
第15回　関東小学生選手権大会・東京都予選会　参加者名簿

種目 No. 参加者 所属
6MS 1 松本 綾太朗 宝木塚Ｊｒ．
6MS 2 城戸 友翔 小平ジュニア
6MS 3 蒔苗 大助 杉並ジュニア
6MS 4 伊東 凪都 武蔵村山ジュニア
6MS 5 藤城 武之輔 青梅ジュニア
6MS 6 平吹 曉 青梅ジュニア
6WS 1 内藤 暖乃 ＳＵＮＳ２００４
6WS 2 木田 愛里 たなしＭＡＸ
6WS 3 程原 優 シャトラーズ深川
6WS 4 吉田 絢香 ハナマウイＪｒ．
6WS 5 広瀬 紗麗 ハナマウイＪｒ．
6WS 6 橋村 妃翔 小平ジュニア
6WS 7 田中 四葉 渋谷ジュニア
6WS 8 高木 杏 調布ジュニア
5MS 1 内田 壮一郎 たなしＭＡＸ
5MS 2 玉木 佑弥 たなしＭＡＸ
5MS 3 新木 雄太 サザンウィングス
5MS 4 三木 瑛太 ハナマウイＪｒ．
5MS 5 鈴木 蒼介 八王子ジュニア
5MS 6 菅野 響生 八王子ジュニア
5MS 7 星 椋太 宝木塚Ｊｒ．
5MS 8 堤 恵悟 小平ジュニア
5MS 9 白坂 夏絆 小平ジュニア
5MS 10 坂口 功 渋谷ジュニア
5MS 11 殿川 大地 渋谷ジュニア
5MS 12 間瀬 智裕 町田ジュニア
5WS 1 伴野 碧唯 ＮＯＣＫＳ
5WS 2 稲付 くるみ たなしＭＡＸ
5WS 3 藤原 未釉 たなしＭＡＸ
5WS 4 平澤 愛菜 シャトラーズ深川
5WS 5 浜岡 育穂 八王子ジュニア
5WS 6 青戸 麻唯菜 千代田
5WS 7 森本 ゆりな 千代田
5WS 8 佐藤 帆志乃 宝木塚Ｊｒ．
5WS 9 皆川 恵茉 小平ジュニア
5WS 10 藤井 円花 渋谷ジュニア
5WS 11 酒井 美緒 渋谷ジュニア
4MS 1 金岡 壮達 ＴＩＪ
4MS 2 河村 結人 キダッチョ君ＢＣ
4MS 3 戸土 陽稀 サザンウィングス
4MS 4 青戸 琳太郎 千代田
4MS 5 井嶋 啓翔 小平ジュニア
4MS 6 中川 翔護 町田ジュニア



4MS 7 佐野 健太 青梅ジュニア
4MS 8 谷戸 翔音 鷹番ジュニア
4WS 1 木下 結瑛 ＮＯＣＫＳ
4WS 2 青木 愛 ＮＯＣＫＳ
4WS 3 石川 るるう たなしＭＡＸ
4WS 4 水尻 茉那 サザンウィングス
4WS 5 細谷 綺希 シャトラーズ深川
4WS 6 上田 涼菜 千代田
4WS 7 田村 茉桜 品川ジュニア
4WS 8 永松 椛 小平ジュニア
4WS 9 平田 葵 渋谷ジュニア
4WS 10 石井 伊織 渋谷ジュニア
4WS 11 有村 陽南 町田ジュニア
4WS 12 石上 琴美 調布ジュニア
4WS 13 神尾 明希 青梅ジュニア

6MD 1 合田 拓翔 佐々木 陽向 たなしＭＡＸ
6MD 2 髙﨑 唯心 廣谷 碧太 ＴＩＪ
6MD 3 齊木 絆太 滝川 翔太 シャトラーズ深川
6MD 4 井上 湊仁 宮入 悠人 八王子Ｋ・Ｂ
6MD 5 向井 光樹 鎌田 悠生 八王子ジュニア
6MD 6 戸村 光希 野口 空 小平ジュニア
6MD 7 植木 渉 葭原 知宙 小平ジュニア
6MD 8 松浦 瑛太 友成 蓮 石台小ＢＣ
6MD 9 梅澤 翼 大國 正夢 練馬アドバンス
6MD 10 中野 凱音 大森 陸奥 練馬アドバンス
6MD 11 三浦 大翔 田中 陸 練馬ジュニア
6MD 12 山本 成心 近衛 優斗 練馬ジュニア
6MD 13 石川 裕太 石田 莉一 豊島シャトルズ
6MD 14 渡邉 悠至 下川 璃久 青梅ジュニア
6MD 15 金野竜冴 三宮智苑 飛鳥クラブ
6MD 16 河合 大和 吉村 優人 鷹番ジュニア
6WD 1 江口 樹奈 大庭 梨暖 ＴＩＪ
6WD 2 山口 玲衣 宮本 青璃 サザンウィングス
6WD 3 小松 美來 鴛海 光 宝木塚Ｊｒ．
6WD 4 赤島 里香 小野髙 美月 小平ジュニア
6WD 5 三好 桜 中江 杏 小平ジュニア
6WD 6 鈴木 乃愛 松澤 未來 旭工芸
6WD 7 武田 琴音 佐藤 雫 池上ジュニア
6WD 8 東 里桜 酒井 玲菜 渋谷ジュニア
6WD 9 岩本 莉奈 黒川 紗都 練馬アドバンス
6WD 10 楠田 美空 渡辺 葉月 練馬ジュニア
6WD 11 水野 そら 飯田 望月 豊島シャトルズ
6WD 12 山中 杏哩 森田 七海 青梅ジュニア
6WD 13 雑賀 日茉里 中村 有里 鷹番ジュニア
5MD 1 佐々木 陽斗 塩谷 司 たなしＭＡＸ
5MD 2 福成 翔太 永井 海成 シャトラーズ深川



5MD 3 岩佐 幸太郎 土屋 和志 八王子Ｋ・Ｂ
5MD 4 田中 琥太郎 生元 暖人 宝木塚Ｊｒ．
5MD 5 武森 陽向 塩谷 朱雀 小平ジュニア
5MD 6 加藤 陽斗 篠原 壮 町田ジュニア
5WD 1 蝦名 美宙 岩佐 泉希 八王子ジュニア
5WD 2 岡部 綾美 江原 羽海 八王子ジュニア
5WD 3 末廣 凜風 末廣 瑠夏 小平ジュニア
5WD 4 清水 瑠莉 三上 美空 旭工芸
5WD 5 佐藤 つきみ 粟野 莉央 渋谷ジュニア
5WD 6 金澤 優咲 藤井 理緒 渋谷ジュニア
5WD 7 高橋 結衣 光永 理央菜 町田ジュニア
5WD 8 吉野 羽都希 梅澤 唯花 練馬アドバンス
5WD 9 薗田 優奈 渡邉 杏梨 青梅ジュニア
5WD 10 叶井 心菜 福元 廣乃 鷹番ジュニア
4MD 1 鈴木 秀吾 田中 星太郎 小平ジュニア
4MD 2 関口 蓮 野口 優 小平ジュニア
4MD 3 田代 惺大 三浦 聖 小平ジュニア
4MD 4 髙橋 佑輔 宍倉 拓海 池上ジュニア
4MD 5 石井 春馬 山口 拓 渋谷ジュニア
4MD 6 上里 航大 廣瀬 修平 町田ジュニア
4MD 7 小池 大和 冨士山 倖 町田ジュニア
4MD 8 佐藤 将磨 田中 朔 練馬ジュニア
4MD 9 岡田 晃一 石上 英太 調布ジュニア
4WD 1 南谷 芹 福山 咲季 サザンウィングス
4WD 2 齋藤 翼 三木 彩加 ハナマウイＪｒ．
4WD 3 松本 杏珠 長谷川 心陽 宝木塚Ｊｒ．
4WD 4 猪瀬 智恵 大嶽 実央 小平ジュニア
4WD 5 入澤 美星 臧 明佳 小平ジュニア
4WD 6 佐藤 由羽 臧 佳純 小平ジュニア
4WD 7 青柳 陽咲 佐々木 心羽 旭工芸
4WD 8 村山 陽香 南立 紗希 渋谷ジュニア
4WD 9 大槻 結稀 篠原 愛果 町田ジュニア


