
2018/10/17 現在

No. 氏名 氏名（かな） 身長 所属チーム 学年 都道府県

1 八重樫　ショーン　龍 やえがし　しょーん　りゅう 176 北上市立北上中学校 中学2年 岩手県

2 加藤　陽貴 かとう　はるき 178 美郷町立美郷中学校 中学2年 秋田県

3 内藤　晴樹 ないとう　はるき 183 秋田市立城東中学校 中学2年 秋田県

4 川松　透也 かわまつ　とうや 184 つくばみらい市立谷和原中学校 中学2年 茨城県

5 後藤　夢叶 ごとう　ゆうと 176 吉岡町立吉岡中学校 中学2年 群馬県

6 菅原　潤哉 すがわら　じゅんや 184 ふじみ野市立大井中学校 中学2年 埼玉県

7 坂本　康成 さかもと　こうせい 189 八千代松陰中学校 中学2年 千葉県

8 橋本　然 はしもと　ぜん 180 船橋市立前原中学校 中学2年 千葉県

9 道祖土　聖太 さいど　しょうた 181
アースフレンズ東京Z U15
DTブルーチップス 中学2年 東京都

10 角野　寛伍 すみの　かんご 174 厚木市立厚木中学校 中学2年 神奈川県

11 田中　優翔 たなか　ゆうと 174 藤沢市立大庭中学校 中学2年 神奈川県

12 テーブス　流河 てーぶす　るか 171 実践学園中学校 中学2年 神奈川県

13 青木　汰斗 あおき　たいと 173 新潟市立鳥屋野中学校 中学2年 新潟県

14 斎藤　瑠希 さいとう　るき 173 新発田市立本丸中学校 中学2年 新潟県

15 久井　理稔 ひさい　まさとし 176 福井市立明道中学校 中学2年 福井県

16 鈴木　楓大 すずき　ふうた 191 浜松開誠館中学校 中学2年 静岡県

17 鍋田　憲伸 なべた　けんしん 180 静岡学園中学校 中学2年 静岡県

18 大橋　翔太 おおはし　しょうた 194 名古屋市立明豊中学校 中学2年 愛知県

19 波多野　心優 はたの　しゅう 182
京都市立加茂川中学校
京都ハンナリーズU15 中学2年 京都府

20 髙山　鈴琉 たかやま　れいる 164 京都精華学園中学校 中学2年 京都府

21 滝本　純也 たきもと　あつや 192 京都市立双ヶ丘中学校 中学2年 京都府

22 金口　優真 かなぐち　ゆうま 183 岸和田市立春木中学校 中学2年 大阪府

23 野﨑　稜太 のざき　りょうた 176 堺市立若松台中学校 中学2年 大阪府

24 小田　健太 おだ　けんた 183 総社市立総社西中学校 中学2年 岡山県

25 湧川　颯斗 わくがわ　はやと 184 広島市立古田中学校 中学2年 広島県

26 髙木　来希 たかぎ　らいき 184 丸亀市立南中学校 中学2年 香川県

27 小村　琉羅 こむら　るら 167 松山市立久米中学校 中学2年 愛媛県

28 曽我部　嵐史 そがべ　あらし 168 松山市立久米中学校 中学2年 愛媛県

29 内藤　英真 ないとう　えいしん 175 西福岡REBIRTH 中学2年 福岡県

30 夏井　龍 なつい　りゅう 169 西福岡REBIRTH 中学2年 福岡県
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No. 氏名 氏名（かな） 身長 所属チーム 学年 都道府県

1 森岡　ほのか もりおか　ほのか 170 札幌市立向陵中学校 中学2年 北海道

2 平賀　真帆 ひらか　まほ 166 北上市立北上中学校 中学2年 岩手県

3 呼子　真洸 よぶこ　まひろ 162 宇都宮市立陽南中学校 中学2年 栃木県

4 深瀬　凛海 ふかせ　りんか 163 ジョーカーズ 中学2年 群馬県

5 大城　なみえ おおしろ　なみえ 165 昭和学院中学校 中学2年 千葉県

6 高木　すず たかぎ　すず 167 翔凜中学校 中学2年 千葉県

7 中元　優来 なかもと　ゆら 177 大田区立志茂田中学校 中学2年 東京都

8 坂野　美音 さかの　みお 170 横浜市立鶴ヶ峯中学校 中学2年 神奈川県

9 高木　美波 たかぎ　みなみ 172 横浜市立戸塚中学校 中学2年 神奈川県

10 前田　理咲子 まえだ　りさこ 176 相模女子大学中学部 中学2年 神奈川県

11 三宅　亜弥 みやけ　あや 175 横浜市立名瀬中学校 中学2年 神奈川県

12 小田　くるみ おだ　くるみ 173 新潟県立村上中等教育学校 中学2年 新潟県

13 菊地　実蘭 きくち　みらん 172 沼津市立沼津高等学校中等部 中学2年 静岡県

14 佐藤　花梨 さとう　かりん 171 沼津市立沼津高等学校中等部 中学2年 静岡県

15 萩原　加奈 はぎわら　かな 158 浜松開誠館中学校 中学2年 静岡県

16 安田　百亜 やすだ　もあ 172 浜松開誠館中学校 中学2年 静岡県

17 辻　りお つじ　りお 160 名古屋市立長良中学校 中学2年 愛知県

18 鈴木　杜和 すずき　とわ 174 弥富市立弥富北中学校 中学2年 愛知県

19 柿元　舞音 かきもと　まいん 173 四日市メリノール学院中学校 中学2年 三重県

20 田中　歩希 たなか　ほまれ 173 宝塚市宝塚第一中学校 中学2年 兵庫県

21 新矢　玲実 しんや　れみ 173 松山市立西中学校 中学2年 愛媛県

22 赤間　静夏 あかま　しずか 168 直方市立直方第一中学校 中学2年 福岡県

23 池松　美春 いけまつ　みはる 163 北九州市立二島中学校 中学2年 福岡県

24 黒木　美緒 くろき　みお 162 北九州市立二島中学校 中学2年 福岡県

25 原田　和花 はらだ　のどか 176 福岡市立西福岡中学校 中学2年 福岡県

26 古川　莉緒 ふるかわ　りお 170 北九州市立二島中学校 中学2年 福岡県
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