 鴛海　晴彦 原田　憲明 荒木　隆英 鈴木　優海 深尾　日向子 土屋　佳鈴 鴛海　千晴

町田ジュニア 福本　満夫 安諸　晴夫 若木　透 冨士山　もえ 小林　朱莉 谷口　ここな 土屋　真歩

武蔵村山ジュニア 高橋　秀彰 横田　典明 安部　ひなた 井上　桜子 佐藤　雛香 及川　結菜 渡辺　菫 北　千菜実

男子団体交流 選手名簿

所属 監督

青梅ジュニア 松村　美智子 松村　愛美 府川　博永 下川　璃久 渡邉　悠至 中川　悠月 水野　琉登

国分寺ジュニア 風間　翔也 木村　笑美子 小口　真一 西村　日陽 山田　誠太郎 木村　海帆 三ツ橋　和音 伊藤　陽生

小平ジュニアＡ 城戸　友行 城戸　康子 米倉　加奈子 北地　悠人 戸村　侑翔 山下　晃永 関口　快斗

小平ジュニアＢ 城戸　友行 城戸　康子 米倉　加奈子 中川　隆一郎 城戸　友翔 戸村　光希 和川　竜也

小平ジュニアＣ 城戸　友行 城戸　康子 米倉　加奈子 長岡　郁翔 猪瀬　晴翔 班　浩史 白坂　夏絆 堤　恵悟

ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ １ 石場　隆雄 秋庭　亜希子 本蔵　大誠 沖本　祐 荻原　貴大 山田　繋 木山　凜空 平吹　曉

ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ ２ 石場　隆雄 秋庭　亜希子 指宿　大空 平吹　驍 寺内　太吾 川野辺　友太 井上　洸 石川　良

宝木塚ジュニア 鴛海　晴彦 原田　憲明 荒木　隆英 弓削　綾登 平野　真咲 松本　綾太朗 久保田　士道

武蔵村山ジュニア 高橋　秀彰 横田　典明 藪田　龍一 福本　蓮 齋藤　幸希 伊東　凪都 藪田　直輝 浦野　力駆

女子団体交流 選手名簿

所属 監督

小平ジュニアＡ 城戸　友行 城戸　康子 米倉　加奈子 皆川　茉綾 竹内　遥香 橋村　羽奏 神尾　朱理

小平ジュニアＢ 城戸　友行 城戸　康子 米倉　加奈子 入澤　美空 今井　乃愛瑠 依田　美玲 橋村　妃翔 皆川　恵茉

シャトラーズ深川 平山　政吉 佐々木　年行 平山　きみ枝 植木　彩 樋爪　りんご 河内　愛紗 金田　ゆめ 長谷川　萌香

たなしＭＡＸ Ｊｒ． 野口　聡 石川　竜太 石井　愛莉 佐野　はるか 長谷川　檎々 木田　愛里 森田　七海 石川　るるう

宝木塚ジュニア Ａ 鴛海　晴彦 原田　憲明 荒木　隆英 國弘　一葉 今村　汐利 小杉　南未 辻　綺香

宝木塚ジュニア Ｂ 鴛海　晴彦 原田　憲明 荒木　隆英 小杉　夏葉 金沢　つぼみ 今村　柊香 広瀬　紗麗

町田ジュニア Ａ 福本　満夫 安諸　晴夫 若木　透 谷口　彩夢 肥後　朱音 栗原　明希 八重樫　涼

町田ジュニア Ｂ 福本　満夫 安諸　晴夫 若木　透 西山　由珠 栗原　芽希 森谷　友南 光永　理央菜 高橋　結衣
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