
順位 氏　名 県連盟 所　属
1 喜地　真鈴 東京都 都市大等々力中学校
2 萩原 柚夏 群馬県 片品中学校
3 吉野 実和 群馬県 片品中学校
4 宇田川 雅 東京都 玉川学園中学部
5 星野 そよ風 群馬県 片品中学校
6 吉野 芹香 群馬県 片品中学校
7 藤田 みどり 東京都 尾山台中学校
8 萩原 唯 群馬県 安中第二中学校

順位 氏　名 県連盟 所　属
1 近藤 優太 東京都 瀬田中学校
2 和田 望 東京都 早稲田実業学校中学校
3 横堀 獅子丸 群馬県 群大付属中
4 宮城 良佑 東京都 砧中学校
5 大島 史彰 群馬県 沼田中学校
6 中村 拓真 神奈川県 桐光学園中学校
7 北山 桂月 群馬県 藤原中学校
8 新井 蔵人 東京都 豊島区立西巣鴨中学校
9 中村 悠真 神奈川県 横浜ペガサススキークラブ
10 堀 竣一 東京都 明星中学校
11 鈴木 蒼大 東京都 千川中学校
12 永井 真生 群馬県 片品中学校
13 山岸　珀斗 神奈川県 清新中学校
14 三浦 一桔 群馬県 片品中学校
15 宮嶋 倖太郎 群馬県 月夜野中学校
16 竹田 柊晴 東京都 立教池袋中学校
17 正西 賢将 神奈川県 桐蔭学園中学
18 石井 宏多朗 群馬県 水上中学校
19 町田 央可 群馬県 高崎長野郷中学校
20 杉山 武尊 埼玉県 新曽中学校

順位 氏　名 県連盟 所　属
1 石塚　千尋 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
2 星野　埜の風 群馬県 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
3 和田　衣未 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
4 田中　心結 群馬県 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ
5 石井　咲亜耶 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

順位 氏　名 県連盟 所　属
1 早川　徹彦 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
2 近藤　純太 東京都 苗場ﾍﾞｰｼｯｸ＆ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
3 嶋守　健人 群馬県 高崎市ｽｷｰ連盟
4 安東　恭助 千葉県 浦安ｽｷｰ連盟
5 正木　駿 神奈川県 湘南学園小学校
6 村山　雄飛 東京都 東京ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
7 荒川　雄輝 群馬県 草津ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
8 稲葉　慶太朗 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
9 小林　洸 群馬県 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ
10 田代　雅紋 東京都 ﾄﾑﾃ
11 中道　慈英 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
12 吉野　桔平 群馬県 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
13 三浦　楓生 群馬県 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
14 田口　喜一 東京都 Ziel　Tokyo
15 堀田　隆一郎 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
16 鈴木　啓太郎 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
17 小和田　羚 群馬県 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ
18 中道　槙志 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
19 入澤　櫂成 群馬県 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ
20 西大條　育孝 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰﾁｰﾑ
21 山口　響 群馬県 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ
DS 宇田　純大 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
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順位 氏　名 県連盟 所　属
1 関川　寧桜 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
2 村山　恵吏加 東京都 東京ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
3 正木　咲空 神奈川県 浜須賀小学校
4 山口　奏 群馬県 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ
5 小泉　結希 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

DF 谷　梅圭 神奈川県 BURST-YOKOHAMA
DS 諏訪　翔音 東京都 ﾁｰﾑ　ﾃﾞｨｰｴﾙﾍﾞｰﾊｰ　ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

順位 氏　名 県連盟 所　属
1 佐藤　源 神奈川県 伊勢山小学校
2 福井　健人 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
3 東使　洋太朗 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
4 長嵐　由晟 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
5 西岡　虎以 神奈川県 K-Power
6 嶋守　郁人 群馬県 高崎市ｽｷｰ連盟
7 恩田　千瑛 神奈川県 SCｶﾒ
8 関　龍之輔 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
9 田口　福一 東京都 Ziel　Tokyo

順位 氏　名 県連盟 所　属
1 関川　翠桜 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
2 三輪　エミ 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
3 三浦　柚花 群馬県 片品ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
4 藤井　愛佳 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
5 藍澤　舞衣 神奈川県 横浜市立中川小学校
6 近藤　柑菜 東京都 苗場ﾍﾞｰｼｯｸ＆ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾞﾗﾌﾞ
7 松永　佳恋 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨSS
8 鈴木　萌々子 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
9 池端　伽藍 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
10 竹本　瑚乃 神奈川県 BURST-YOKOHAMA

順位 氏　名 県連盟 所　属
1 田中　遼介 神奈川県 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
2 山田　海斗 神奈川県 BURST-YOKOHAMA
3 吉田　拓真 神奈川県 横浜国大付属鎌倉小
4 深野　翔太郎 東京都 Ziel　Tokyo
5 曺永宇 神奈川県 白幡小学校
6 茂筑　虹汰 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
7 浅枝　樂 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
8 根岸　桜真 東京都 ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
9 田中　太暉 群馬県 渋川Jrｽｷｰｸﾗﾌﾞ
10 平山　航太朗 東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
DF 堀　綺良 東京都 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
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