
◎高校生男子（7名）◎高校生男子（7名）◎高校生男子（7名）◎高校生男子（7名） ◎高校生女子（8名）◎高校生女子（8名）◎高校生女子（8名）◎高校生女子（8名）

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

ｴﾋﾞﾅ ﾔﾏﾄ ｲｼｶﾜ ｱﾔ

蛯名 大和 埼玉栄高等学校 2年 埼玉県 石川 彩 堀越高等学校 1年 埼玉県

ﾊﾔｼ ｶﾝﾀﾛｳ ｻﾄｳ ｱｷﾎ

林 侃汰朗 開志学園高等学校 1年 新潟県 佐藤 耀穂 埼玉栄高等学校 1年 埼玉県

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾑﾗﾀ ﾘｻ

山田 大晟 県立横浜旭陵高等学校 2年 神奈川県 村田 理沙 杉並学院高等学校 2年 東京都

ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾅ

河田 丈一郎 開志学園高等学校 1年 新潟県 金澤 志奈 岩瀬日本大学高等学校 2年 茨城県

ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ ﾏﾂﾓﾘ ｷｮｳｶ

斉藤 史晶 新潟産業大学付属高等学校 1年 新潟県 松森 杏佳 日本大学高等学校 2年 東京都

ｵｵﾇｷ ｼｮｳﾀﾛｳ ｺｳﾉ ﾐｵ

大貫 渉太朗 水城高等学校 2年 茨城県 河野 美桜 山梨学院大学附属高等学校 2年 神奈川県

ｶﾈﾀﾞ ﾅｵﾕｷ ｺｼｸﾓ ﾐﾅﾐ

金田 直之 拓殖大学紅陵高等学校 2年 千葉県 越雲 みなみ 宇都宮文星女子高等学校 1年 栃木県

ｲﾄｳ ｶﾝﾅ

伊藤 栞奈 千葉経済大学付属高等学校 1年 千葉県

◎中学生男子（6名）◎中学生男子（6名）◎中学生男子（6名）◎中学生男子（6名） ◎中学生女子（7名）◎中学生女子（7名）◎中学生女子（7名）◎中学生女子（7名）

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

ﾊﾄｳ ﾕｳｼﾞ ﾅｶﾞｲ ｶﾅ

羽藤 勇司 富里北中学校 2年 千葉県 永井 花奈 伊藤学園中学校 3年 東京都

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ ｻﾅﾀﾞ ｸﾙﾐ

吉田 翔 沼津市立大岡中学校 3年 静岡県 真田 来美 佐久長聖中学校 3年 長野県

ﾅｶｲ ｹﾝﾄ ﾊﾄｳ ｺﾄﾜ

中井 賢人 保谷中学校 2年 東京都 羽藤 琴和 富里北中学校 3年 千葉県

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾊﾀｵｶ ﾅｻ

伊藤 優太 高麗川中学校 3年 埼玉県 畑岡 奈紗 岩間中学校 2年 茨城県

ｽﾄﾞｳ ｹｲﾀ ﾊﾔｼ ﾅﾉｺ

須藤 啓太 山梨南中学校 3年 山梨県 林 菜乃子 湯河原中学校 2年 神奈川県

ﾆｲﾑﾗ ﾚﾝ ｳｴﾀｹ ﾉｿﾞﾐ

新村 廉 佐久長聖中学校 3年 長野県 植竹 希望 奥戸中学校 2年 東京都

ｲｼｲ ﾘｵ

石井 理緒 本丸中学校 1年 新潟県

　「TEAM KGA ジュニア」認定選手一覧【43名】　「TEAM KGA ジュニア」認定選手一覧【43名】　「TEAM KGA ジュニア」認定選手一覧【43名】　「TEAM KGA ジュニア」認定選手一覧【43名】

平成25年2月20日

KGA指定強化選手一覧 【28名】KGA指定強化選手一覧 【28名】KGA指定強化選手一覧 【28名】KGA指定強化選手一覧 【28名】
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◎小学生男子（8名）◎小学生男子（8名）◎小学生男子（8名）◎小学生男子（8名） ◎小学生女子（7名）◎小学生女子（7名）◎小学生女子（7名）◎小学生女子（7名）

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

ﾐﾔｶﾜ ﾀｲｷ ｼﾌﾞｻﾜ ﾘｴﾙ

宮川 大輝 富士市立吉永第一小学校 6年 静岡県 澁澤 莉絵留 太田市立宝泉小学校 6年 群馬県

ﾎｿﾔ ﾄﾓｷ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ

細谷 朋生 茂原市立東郷小学校 6年 千葉県 吉田 優利 市川市立百合台小学校 6年 千葉県

ｼﾞｮﾝ ｼﾞｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ

丁 志優 千葉市立千城台南小学校 6年 千葉県 山口 すず夏 和光鶴川小学校 6年 神奈川県

ｲﾄｳ ﾘｸ ｲﾜｻｷ ﾐﾉﾘ

伊藤 吏玖 結城市立江川南小学校 6年 茨城県 岩﨑 美紀 三芳町立三芳小学校 6年 埼玉県

ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ ﾊｼｿﾞｴ ﾐﾉﾘ

西片 太一 杉並区立四宮小学校 6年 東京都 橋添 穂 国立山梨大学附属小学校 6年 山梨県

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅﾐ

田中 章太郎 取手市立取手小学校 5年 茨城県 望月 美甫 富士市立田子浦小学校 4年 静岡県

ﾀｶﾊｼ ﾕﾒﾄ ｲﾏｲ ﾓｴ

高橋 夢人 大形小学校 5年 新潟県 今井 萌絵 私立リリーベール小学校 5年 茨城県

ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ

林 恭平 横浜市立日野南小学校 4年 神奈川県

◎小学生男子（2名）◎小学生男子（2名）◎小学生男子（2名）◎小学生男子（2名） ◎小学生女子（2名）◎小学生女子（2名）◎小学生女子（2名）◎小学生女子（2名）

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

ﾐﾔｶﾜ ﾀｲｷ ｼﾌﾞｻﾜ ﾘｴﾙ

宮川 大輝 富士市立吉永第一小学校 6年 静岡県 澁澤 莉絵留 太田市立宝泉小学校 6年 群馬県

ﾎｿﾔ ﾄﾓｷ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ

細谷 朋生 茂原市立東郷小学校 6年 千葉県 吉田 優利 市川市立百合台小学校 6年 千葉県

　　派遣期間：平成25年3月24日（日）～平成25年4月1日（月）　　派遣期間：平成25年3月24日（日）～平成25年4月1日（月）　　派遣期間：平成25年3月24日（日）～平成25年4月1日（月）　　派遣期間：平成25年3月24日（日）～平成25年4月1日（月）

KGA特別育成選手一覧表 【15名】KGA特別育成選手一覧表 【15名】KGA特別育成選手一覧表 【15名】KGA特別育成選手一覧表 【15名】

平成25年度 春季 IMGアカデミー派遣選手 【4名】平成25年度 春季 IMGアカデミー派遣選手 【4名】平成25年度 春季 IMGアカデミー派遣選手 【4名】平成25年度 春季 IMGアカデミー派遣選手 【4名】
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