
令和元年度　南部地区交流⼤会　中央⼤会推薦選⼿

4年⽣以下男⼦ 5年⽣以上男⼦ 5年⽣以上⼥⼦
順位 No A B 所属 順位 No A B 所属 順位 No A B 所属

1 101 ⽊原 祐翔 本橋 ⻁⼠朗 杉⼾ 推薦 310 ⻘⽊ 晴弥 ⼭本 涼吾 ⻘⽊ 推薦 414 佐藤 愛 皆上 ⼼ 芝
2 119 ⼭⾥ 綺⼄ 桐⼭ 柊介 わかくさ 推薦 330 児⽟ 涼太 柳澤 幸希 わかくさ 1 421 三浦 はな 徳永 円結 杉⼾
4 112 滝沢 ⼀毅 清⽔ 翔太 わかくさ 推薦 331 ⽵之内 琉汰 鈴⽊ 琉司 芝 2 454 平井 星奈 栁川 凛 芝
4 127 奥⽥ 向陽 ⽯井 陽向 ⼤宮 1 317 原⽥ 裕太 齋藤 ⼤貴 ⻄スポ・杉⼾ 4 401 ⽯⽥ きらり ⽊村 映奈 わかくさ
8 107 寺⾨ 翔伍 杉森 柊太 岩槻 2 338 熊⾕ 彩吹 ⾦内 綾汰 わかくさ 4 440 ⼤畠 真緒 ⽯塚 凜⾹ わかくさ
8 116 ⻫藤 健 ⽯川 寛樹 ⻄スポ 4 301 直井 ⼀史 五⼗畑 暁⽃ わかくさ 8 422 野⼝ 舞夏 ⼭⾥ 倫溫 わかくさ
8 108 村⽥ 優⽃ 森島 悠⾥ 栗橋 4 321 関 春弥 舘⽥ 陸⽃ ⼤宮 8 446 中辻 彩⽻ ⼭下 結愛 ⼤宮
8 123 布⽬ ⼤輝 藤井 俊輔 浦和むつみ 8 311 岩佐 奎吾 桐⼭ 浩輔 わかくさ 8 411 神林 碧 林 愛莉 ⾼野・芝

16 103 ⻲井 洋輔 吉⽥ 拓海 ⻘⽊ 8 332 ⼭﨑 翔太 ⾕川 義樹 久喜 8 429 ⽶⼭ 柚⾹ ⾕⽥ 結依 杉⼾
16 122 ⼩吉 歩⼤ 上野 葵 芝 8 307 鈴⽊ 瑛太 遠藤 颯介 久喜 16 415 ⽇下部 陽 関 春菜 ⼤宮
16 113 堺 耀亮 川嶋 梓 ⾼野 8 324 坂本 滉太 澤 諒多 岩槻 16 450 都⽵ 叶愛 ⼩野寺 桃奈 わかくさ
16 129 松⽊ 琉准 ⾕⽥ 結基 ⻄スポ・杉⼾ 12 314 ⻘⿅ ⼤輝 渡辺 昇太郎 栗橋 16 404 ⻄久保 凪 関根 ゆずな 岩槻
16 104 ⻫藤 詠⽃ 加藤 嘉久 ⻄スポ 12 335 浜⽥ 裕太 深⽥ 実 鳩ヶ⾕ 16 436 林 美⼼ 佐々⽊ 千夏 ⻄スポ
16 118 ⼩澤 ⽂哉 浜堀 俊輔 春⽇部 12 304 ⼩幡 利空 ⿑藤 惇⽮ さくらだ 16 428 松苗 はなか ⻘⽊ 彩弥乃 芝
16 111 佐藤 碧澄 ⽟置 勘多 久喜 12 329 藤澤 友陽 吉⽥ 裕星 栗橋 16 443 倉部 菜⽉ ⼭下 莉央 春⽇部
16 126 江⼝ 真叶 鵜納 健之亮 ⻘⽊ 24 320 ⼭本 歩夢 岩⽥ 真輝 岩槻 16 408 牧本 陽毬 吉⽥ 鈴 浦和むつみ

24 340 奈良 駿太郎 天野 來翔 栗橋 16 432 ⽊津⾕ 成美 ⽚岡 怜奈 ⻘⽊・⻄スポ
4年⽣以下⼥⼦ 24 303 ⼩熊 真那⽃ 溪 ⾳亜 ⼤宮 32 420 ⼭岸 珠鈴 内⽥ 夏穂 栗橋
順位 No A B 所属 24 323 結城 友陽 和⽥ 隼汰 ⻘⽊ 32 456 平野 未依 ⻑⾕川 椛 ⻄スポ

1 229 ⼩林 瑠⼼ 坂井 莉桜奈 芝 24 313 舩橋 翔也 気賀沢 琉偉 春⽇部 32 402 位頭 沙帆 齋藤 ⼼⽻ ⼤宮
2 201 吉⽥ 零 齋藤 ももこ 浦和むつみ 24 334 島村 雅也 櫨本 伊吹 みぬま 32 441 ⼭﨑 由愛 ⾼橋 美結 浦和むつみ
4 217 市村 花 ⼤⽊ 想菜 ⻘⽊ 24 309 新井 裕翔 ⼭本 璃空 ⾼野 32 423 ⽯井 向⽇葵 出⼝ 楓 ⼤宮
4 216 清⽔ 美空⾥ ⼭本 瑠奈 ⾼野 24 325 ⼤内 謙伸 ⼩沼 優希 杉⼾ 32 448 ⽮野 ⽇毬 中島 彩綾 栗橋
8 225 中嶋 未來 横倉 幸 鳩ヶ⾕・わかくさ 24 315 ⼩林 瑛 佐藤 奏夢 ⼤宮 32 413 寺村 ⼼花 ⼩河原 咲彩 さくらだ
8 205 杉⽥ 夏帆 ⼟屋 さち ⼤宮 24 337 籾⼭ 雄優 栗原 治豊 浦和むつみ 32 431 梅原 くるみ 菊地 悠亜 浦和むつみ
8 221 太⽥ 有優 太⽥ 暖乃 春⽇部 24 306 上野 暖 酒巻 伸之介 芝 32 417 下川 ⼼結 佐々⽊ 優芽⽻ 春⽇部
8 210 ⼤家 永愛 千葉 茜 ⻘⽊ 24 327 ⽊村 旭陽 ⽊村 翼佐 ⻄スポ 32 452 髙野 美礼 萩⽥ 沙希 杉⼾

16 232 内⽥ 優菜 濵⽥ 菜苗 杉⼾ 32 308 森 ⼤翔 ⽥中 ⼀慧 春⽇部 32 405 ⽵内 ⽇向⼦ 原⽥ ⾥桜 栗橋
16 203 ⼭下彩那 鶴岡きよら ⻘⽊ 32 319 鈴⽊ 友⼤ ⼩池 悠太 鳩ヶ⾕・わかくさ 32 438 加藤 結⾐ 加藤 ⿇璃亜 ⾼野
16 220 遠藤 夢奈 野⼝ 美桜 わかくさ 32 336 本⽥ 達⼤ 兵藤 伶南 岩槻 32 426 村⽥ 優花 松村 栞那 栗橋
16 215 岡⽥ 蘭 會⽥ 真菜夏 春⽇部 32 305 佐川 遼⽮ 福⽥ 琉⽃ 岩槻 32 444 ⽯井 莉乃 ⼩林 杷⽉姫 岩槻
16 226 渡辺 紗梨 ⽥中 莉瑚 春⽇部 32 316 岩城 和真 富井 海翔 新郷 32 410 ⼩沼 美空 ⼘部 菜乃 杉⼾・⼤宮
16 206 舩橋 結夏 森 莉乃 春⽇部 32 326 ⼤塚 柊吾 ⽯川 ⼤統 春⽇部 32 433 島宗 冴英 原⼝ 芽⾐ ⼤宮
16 224 ⾦⼦ 結花⾥ 加藤 優奈 さくらだ 32 333 槇島 幸樹 ⻫藤 颯⼈ さくらだ
16 209 篠澤 美海 五⼗畑 咲和 わかくさ 32 339 草間 航太郎 佐⽵ 優希 春⽇部



令和元年度　南部地区交流⼤会　5年⽣以上男⼦　出場決定抽選結果

No プレーヤー 所属 プレーヤー 所属 結果
1 302 ⼩此⽊ 陽向 浦和むつみ 新井 康介 浦和むつみ
2 305 佐川 遼⽮ 岩槻 福⽥ 琉⽃ 岩槻 28位
3 308 森 ⼤翔 春⽇部 ⽥中 ⼀慧 春⽇部 25位
4 312 ⼤⾕ 俊介 浦和むつみ 荻原 潤 浦和むつみ
5 316 岩城 和真 新郷 富井 海翔 新郷 29位
6 318 ⼭野井 天⾺ さくらだ ⼤川 佑太 さくらだ
7 319 鈴⽊ 友⼤ 鳩ヶ⾕ ⼩池 悠太 わかくさ 26位
8 322 畠 響氣 芝 古澤 勇芽 芝
9 326 ⼤塚 柊吾 春⽇部 ⽯川 ⼤統 春⽇部 30位

10 328 横⼭ 寛⼈ 久喜 神久 謙信 久喜
11 333 槇島 幸樹 さくらだ ⻫藤 颯⼈ さくらだ 31位
12 336 本⽥ 達⼤ 岩槻 兵藤 伶南 岩槻 27位
13 339 草間 航太郎 春⽇部 佐⽵ 優希 春⽇部 32位
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