
※並び順はゼッケン番号順ではございません。代表指導者の五十音順です。(選手名：順不同・敬称略）

名前 年齢 代表指導者公認クラブ 名前 年齢 代表指導者公認クラブ 名前 年齢 代表指導者公認クラブ

橋本 夏七 7 赤阪 由合香 中村 友紀 6 加藤 真由美 神谷 未梨 8 杉浦 照枝 てるてるKids Club

山本 玲菜 8 赤阪 由合香 鈴木 結未歩 6 加藤 真由美 地引 瞳奈 7 杉山 章子

南 明香里 7 赤阪 由合香 石原 菜月 6 加藤 真由美 大橋 美由花 8 杉山 章子

長野 真由 8 赤阪 由合香 栗原 結衣 7 加藤 真由美 諸岡 育実 8 杉山 章子

橋本 みなみ 8 赤阪 由合香 福田 羽七 7 加藤 真由美 本村 美紗希 7 杉山 章子

橋本 啓吾 6 赤阪 由合香 伊藤 来海 8 加藤 真由美 山岡 夕莉 8 園田 知子

浜崎 愛望 8 有川 真理野 御厨 結 9 加藤 真由美 光山 友菜 8 染野 友子

福元 憂 8 有川 真理野 髙橋 佑奈 7 加藤 八千代 竹元 理穂 8 高岡 美香

荒田 理利亜 8 有川 真理野 赤池 由衣 7 加藤 八千代 加藤 美陽 8 高橋 千恵子

藤森 莉音架 7 飯森 英夫 内田 弥櫻 7 加藤 八千代 酒井 桃子 8 高橋 千恵子

大島 玄詠 5 池田 祥子 髙橋 奈々 5 加藤 八千代 杉浦 有咲 8 高橋 千恵子

山室 風雅 5 池田 祥子 宮島 果音 8 神尾 直子 ジムナ 阿部 莉子 7 高橋 千恵子

山室 黎来 7 池田 祥子 丸目 美幸 7 上村 裕子 吉井 美里 8 田代 直穂美

鈴木 海風 8 池田 祥子 長嶺 歩果 7 上村 裕子 土田 伊吹 8 田代 直穂美

諏訪 莉麻 8 池田 祥子 鮫島 彩華 8 川邊 知章 高橋 怜愛 6 田代 直穂美

小倉 夢理 8 池田 祥子 久保田 瑠 7 川邊 知章 鈴木 琉愛 5 田代 直穂美

田中 薫美 8 石橋 規子 星野 莉亜 6 川邊 知章 鈴木 彩珠 7 田代 直穂美

中島 万理枝 3 糸井 優子 小浜 愛理 7 川邊 知章 藤原 愛梨 8 谷 良子

小川 なな子 7 上原 ナルミ 石川 美咲 8 川邊 知章 中島 梨々花 8 谷 良子

中山 幸咲良 7 上原 ナルミ 並木 伯 8 川邊 知章 鎌田 海月 6 谷 良子

大嶋 耕平 7 内田 和代 浅香 美桜 7 川邊 知章 福島 蘭奈 7 谷 良子

浅山 琴羽 7 小井沼 真佐子 秋葉 優奈 8 川邊 知章 金丸 佳可 7 谷 良子

渡辺 るな 7 荻野 房子 加藤 あおい 6 川邊 知章 木山 結 6 谷 良子

原 怜菜 7 荻野 房子 下山 莉奈 6 小園 幸 中川 未由希 8 谷 良子

古谷田 虹羽 6 荻野 房子 竹山 美月 6 小園 幸 丸山 順子 6 谷 良子

山本 寛太 6 鍛治 恵巳子 Studio E.M.I 堂園 龍希 7 小園 幸 富山 ヒカル 8 富山 以佐子

池上 実結 8 春日 絵理加 田中 いぶき 6 小園 幸 市川 紋女 7 富山 以佐子

蟹澤 萌 8 春日 絵理加 田畑 優駿 7 小園 幸 落合 結 6 沼尻 祐子

金子 結香 7 春日 絵理加 福元 祭李 8 小園 幸 沼尻 怜馬 8 沼尻 祐子

木下 瑚々 8 春日 絵理加 浜田 愛未 8 小園 幸 関塚 あやの 8 沼尻 祐子

増田 遥希 7 春日 絵理加 河北 希莉 7 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 菊地 彩乃 8 沼尻 祐子

増田 萌香 7 春日 絵理加 深津 向日葵 7 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 鴨田 彩音 7 沼尻 祐子

水 優月 7 春日 絵理加 林 晏加音 7 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 高倉 彩優希 7 沼尻 祐子

守屋 実咲 7 春日 絵理加 堀田 真菜 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 阿部 里咲 8 沼尻 祐子

伊藤 萌々香 5 春日 絵理加 山本 紗菜 7 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 窪田 好花 8 根岸 葉子

唐沢 瑠香 5 春日 絵理加 加藤 愛歌 7 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 土田 夏実 7 根岸 葉子

三ツ井 さくら 5 春日 絵理加 村井 梨紗 8 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 中鉢 ほのか 8 橋本 美幸

守屋 有彩 5 春日 絵理加 牧 優衣音 8 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 宮本 朱梨 8 畠中 久美

上野 華 6 春日 絵理加 中森 彩音 7 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 北村 真弥 7 畠中 久美

登内 美咲 6 春日 絵理加 加藤 萌歌 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 飛知和 愛 6 日吉 朋美

山本 花歩 6 春日 絵理加 鬼頭 美帆 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 酒井 嶺 7 日吉 朋美

上田 朋花 7 春日 絵理加 加藤 歩実 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 山口 慎ノ介 7 日吉 朋美

時田 莉緒 7 春日 絵理加 岡山 千華 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 松尾 昊奈 5 山村 映子

上田 陽菜 8 春日 絵理加 岡山 華美 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 森 楓果 8 四元 千波

沼尻 みおり 5 片見 恵子 藤谷 璃水 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 林 友芽 6 四元 千波

宮前 結 7 潟山 陽子 正木 陽帆 6 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 磯野 志帆 6 和田 みゆき

中村 綾花 7 潟山 陽子 正木 愛華 4 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 赤松 美桜 6 和田 みゆき

田中 瀬莉奈 7 潟山 陽子 深谷 真花 8 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 櫻谷 日南 6 和田 みゆき

蛭川 明日花 6 加藤 聖美 高野 頌子 8 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 上田 真衣 6 和田 みゆき

野村 亜実 7 和田 みゆき

川村 茉璃 7 和田 みゆき

田畑 千春 7 和田 みゆき
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浅井 萌絵 11 赤阪 由合香 浜田 陽菜 11 神尾 直子 ジムナ 柿澤 菜摘 10 竹内 敬衣子

千田 心菜 9 赤阪 由合香 日吉 彩乃 8 神尾 直子 ジムナ 平出 沙和 10 竹内 敬衣子

松尾 歩 12 有川 真理野 濱野 優一 9 神尾 直子 ジムナ 宮川 歩 10 竹内 世津子

西俣 菜々美 12 有川 真理野 長田 奈優 9 神尾 直子 ジムナ 青木 真綾 11 竹内 世津子

横山 瑛津 9 飯森 英夫 原田 彩花 12 上村 裕子 竹内 萌 11 竹内 世津子

高島 彩花 10 飯森 英夫 中村 みなみ 11 上村 裕子 木全 雪乃 12 竹内 世津子

横山 瑞季 12 飯森 英夫 時任 杏実 12 上村 裕子 御明 まな実 10 谷 良子

浅井 貴柚 13 飯森 英夫 山元 萌子 11 上村 裕子 南 涼香 8 谷 良子

小林 香凜 12 池田 祥子 熊野 朱桃 11 川上 有子 山本 実歩奈 9 谷 良子

武井 陽和 9 池田 祥子 秋葉 璃奈 11 川邊 知章 山本 昌奈実 11 谷 良子

中井 慶香 11 池田 祥子 古瀬 瑠希 10 川邊 知章 山田 さくら 10 谷 良子

平塚 輝星 11 池田 祥子 比留間 李理香 9 川邊 知章 大和田 怜奈 9 沼尻 祐子

竹村 梓 11 池田 祥子 徳江 美紀 11 川邊 知章 高﨑 遥加 11 沼尻 祐子

牧野 風音 12 池田 祥子 早田 美海 11 川邊 知章 中村 安莉沙 11 沼尻 祐子

菊地 ナナミ 9 岩佐 忠輔 大澤 藍 9 川邊 知章 羽部 亜沙夏 11 沼尻 祐子

小野 真夢 11 上原 ナルミ 細谷 涼介 11 川邊 知章 窪田 有沙 11 根岸 葉子

森村 仁 12 長野 ともえ 高橋 歩未 10 桑田 令子 實形 乃絵 11 根岸 葉子

中村 朱里 12 内田 和代 藤井 日和 11 桑田 令子 森 風音 12 橋本 美幸

関口 日菜乃 11 内田 和代 結城 梓 9 桑田 令子 浜崎 結衣 8 畠中 久美

内田 悠真 12 内田 和代 佛淵 みらい 11 小園 幸 星井 萌絵 11 畠中 久美

山本 愛 11 沖 由美子 平田 理子 11 小園 幸 中山 美彩都 11 畠中 久美

木崎実空 11 落合 祐司 相良 麻穂 13 小園 幸 北村 美祐 11 畠中 久美

高柳湖大 11 落合 祐司 宮下 雛 11 小園 幸 高野 麗 11 畠中 久美

鍛治 虎之介 12 鍛治 恵巳子 Studio E.M.I 福元 菜月 11 小園 幸 森 智沙紀 11 伴 尚実

宮﨑 沙耶香 11 春日 絵理加 上迫 華音 10 小園 幸 佐仲 杏美 10 日吉 朋美

伊藤 彩夏 9 春日 絵理加 本坊 華菜 10 小園 幸 酒井 りりあ 9 日吉 朋美

金森 佑奈 9 春日 絵理加 松野下 留以 12 小園 幸 榎本 いぶき 9 日吉 朋美

金子 愛果 10 春日 絵理加 中山 かれん 11 小園 幸 田中 楓夏 9 日吉 朋美

倉田 もも 9 春日 絵理加 山口 明日香 11 小園 幸 下田 愛子 9 日吉 朋美

小林 葵 10 春日 絵理加 板敷 香凜 10 小園 幸 鈴木 日和 9 日吉 朋美

榊原 望愛 10 春日 絵理加 山本 朱里 10 小林貴美子 田川 春菜 12 宮田 真里枝

水 沙綺 9 春日 絵理加 佐藤 美紗妃 11 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 澤井 かなえ 11 宮田 真里枝

唐木 明星 8 春日 絵理加 高場 みゆう 11 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 山本 結菜 11 宮田 真里枝

中村 帆乃夏 12 春日 絵理加 萩原 菜々恵 11 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 北村 夏海 10 宮田 真里枝

吉澤 身侑 10 春日 絵理加 市岡 萌 10 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 北村 帆乃香 10 宮田 真里枝

澁谷 美月 9 加藤 聖美 佐野 公香 10 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 篠原 彩希 10 宮田 真里枝

土谷 楓 10 加藤 真由美 平野 瑞季 9 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 酒井 楓果 10 宮田 真里枝

栗原 みなみ 10 加藤 真由美 黒田 彩希 9 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 田川 菜月 10 宮田 真里枝

香田 里咲 10 加藤 真由美 藤谷 瑠菜 9 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 山村 風花 12 山村 映子

伊藤 優希 11 加藤 真由美 櫻井 優月 12 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 平山 幸穂 11 四元 千波

浅岡 智紗朋 12 加藤 真由美 杉山 沙也香 11 染野 友子 林 千笑 12 四元 千波

根之木 瑞穂 11 加藤 八千代 松原 梨乃 12 高橋 千恵子 八反田 雛 12 四元 千波

金井 綾夏 12 神尾 直子 ジムナ 寺澤 佳奈 11 高橋 千恵子 二又川 瑛穂 12 四元 千波

加藤 愛理 12 神尾 直子 ジムナ 中島 綺花 11 高橋 千恵子 二又川 瑞穂 12 四元 千波

玉置 宝花 11 神尾 直子 ジムナ 近藤 柚葉 11 高橋 千恵子 岡田 沙織 13 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

岡田 早代 13 神尾 直子 ジムナ 阿部 桃子 11 高橋 千恵子 吉野 紀子 10 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

田沼 初音 13 神尾 直子 ジムナ 岩月 杏理 10 高橋 千恵子 長谷川 莉衣奈 11 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

河合 蒼生 12 神尾 直子 ジムナ 高田 珠卯 10 高橋 千恵子 安田 紗織 9 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

増田 かをり 12 神尾 直子 ジムナ 佐藤 朱音 10 高橋 千恵子 内田 礼香 10 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

加藤 かえで 11 神尾 直子 ジムナ 寺島 萌乃 10 高橋 千恵子 圀府寺 瑞姫 9 和田 みゆき

岡野 友香 10 神尾 直子 ジムナ 酒井 瞳 10 高橋 千恵子 磯野 光里 10 和田 みゆき

増田 りさこ 9 神尾 直子 ジムナ 田島 七海 9 高橋 千恵子 上出 衣歩希 11 和田 みゆき

平川 美穂 9 高橋 千恵子 北村 穂乃佳 13 和田 みゆき

加藤 柚香 9 高橋 千恵子
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松本 莉乃 13 赤阪 由合香 上村 菜生 17 上村 裕子 遠藤 睦実 16 染野 友子

田中 瀬南 15 赤阪 由合香 米澤 文佳 15 上村 裕子 池嵜 日菜乃 16 高岡 美香

播磨 楓 15 赤阪 由合香 出水 裕子 15 上村 裕子 後藤 紀佳 13 高岡 美香

堂満 奈津実 15 有川 真理野 上原 美保 14 上村 裕子 安岡 咲 14 高岡 美香

吉松 樹里 14 有川 真理野 石坂 恵利香 14 上村 裕子 徳永 純香 13 高岡 美香

室屋 朱花 14 有川 真理野 石原田 賀子 14 上村 裕子 丸山 美優 13 高岡 美香

京田 沙梨 13 有川 真理野 下石 梨奈 14 上村 裕子 笠間 千裕 14 高橋 千恵子

前田 実紀 15 有川 真理野 遠矢 恵莉 15 上村 裕子 藤原 美奈 14 高橋 千恵子

小園 里奈 14 有川 真理野 松山 恵利奈 14 上村 裕子 福森 由佳 14 高橋 千恵子

松田 峰奈 13 有川 真理野 丸山 愛実 12 上村 裕子 岡田 千佳 14 高橋 千恵子

丸山 夢乃 12 飯森 英夫 岩村 青依 12 上村 裕子 松原 咲李 14 高橋 千恵子

梅田 秋希 12 飯森 英夫 奥田 咲季 11 川上 有子 杉浦 羽生 13 高橋 千恵子

藤田 宝樹 12 飯森 英夫 松島 朱里 11 川上 有子 野々山 晴香 13 高橋 千恵子

篁 龍二 13 飯森 英夫 入手 夏美 12 川邊 知章 大久保 真優 12 高橋 千恵子

岩間 葉月 13 飯森 英夫 枝久保 春香 12 川邊 知章 掛川 鈴月 14 竹内 敬衣子

竹井 弘樹 14 飯森 英夫 徳江 美愛 14 川邊 知章 竹内 友梨 14 仲前 乃芙代

尻無浜 音央 14 飯森 英夫 志賀 早智 13 川邊 知章 高﨑 恵 13 沼尻 祐子

髙橋 千晶 14 飯森 英夫 川邊 侑希 17 川邊 知章 染野 真琴 12 沼尻 祐子

岩間 美月 15 飯森 英夫 甲斐 茜 16 川邊 知章 山﨑 つづみ 13 根岸 葉子

浅井 夏貴 16 飯森 英夫 甲斐 悠 13 川邊 知章 安山 杏両 14 畠中 久美

越場 聡理 16 飯森 英夫 相澤 香澄 13 川邊 知章 飛知和 澪 11 日吉 朋美

澤本 夏輝 16 飯森 英夫 髙安 智美 12 桑田 令子 桜井 美輝 11 日吉 朋美

石塚 彩華 12 池田 祥子 岡田 真緒 12 桑田 令子 奥村 紋奈 12 水野 博美

峯 くるみ 12 池田 祥子 菅原 沙紀 16 古賀 仁美 竹内 遥 12 水野 博美

大塚 流星 13 池田 祥子 小湊 千晶 12 小園 幸　 黒木 萌花 13 水野 博美

野中 ひかり 14 池田 祥子 宮下 彩 14 小園 幸　 朝日 麻莉 13 宮田 真里枝

染野 里奈 11 岩佐 忠輔 揚村 美帆子 14 小園 幸　 稲垣 友唯 13 宮田 真里枝

中島 千尋 13 岩佐 忠輔 上田 理子 17 小林貴美子 北村 風音 13 宮田 真里枝

合田 駿 13 岩佐 忠輔 杉本 遥香 14 小林貴美子 鳥巣 愛佳 17 山村 映子

森村 舞花 14 長野 ともえ 山本 千里 13 小林貴美子 稗田 夏鈴 14 山村 映子

内田 明良 14 内田 和代 杉村 保乃花 15 小林貴美子 古賀 涼華 14 山村 映子

浅見 風歌 15 内田 和代 高佐 遥夏 16 小林貴美子 森 羽流風 13 四元 千波

橋爪 寿美華 14 内田 和代 小林 広美 14 小林貴美子 森永 理沙子 16 四元 千波

大西 雪乃 12 沖 由美子 陳場 茉奈 12 小林貴美子 中川 陽子 15 渡辺 久美子

清水瑠香 12 落合 祐司 島 かおり 12 小林貴美子 井上 咲 13 渡辺 久美子

砂盃さくら 12 落合 祐司 田澤 このみ 12 酒井 ゆかり 本原 百花 14 渡辺 久美子

松原恋花 12 落合 祐司 八巻 若奈 13 酒井 ゆかり 中村 日南 12 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

濱 寿未加 13 春日 絵理加 小野塚 奈々 12 酒井 ゆかり 西田 悠希 13 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

田中 悠翔 12 片見 恵子 佐藤 歩美 12 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 鶴田 麗依奈 13 渡辺 みどり FF CLUB DENENCHOFU

小松 未歩 12 加藤 真由美 高野 莉子 12 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 山本 萌水 14 和田 みゆき

前原 彩緒莉 12 加藤 真由美 東浦 早希 12 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 加藤 連芽 14 和田 みゆき

大見 絢音 12 加藤 真由美 市岡 茜 13 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 圀府寺 茜 14 和田 みゆき

小山 柚衣子 13 加藤 真由美 世古口 ひかり 13 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ 井上 満理奈 13 和田 みゆき

土谷 葵 13 加藤 真由美 森 紀実子 13 杉浦 照枝 てるてるKids Club 山崎 夏美 14 和田 みゆき

堀 安希子 14 加藤 真由美 野村 尚吾 12 杉浦 照枝 てるてるKids Club

前原 彩花 16 加藤 真由美 野村 亮太 15 杉浦 照枝 てるてるKids Club

齋藤 恵奈 15 神尾 直子 ジムナ 杉浦 澄美 14 杉浦 照枝 てるてるKids Club

大﨑 夢佳 14 神尾 直子 ジムナ 根本 紫帆 12 杉山 章子

舘野 早穂 12 神尾 直子 ジムナ 星野 紗香 13 園田 知子

羽鳥 由香 15 神尾 直子 ジムナ 宮坂 春花 13 園田 知子

齋藤 優依 14 神尾 直子 ジムナ 中山 楓 13 園田 知子

岡野 真依 12 神尾 直子 ジムナ 吉岡 純奈 13 園田 知子

小林 桃菜 14 園田 知子

米村 嘉奈子 15 園田 知子
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※並び順はゼッケン番号順ではございません。代表指導者の五十音順です。(選手名：順不同・敬称略）

名前 年齢 代表指導者公認クラブ

和田 みゆき 和田 みゆき

根岸 葉子 根岸 葉子

神谷 利枝 神谷 利枝

小棚木 こずえ 小棚木 こずえ

飯村 祐子 日南 麻衣

長嶋 由紀 日南 麻衣

村上 千佳子 日南 麻衣

児玉 章子 児玉 章子

中野渡 快人 原崎 千鶴子

小野寺 有美 原崎 千鶴子
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