
南部地区　中央大会出場者（４年生以下男子）

順位 NO A B 所属

1 108 舘田 陸斗 奥田 向陽 大宮

2 114 岩佐 奎吾 山里 綺乙 わかくさ

3 101 金内 綾汰 滝沢 一毅 わかくさ

3 125 斉藤 健 石川 寛樹 西スポ

5 111 山本 歩夢 吉澤 柚希 岩槻・芝

5 120 木原 祐翔 本橋 虎士朗 杉戸

5 104 天野 來翔 村田 優斗 栗橋

5 121 清水 翔太 桐山 柊介 わかくさ

9 109 藤井 俊輔 布目 大輝 浦和むつみ

9 115 高橋 大翔 小吉 歩大 芝

9 103 松本 翔瑛 松木 琉准 鳩ヶ谷・西スポ

9 126 藤田 湊眞 高根 彪斗 浦和むつみ

9 113 古谷 悠悟 浜堀 俊輔 春日部

9 117 藤井 達也 籾山 雄優 浦和むつみ

9 107 畠 響氣 古澤 勇芽 芝

9 124 鈴木 瑛太 佐藤 碧澄 久喜



南部地区　中央大会出場者（４年生以下女子）

順位 NO A B 所属

1 216 石田 きらり 木村 映奈 わかくさ

2 201 平井 星奈 柳川 凛 芝・大宮

3 228 徳永 円結 浅倉 朱里 杉戸

3 212 野口 舞夏 小野寺 桃奈 わかくさ

5 221 小林 瑠心 坂井 莉桜奈 芝

5 204 吉田 零 齋藤 ももこ 浦和むつみ

5 224 矢野 日毬 中島 彩綾 栗橋

5 208 市村 花 大木 想菜 青木

9 219 石井 莉乃 小林 杷月姫 岩槻

9 202 内田 優菜 松村 佳純 杉戸・栗橋

9 230 舩橋 結夏 小澤 なるみ 春日部

9 215 細野 颯花 金子 結花里 さくらだ

9 220 梅原 くるみ 藤田 真那春 浦和むつみ

9 226 都竹 叶愛 伊藤 千夏 わかくさ

9 205 横倉 幸 五十畑 咲和 わかくさ

9 209 山﨑 由愛 田中 りおん 浦和むつみ



南部地区　中央大会出場者（５年生以上男子）

順位 NO A B 所属

推薦 337 野口 遼 赤沼 裕希 わかくさ

推薦 311 小山 寛晴 石田 輝 鳩ヶ谷・わかくさ

推薦 338 木原 真翔 吉野 碧 杉戸

1 301 杉山 倫太郎 守谷 麟 芝

2 334 市村 大地 青木 晴弥 青木

3 315 星川 航汰 本橋 虎佑大 杉戸

3 345 前川 晴哉 成田 慎之輔 大宮

5 308 直井 一史 渡邊 優輝 わかくさ

5 329 竹内 慶悟 倉持 伊吹 芝・杉戸

5 323 児玉 涼太 柳澤 幸希 わかくさ

5 342 會田 裕稀 軍司 拓海 春日部

9 330 五十畑 暁斗 桐山 浩輔 わかくさ

9 312 原田 裕太 山本 涼吾 西スポ・青木

9 305 齋藤 大貴 川俣 太櫻 杉戸・さくらだ

9 322 城前 愛斗 岡田 瑞生 高野・岩槻

9 339 石田 悠真 熊谷 彩吹 わかくさ

14 304 岡田 樹 大塚 柊吾 春日部

14 336 吉岡 遥 津端 佑和 鳩ヶ谷

14 318 小幡 利空 榎本 惠太 さくらだ

14 348 滝田 一耀 金子 京太郎 岩槻

14 310 関 春弥 小池 空斗 大宮

14 326 藤井 陽生 折原 煌之介 浦和むつみ・久喜

14 325 工藤 叶汰 渡辺 昇太郎 栗橋

14 344 岩崎 優斗 吉田 裕星 栗橋

14 333 赤尾杉 晟 齊藤 惇矢 さくらだ

14 313 矢野 惺士 齋木 彪雅 芝

14 307 杉森 叶芽 渡辺 龍之介 岩槻

14 319 竹之内 琉汰 鈴木 琉司 芝

14 340 木村 朝陽 木村 翼佐 芝

27 303 新井 悠平 栗原 治豊 浦和むつみ

27 317 阿部 真輝 横山 寛人 久喜

27 346 吹野 杜空 加賀 杏亮 芝

27 328 山形 庵莉 坂本 滉太 岩槻

27 332 岡部 圭佑 池田 怜央 大宮

27 320 舩橋 翔也 気賀沢 琉偉 春日部



南部地区　中央大会出場者（５年生以上女子）

順位 NO A B 所属

推薦 442 熊木 咲彩 脇谷 結楽 芝

推薦 414 深澤 瑚々海 川崎 愛実 高野

1 443 谷島 咲希 丸山 結子 芝・杉戸

2 401 徳永 梨結 目黒 ななみ 杉戸

3 439 高垣 虹花 山口 桃花 さくらだ

3 418 齋藤 優里佳 庭田 咲月 わかくさ

5 453 大浦 愛珠 篠澤 真那 春日部・わかくさ

5 408 林 詩恩 竹澤 佳那 芝

5 429 米山 柚香 谷田 結依 杉戸

5 426 佐藤 愛 皆上 心 芝

9 446 天野 瑚白 加藤 真愛 大宮

9 407 藤原 友鈴 中嶋 萌衣 鳩ヶ谷

9 438 村田 優花 松村 栞那 栗橋

9 415 林 愛莉 三上 舞 芝

9 449 丸山わかな 神林 碧 高野

9 411 日下部 陽 関 春菜 大宮

9 432 林 美心 佐々木 千夏 西スポ

9 422 石川 千夏 木津谷 成美 青木

17 445 山里 倫溫 石塚 凜香 わかくさ

17 402 千葉 彩弥加 平野 未依 青木・西スポ

17 440 佐々木 優芽羽 塚田 友菜 春日部

17 421 菊地 茉那 牧本 陽毬 浦和むつみ

17 455 荒井 星輝 藤井 ひなの 青木

17 410 奥谷 花 中村 亜耶奈 さくらだ

17 431 新井 千歩 上川 真依 大宮

17 428 石井 怜奈 石川 紗羽 岩槻

17 448 笹本 華姫 片岡 玲奈 西スポ

17 404 武田 優菜 倉部 菜月 春日部

17 436 田村 みなみ 松本 あゆな 鳩ヶ谷

17 416 中辻 彩羽 山口 紗弥 大宮

17 451 吉田 鈴 新井 希 浦和むつみ

17 413 小林 愛果 木下 美羽 栗橋

17 435 志村 純生 西久保 凪 岩槻

17 425 水國 遙香 加藤 愛奈 さくらだ


