
No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

1 川崎 翔太 かわさき しょうた 6 シャトル桜木

2 藤波 龍仁 ふじなみ りゅうじん 6 シャトル桜木

3 山口 唯杏 やまぐち いあん 6 シャトル桜木

4 吉永 晴彦 よしなが はるひこ 5 シャトル桜木

5 小林 碧 こばやし あおい 6 やちよスマッシュ

6 鈴木 栄人 すずき はるひと 5 やちよスマッシュ

7 石川 颯祐 いしかわ さすけ 5 やちよスマッシュ

8 内田 颯斗 うちだ はやと 6 我孫子ジュニア

9 秋葉 純希 あきば じゅの 5 季美の森ジュニア

10 劉 嘉人 りゅう よしと 6 高洲ホープス

11 小山 竣大 こやま しゅんた 5 高洲ホープス

12 小林 晴崇 こばやし はるたか 5 高洲ホープス

13 勝 煌矢 かつ こうや 6 佐貫クラブ

14 寺山 涼太 てらやま りょうた 5 市原ジュニア

15 牧 颯大 まき そうた 6 市原ジュニア

16 尾込 温人 おごめ はると 6 市原ジュニア

17 政川 夕馬 まさかわ ゆうま 6 BunBunSP

18 篠原 凛恩 しのはら りおん 5 BunBunSP

19 松丸 翔太郎 まつまる しょうたろう 5 BunBunSP

20 野村 昊佑 のむら こうすけ 6 Honey Sophia

21 石塚 優太朗 いしづか ゆうたろう 6 Progress Jr.

22 岩下 慶一郎 いわした けいいちろう 6 Progress Jr.

23 海老原 大斗 えびはら やまと 5 Progress Jr.

24 佐藤 柊希 さとう しゅうき 6 栗ヶ沢ジュニア

25 佃 直樹 つくだ なおき 6 栗ヶ沢ジュニア

26 常松 隆太 つねまつ りゅうた 6 栗ヶ沢ジュニア

27 鈴木 翔太 すずき しょうた 6 松戸六実ジュニア

28 武内 崇隼 たけうち たかとし 6 スリーセブンＪｒ

29 後藤 大輝 ごとう だいき 5 スリーセブンＪｒ

30 松岡 佑 まつおか たすく 5 スリーセブンＪｒ

31 網谷 翼 あみたに たすく 6 船橋ジュニア

32 水間 瑛太郎 みずま えいたろう 6 船橋ジュニア

33 川名 星瑠 かわな せる 5 船橋ジュニア

34 富澤 将斗 とみさわ まさと 5 船橋ジュニア

35 小川 翔亜 おがわ とあ 5 船橋ジュニア

36 遠藤 直希 えんどう なおき 5 船橋ジュニア

37 羽石 海翔 はねいし かいと 6 成田ジュニア

38 鶴岡 蒼也 つるおか あおや 6 成田ジュニア

39 田代 温大 たしろ あつひろ 6 野田中根ジュニア

40 橋本 賢輝 はしもと まさき 6 野田中根ジュニア

41 眞下 尚也 ましも なおや 6 野田中根ジュニア

42 大澤 夏來 おおさわ なつき 5 市川ジュニア

43 新村 薩真 しんむら さつま 5 市川ジュニア

44 皿谷 創 さらたに つくる 6 市川ジュニア

45 矢内 慎吾 やない しんご 6 市川ジュニア

46 金子 源太朗 かねこ げんたろう 5 市川ジュニア

47 林 祐輝 はやし ゆうき 5 市川ジュニア

48 伊藤 駿 いとう しゅん 5 市川ジュニア

49 揚石 大智 あげいし だいち 5 市川ジュニア

50 山本 和慶 やまもと かずよし 5 柏南部ジュニア

51 西野 航平 にしの こうへい 5 柏南部ジュニア

52 蒋 宇辰 しょう うたつ 5 鎌ケ谷ジュニア

53 今野 稜久 こんの りく 5 鎌ケ谷ジュニア

54 浅岡 大翔 あさおか はると 6 しゃとる茂原
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No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

55 林 礼晟 はやし らいせい 6 しゃとる茂原

56 鈴木 裕也 すずき ゆうや 6 大森ジュニア

57 田口 倫 たぐち りん 5 大森ジュニア

58 安藤 大翔 あんどう だいと 5 大森ジュニア

59 石野 真聖 いしの まなと 6 流山ジュニア

60 石塚 柚羽 いしづか ゆう 5 流山ジュニア

61 上重 渉 じょうじゅう わたる 6 流山ジュニア

62 上重 響 じょうじゅう ひびき 6 流山ジュニア

63 加納 康平 かのう こうへい 6 流山ジュニア

No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

1 船戸 愛翔 ふなど まなと 4 高州ホープス

2 野村 海貴 のむら かいき 3 高州ホープス

3 谷本 豪輝 たにもと ごうき 3 佐貫クラブ

4 重田 八雲 しげた やくも 4 市原ジュニア

5 田島 亮太 たじま りょうた 4 市原ジュニア

6 高久 昊士 たかく ひろと 4 BunBunSP

7 澤内 海風 さわうち しょあ 3 Honey Sophia

8 横田 絆 よこた きずな 4 Progress Jr.

9 中沢 嵐 なかざわ あらし 4 Progress Jr.

10 鈴木 聡一郎 すずき そういちろう 3 Progress Jr.

11 鈴木 貴翔 すずき たかと 4 栗ヶ沢ジュニア

12 市村 悠悟 いちむら ゆうご 3 栗ヶ沢ジュニア

13 工藤 翔太 くどう しょうた 3 川間ジュニア

14 中嶋 奏太 なかじま そうた 4 香取ジュニア

15 林 夏樹 はやし なつき 4 香取ジュニア

16 長谷川 巧 はせがわ たくみ 3 香取ジュニア

17 香取 勇気 かとり ゆうき 3 香取ジュニア

18 金子 颯汰 かねこ そうた 4 船橋ジュニア

19 青木 翔太郎 あおき しょうたろう 4 船橋ジュニア

20 小林 透真 こばやし とうま 3 船橋ジュニア

21 秦野 光 はたの ひかる 4 野田中根ジュニア

22 大口 勇人 おおぐち はやと 4 野田中根ジュニア

23 眞下 寛悠 ましも のりひさ 4 野田中根ジュニア

24 宮下 桧 みやした かい 3 野田中根ジュニア

25 鈴木 幹太 すずき かんた 3 野田中根ジュニア

26 美濃 龍斗 みの りゅうと 4 市川ジュニア

27 坂本 結翔 さかもと ゆいと 4 市川ジュニア

28 沼端 蓮 ぬまはた れん 3 市川ジュニア

29 李 章郡 り しょうぐん 3 市川ジュニア

30 加藤 織音 かとう おりと 4 柏南部ジュニア

31 堀田 櫂詩 ほった かいし 3 柏南部ジュニア

32 川俣 遥叶 かわまた はると 4 柏南部ジュニア

33 佐々木 玲 ささき れい 4 ベイヒッターズJBC

34 山本 耀彦 やまもと あきひこ 3 ベイヒッターズJBC

35 湯川 瑛大 ゆかわ えいた 4 鎌ケ谷ジュニア

36 木嶋 耕太郎 きしま こうたろう 4 鎌ケ谷ジュニア

37 小杉 耕勇 こすぎ こうゆう 3 鎌ケ谷ジュニア

38 秋葉 蒼空 あきば そら 3 しゃとる茂原

39 鈴木 悠輔 すずき ゆうすけ 4 流山ジュニア

40 井上 颯藍 いのうえ そら 4 流山ジュニア

41 齋藤 幹仁 さいとう みきひと 4 流山ジュニア

42 戸部 結智 とべ ゆいと 4 流山ジュニア

43 木幡 大河 こわた たいが 3 流山ジュニア
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No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

1 本井 悠仁 もとい ゆうじん 2 やちよスマッシュ

2 小山 大誠 こやま たいせい 2 高州ホープス

3 吉川 凌生 よしかわ りく 2 市原ジュニア

4 伊井 冬馬 いい とうま 1 市原ジュニア

5 山本 拓真 やまもと たくま 2 BunBunSP

6 峰 伶次郎 みね れいじろう 2 松戸六実ジュニア

7 竹本 心優斗 たけもと みゆと 2 スリーセブンＪｒ

8 赤堀 颯汰 あかぼり そうた 2 スリーセブンＪｒ

9 根本 源凪 ねもと みなぎ 1 香取ジュニア

10 吉岡 皐 よしおか さつき 1 野田中根ジュニア

11 大畑 俊介 おおはた しゅんすけ 1 柏南部ジュニア

12 川﨑 航 かわさき わたる 1 ベイヒッターズJBC

No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

1 鎌形 陽葵 かまがた ひまり 6 シャトル桜木

2 鈴木 茜音 すずき あかね 6 シャトル桜木

3 川崎 優羽 かわさき ゆう 5 シャトル桜木

4 本井 舞鈴 もとい まりん 6 やちよスマッシュ

5 後藤 明芭 ごとう あきは 5 我孫子ジュニア

6 重信 心音 しげのぶ ここね 6 我孫子ジュニア

7 山口 瑠々 やまぐち るる 5 我孫子ジュニア

8 田村 葉音 たむら はのん 5 我孫子ジュニア

9 山本 凜華 やまもと りんか 6 季美の森ジュニア

10 石塚 妃波 いしづか ひなみ 6 季美の森ジュニア

11 金井 奈央 かない なお 6 季美の森ジュニア

12 一森 結有 いちもり ゆあ 6 季美の森ジュニア

13 石田 紗那 いしだ さな 6 季美の森ジュニア

14 屋代 咲季 やしろ さき 5 高州ホープス

15 佐藤 里菜 さとう りな 5 高州ホープス

16 佐藤 アクア さとう あくあ 5 高州ホープス

17 新井 里奈 あらい りな 5 高州ホープス

18 彌勒院 菜摘 みろくいん なつみ 5 高州ホープス

19 齋藤 美衣奈 さいとう みいな 6 佐貫クラブ

20 佐藤 江玲奈 さとう えれな 5 佐貫クラブ

21 高橋 琉那 たかはし るな 5 佐貫クラブ

22 相良 梨菜 さがら りんな 6 市原ジュニア

23 佐藤 羽琉 さとう はる 5 市原ジュニア

24 遠藤 紗 えんどう すず 5 市原ジュニア

25 平井 凜 ひらい りん 5 市原ジュニア

26 澤田 朱里 さわだ あかり 6 BunBunSP

27 松丸 彩華 まつまる あやか 6 BunBunSP

28 吉田 遥香 よしだ はるか 5 BunBunSP

29 鶴田 愛美 つるた まなみ 5 BunBunSP

30 山辺 彩由里 やまべ さゆり 5 Progress Jr.

31 畑中 彩花 はたなか あやか 5 Progress Jr.

32 山本 優奈 やまもと ゆな 5 Progress Jr.

33 作山 穂栞 さくやま ほのか 6 Progress Jr.

34 山野辺 花 やまのべ りりあ 6 Progress Jr.

35 吉野 果穂 よしの かほ 6 Progress Jr.

36 篠原 里緒 しのはら りお 6 Progress Jr.

37 岡田 みちる おかだ みちる 6 Progress Jr.

38 酒井 結子 さかい ゆいこ 6 Progress Jr.
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No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

39 高橋 礼 たかはし れい 6 Progress Jr.

40 小嶋 彩夏 こじま さやか 6 Progress Jr.

41 中村 紗夜 なかむら さや 6 栗ヶ沢ジュニア

42 小谷 百合愛 こたに ゆりあ 6 栗ヶ沢ジュニア

43 市村 奈緒 いちむら なお 5 栗ヶ沢ジュニア

44 石橋 凜々花 いしばし りりか 5 松戸六実ジュニア

45 佐久間 凛音 さくま りおん 5 松戸六実ジュニア

46 渡来 葵 わたらい あおい 5 松戸六実ジュニア

47 野元 美歩 のもと みほ 5 松戸六実ジュニア

48 加藤 ことね かとう ことね 6 スリーセブンＪｒ

49 野田 華愛 のだ はなあ 5 スリーセブンＪｒ

50 竹本 月渚 たけもと るな 5 スリーセブンＪｒ

51 岡澤 那菜 おかざわ なな 5 香取ジュニア

52 香取 つばさ かとり つばさ 5 香取ジュニア

53 永柄 蘭 ながえ らん 6 船橋ジュニア

54 小林 愛花 こばやし あいか 6 船橋ジュニア

55 長谷川 遙花 はせがわ はるか 5 船橋ジュニア

56 川口 友梨華 かわぐち ゆりか 5 船橋ジュニア

57 島田 朱莉 しまだ あかり 5 船橋ジュニア

58 武藤 知紗都 むとう ちさと 6 成田ジュニア

59 山田 風花 やまだ ふうか 5 成田ジュニア

60 小島 夕菜 こじま ゆうな 6 野田中根ジュニア

61 峯島 陽菜 みねしま はるな 6 野田中根ジュニア

62 米谷 和花 こめたに のどか 5 野田中根ジュニア

63 田口 乃愛 たぐち のあ 5 野田中根ジュニア

64 柚木 咲良 ゆのき さくら 6 市川ジュニア

65 伊藤 優 いとう ゆう 6 市川ジュニア

66 野口 怜奈 のぐち れいな 6 市川ジュニア

67 山口 心蒼 やまぐち こお 5 市川ジュニア

68 岩尾 美柚 いわお みゆ 5 柏南部ジュニア

69 前田 凜優 まえだ りゆ 6 柏南部ジュニア

70 渡辺 美遥 わたなべ みはる 6 ベイヒッターズJBC

71 小澤 寧音 おざわ ねね 6 ベイヒッターズJBC

72 伊野 こはく いの こはく 6 ベイヒッターズJBC

73 石川 七帆 いしかわ ななほ 5 ベイヒッターズJBC

74 富永 彩巴 とみなが いろは 5 ベイヒッターズJBC

75 佐藤 杏 さとう あん 6 鎌ケ谷ジュニア

76 山﨑 ひかる やまざき ひかる 6 鎌ケ谷ジュニア

77 藤本 花珠 ふじもと かじゅ 6 鎌ケ谷ジュニア

78 菅原 柚花 すがわら ゆずか 6 鎌ケ谷ジュニア

79 鈴木 結 すずき ゆい 6 鎌ケ谷ジュニア

80 湯川 真帆 ゆかわ まほ 6 鎌ケ谷ジュニア

81 岡村 千雪 おかむら ちゆき 6 鎌ケ谷ジュニア

82 星野 萌花 ほしの もか 5 鎌ケ谷ジュニア

83 折原 二菜 おりはら にな 5 鎌ケ谷ジュニア

84 江口 芽生 えぐち めい 5 鎌ケ谷ジュニア

85 根本 茉実 ねもと まみ 5 鎌ケ谷ジュニア

86 浅岡 愛加 あさおか あいか 5 しゃとる茂原

87 熊崎 亜子 くまざき あこ 6 大森ジュニア

88 笹森 結衣 ささもり ゆい 6 大森ジュニア

89 宇佐美 香子 うさみ きょうこ 5 大森ジュニア

90 松浦 由佳 まつうら ゆか 5 大森ジュニア

91 関 まなる せき まなる 5 大森ジュニア

92 富永 万結 とみなが まゆ 5 大森ジュニア

93 深見 心愛 ふかみ ここあ 5 大森ジュニア

94 戸部 碧月 とべ あおい 6 流山ジュニア
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No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

95 眞鍋 杏 まなべ あんず 5 流山ジュニア

96 宮田 凪菜 みやた なな 6 流山ジュニア

97 北野 満豊 きたの まひろ 6 流山ジュニア

98 木幡 莉花 こわた りか 6 流山ジュニア

99 梅原 小鈴 うめはら こすず 6 流山ジュニア

100 黒澤 陽悦 くろさわ はるえ 5 流山ジュニア

101 和田 麻莉奈 わだ まりな 6 流山ジュニア

No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

1 蛭川 由菜 ひるかわ ゆな 4 シャトル桜木

2 早川 穂 はやかわ すい 4 シャトル桜木

3 原 彩音 はら あやね 4 シャトル桜木

4 鎌形 望心 かまがた のぞみ 3 シャトル桜木

5 関原 咲景 せきはら さえ 4 やちよスマッシュ

6 山口 穂乃 やまぐち ほの 3 我孫子ジュニア

7 土屋 こころ つちや こころ 4 季美の森ジュニア

8 石塚 捺波 いしづか ななみ 3 季美の森ジュニア

9 有賀 結衣 ありが ゆい 3 高州ホープス

10 松藤 梨央 まつふじ りお 3 高州ホープス

11 中村 優杏 なかむら ゆず 3 高州ホープス

12 上田 ちはる うえだ ちはる 3 高州ホープス

13 伊井 心春 いい こはる 4 市原ジュニア

14 後藤 悠那 ごとう ゆうな 4 BunBunSP

15 細木原 茉奈 ほそきばら まな 3 Progress Jr.

16 郎 煕然 ろう しいらん 3 Progress Jr.

17 鈴木 眞那 すずき まな 4 Progress Jr.

18 酒井 藍子 さかい あいこ 4 Progress Jr.

19 大島 彩椰 おおしま さや 4 Progress Jr.

20 会田 りこ あいた りこ 4 松戸六実ジュニア

21 峰 莉緒 みね りお 4 松戸六実ジュニア

22 香田 菜々美 こうだ ななみ 4 川間ジュニア

23 天野 香恋 あまの かれん 3 川間ジュニア

24 寺尾 結依 てらお ゆい 4 スリーセブンＪｒ

25 松嶋 美紘 まつしま みひろ 3 スリーセブンＪｒ

26 香取 亜美 かとり あみ 4 香取ジュニア

27 中嶋 心南 なかじま こな 4 香取ジュニア

28 根本 遥羽 ねもと とわ 4 香取ジュニア

29 永柄 華 ながえ はな 4 船橋ジュニア

30 繁森 心美 しげもり ここみ 4 船橋ジュニア

31 川口 桃加 かわぐち ももか 3 船橋ジュニア

32 内藤 羽菜 ないとう はな 4 野田中根ジュニア

33 小島 七海 こじま ななみ 4 野田中根ジュニア

34 林 優月 はやし ゆづき 3 市川ジュニア

35 野口 唯奈 のぐち ゆいな 4 市川ジュニア

36 吉野 佑海 よしの ゆうみ 4 柏南部ジュニア

37 石川 晴子 いしかわ はるこ 4 柏南部ジュニア

38 荒屋鋪 奏 あらやしき かなで 4 柏南部ジュニア

39 中島 寧音 なかじま ねね 4 柏南部ジュニア

40 齊郷 友花 さいごう ゆはな 4 ベイヒッターズJBC

41 三代川 由奈 みよかわ ゆな 4 ベイヒッターズJBC

42 川﨑 羽 かわさき つばさ 4 ベイヒッターズJBC

43 富永 結衣華 とみなが ゆいか 3 ベイヒッターズJBC

44 伊野 逢糸 いの あい 4 ベイヒッターズJBC

45 山﨑 ちはる やまざき ちはる 4 鎌ケ谷ジュニア
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No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

46 藤本 來花 ふじもと らいか 4 鎌ケ谷ジュニア

47 戸井田 穂香 といだ ほのか 4 鎌ケ谷ジュニア

48 木城 葵 きしろ あおい 3 鎌ケ谷ジュニア

49 林 瞳桜 はやし みおん 4 しゃとる茂原

50 前田 海惺 まえだ みさと 4 大森ジュニア

51 遠藤 鈴月 えんどう りんか 4 大森ジュニア

52 秋山 紗輝 あきやま さき 4 大森ジュニア

53 小林 明日香 こばやし あすか 4 流山ジュニア

54 田島 星音 たじま せのん 3 流山ジュニア

No. 氏名 ふりがな 学年 所属クラブ

1 秋 さくら あき さくら 2 シャトル桜木

2 保土田 凜和 ほとだ りんな 1 シャトル桜木

3 川嶋 実莉 かわしま みのり 2 季美の森ジュニア

4 土屋 くるみ つちや くるみ 2 季美の森ジュニア

5 彌勒院 美咲 みろくいん みさき 2 高州ホープス

6 小林 陽菜子 こばやし ひなこ 2 高州ホープス

7 劉 睿溪 りゅう えいしい 1 高州ホープス

8 田島 優 たじま ゆう 2 市原ジュニア

9 青木 結愛 あおき ゆあ 2 市原ジュニア

10 酒井 塔子 さかい とうこ 2 Progress Jr.

11 山本 梨愛 やまもと りの 1 Progress Jr.

12 鈴木 瑛茉 すずき えま 2 Progress Jr.

13 鈴木 咲那 すずき さな 2 Progress Jr.

14 鈴木 美貴 すずき みき 2 栗ヶ沢ジュニア

15 工藤 愛美 くどう まなみ 1 川間ジュニア

16 後藤 那月 ごとう なつき 2 スリーセブンＪｒ

17 金子 さくら かねこ さくら 2 船橋ジュニア

18 青木 陽香 あおき はるか 2 船橋ジュニア

19 長谷川 咲樹 はせがわ さき 1 船橋ジュニア

20 坂本 寧音 さかもと ねね 2 市川ジュニア

21 新村 美羽 しんむら みはね 2 市川ジュニア

22 林 和夏 はやし わか 2 鎌ケ谷ジュニア

23 遠藤 愛依 えんどう めい 2 流山ジュニア

24 中江 茉也美 なかえ まやみ 2 流山ジュニア
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