
男子代表
Ｍａｃｈｉ１ たなしMAX サザンウィングス 八王子K・B 八王子ジュニア 小平ジュニア 池上ジュニア 渋谷ジュニア 練馬アドバンス 青梅ジュニア

監督 篠原 克彦 野口聡 山岸 洋一 土屋 憲法 石井 暢 城戸 友行 髙橋 裕里子 杉山 保 佐藤 光則 青山 天将
コーチ 井上 祐希 菊池敏郎 山口 絵美 野村 麻呂佳 板橋 浩気 野口 淳三 玉木 利弥 青木 孝徳 田中 啓太 坂村 友史
審判 中川 智成 塩谷剛 戸土 祥子 田中 佑弥 横田 順子 鈴木 竜秀 石井 晶子 谷戸 貴弘 田中 英理子 佐野 泰士
審判 高橋 奈緒 森尾 真紀 室谷 浩平 尾副 拓生 鎌田 和希 田中 祥子 斉藤 美喜子 齋藤 衛 福井 良之 森田 祐美
選手１ 中川 翔護⑥ 塩谷 司⑥ 戸土 陽稀⑥ 土屋 和志⑥ 小笠原 拓海⑥ 井嶋 啓翔⑥ 髙橋 祐輔⑥ 石井 春馬⑥ 福井 敬介⑥ 青山 天煌⑤
選手２ 廣瀬 修平⑥ 森尾 颯天⑤ 佐々木 徳彰⑥ 尾副 凜和⑤ 山﨑 琉矢⑤ 鈴木 秀吾⑥ 石井 羚⑥ 谷戸 翔音⑥ 田中 崚登⑤ 坂村 斗優⑤
選手３ 高橋 潤平④ 森田 創之⑤ 宮本 陽瑠⑤ 野村 龍星⑤ 江原 和祈④ 田中 星太郎⑥ 斉藤 寛武⑥ 山口 拓⑤ 田中 朔⑤ 佐野 健太④
選手４ 廣瀬 佳晃③ 飯村 雄々介⑤ 中村 知優⑤ 田中 晴⑤ 鎌田 悠生⑥ 関口 蓮⑤ 野澤 拓斗⑤ 齋藤 頼親④ 佐藤 将磨⑤ 森田 悠生④
選手５ 石井 涼晟④ 宮本 朝日② 木之下 恵勇④ 横田 智也⑥ 野口 優⑤ 野澤 瑛斗④ 松木 琉森②
選手６ 野村 魁星② 髙橋 慎吾③

女子代表
Ｍａｃｈｉ１ サザンウィングス シャトラーズ深川 ハナマウイジュニア八王子ジュニア 小平ジュニア 旭工芸ジュニア 杉並ジュニア 渋谷ジュニア 青梅ジュニア

監督 篠原 克彦 山岸 洋一 平山 政吉 久保田 雄三 石井 暢 結城 加奈子 近藤 隆司 若月 美智子 杉山 保 藤城 武久
コーチ 井上 祐希 山口 絵美 細谷 あい子 齋藤 尚之 板橋 浩気 猪瀬 健 佐々木麻記子 小椋 祐 青木 孝徳 小出 智美
審判 高橋 奈緒 戸土 祥子 山口 知子 秋元 夏美 長谷本 静香 大嶽 幸正 青栁 陽子 木村 絢子 平田 未来 神尾 ひとみ
審判 有村 沙耶香 室谷 浩平 石川 真吾 大村 佳奈 新田 佐江 入澤 智章 弓削 幸子 小日向 めぐみ 南立 さゆり 相場 美穂
選手１ 有村 陽南⑥ 南谷 芹⑥ 細谷 綺希⑥ 梅澤 唯花⑥ 浜岡 紗帆⑤ 猪瀬 智恵⑥ 青栁 陽咲⑥ 小日向 由莉⑥ 平田 葵⑥ 神尾 明希⑥
選手２ 大槻 結稀⑤ 福山 咲季⑥ 山口 侑未⑥ 齋藤 翼⑥ 反町 咲紀⑤ 今村 柚稀⑥ 佐々木 心羽⑥ 木村 瀬夏⑥ 南立 紗希⑥ 相場 美羽⑥
選手３ 篠原 愛果⑤ 室谷 果凛⑥ 山口 理英④ 秋元 美結奈⑤ 山下 佳絵④ 大嶽 実央⑥ 村上 笑瑠⑥ 大澤 美空⑥ 齋藤 鏡花⑥ 藤城 百蘭③
選手４ 有村 衣央④ 水尻 茉那⑤ 石川 奈那③ 広瀬 麗依④ 松井 玲菜⑥ 入澤 美星⑤ 弓削 心咲⑤ 若林 華⑥ 青木 愛⑤ 小出 鈴③
選手５ 田端 優羽⑤ 張 容榕④ 大村 明花④ 長谷本 凛⑥ 臧 明佳⑤ 石川 真衣③
選手６ 原田 美彩奈⑤ 栗原 慧④ 小坂部 紗希① 新田 望乃⑥

男子交流 女子交流
小平ジュニア 渋谷ジュニア サザンウィングス 小平ジュニア 旭工芸ジュニア 渋谷ジュニア 青梅ジュニア

監督 宮﨑 力 杉山 保 監督 山岸 洋一 宮﨑 力 近藤 由梨 杉山 保 藤城 和香子
コーチ 新開 裕介 茂庭 弘子 コーチ 山口 絵美 佐藤 英紀 猪口 幸子 茂庭 弘子 久田 志乃
審判 三浦 猛 張 海成 審判 戸土 祥子 臧 亮堅 加藤 千恵美 李 昇周 石森 寛海
審判 山本 峻正 北田 翼 審判 室谷 浩平 山本 智也 渡邊 裕香理 田中 裕三 永松 真由美
選手１ 関根 陽琉⑤ 小川 武士⑤ 選手１ 早川 杏梨④ 池田 茉悠⑤ 渡邊 夏美⑤ 青葉 香音⑤ 石森 柚紀⑥
選手２ 田代 惺大⑤ 鬢櫛 聖二④ 選手２ 石原 明④ 原 夏穂⑤ 野上 岬姫⑤ 土佐 美玲⑤ 永松 椛⑥
選手３ 三浦 聖⑤ 北田 海④ 選手３ 矢﨑 有姫子④ 佐藤 由羽④ 加藤 芙美乃③ 石井 伊織④ 久田 梨乃⑤
選手４ 山本 悠惺⑤ 張 平③ 選手４ 村井 美紀③ 執行 藍④ 猪口 優笑② 田中 志歩④ 岡田 古都美④
選手５ 吉村 颯真④ 張 宇① 選手５ 宮本 朝菜② 臧 佳純④ 栗原 花楓③ 津田 有彩②
選手６ 新開 悠翔② 栗原 瑛虎① 選手６ 澤田 梓沙② 山本 真帆④
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