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河田 丈一郎 私立開志学園高等学校 2年 新潟県 石川 彩 私立堀越高等学校 2年 東京都

斉藤 史晶 私立新潟産業大学附属高等学校 2年 新潟県 鈴木 萌子 私立拓殖大学紅陵高等学校 2年 千葉県

下田 雄大 私立堀越高等学校 2年 東京都 髙橋 恵 私立佐久長聖高等学校 2年 長野県

徳嶽 太 私立作新学院高等学校 2年 栃木県 福井 貴子 私立拓殖大学紅綾高等学校 2年 千葉県

林 侃汰朗 私立開志学園高等学校 2年 新潟県 大出 瑞月 私立関東学園大附属高等学校 1年 群馬県

星野 陸也 私立水城高等学校 2年 茨城県 桑原 萌 私立高崎健大高崎高等学校 1年 群馬県

大岩 龍一 私立堀越高等学校 1年 千葉県 真田 来美 私立佐久長聖高等学校 1年 長野県

小川 詠次郎 私立開志学園高等学校 1年 東京都 澄川 愛 私立千葉学芸高等学校 1年 千葉県

篠 優希 私立代々木高等学校 1年 東京都 羽藤 琴和 私立千葉学芸高等学校 1年 千葉県

清水 優太 私立堀越高等学校 1年 東京都 宮本 香怜 私立埼玉栄高等学校 1年 埼玉県

須藤 啓太 私立作新学院高等学校 1年 栃木県

関 将太 私立水城高等学校 1年 茨城県

氏名 学校名 学年 在住地 氏名 学校名 学年 在住地

猪狩 広大 北茨城市立華川中学校 3年 茨城県 青野 紗也 私立駿台甲府中学校 3年 山梨県

呉 司聡 平塚市立浜岳中学校 3年 神奈川県 植竹 希望 葛飾区立奥戸中学校 3年 東京都

坂本 雄介 私立埼玉大教育学部附属中学校 3年 埼玉県 臼井 麗香 鹿沼市立北押原中学校 3年 栃木県

髙橋 宝将 守谷市立けやき台中学校 3年 茨城県 工藤 優海 私立麗澤中学校 3年 千葉県

塚本 岳 私立立教池袋中学校 3年 東京都 小滝 水音 ひたちなか市立大島中学校 3年 茨城県

中井 賢人 西東京市立保谷中学校 3年 東京都 今 綾奈 東久留米市立下里中学校 3年 東京都

羽藤 勇司 富里市立富里北中学校 3年 千葉県 髙橋 彩華 新潟市立大形中学校 3年 新潟県

内田 直輝 伊勢原市立伊勢原中学校 2年 神奈川県 畑岡 奈紗 笠間市立岩間中学校 3年 茨城県

神谷 優太 朝霞市立朝霞第五中学校 2年 埼玉県 石井 理緒 新発田市立本丸中学校 2年 新潟県

鈴木 敬太 千葉市立打瀬中学校 2年 千葉県 泉田 琴菜 加茂市立葵中学校 2年 新潟県

宮本 英門 私立杉並学院中学校 2年 山梨県 菅沼 菜々 立川市立立川第五中学校 2年 東京都

ユーバンク 学 横須賀ミドルスクール中学校 2年 神奈川県 鶴岡 果恋 横浜市立上郷中学校 2年 神奈川県

伊藤 吏玖 結城市立結城南中学校 1年 茨城県 板東 莉子 磐田市立竜洋中学校 2年 静岡県

丁 志優 千葉市立千城台南中学校 1年 千葉県 廣田 真優 私立杉並学院中学校 2年 東京都

西片 太一 私立杉並学院中学校 1年 東京都 岩﨑 美紀 三芳町立三芳中学校 1年 埼玉県

細谷 朋生 茂原市立東中学校 1年 千葉県 澁澤 莉絵留 太田市立宝泉中学校 1年 群馬県

宮川 大輝 富士市立吉原東中学校 1年 静岡県 髙橋 佑果 伊那市立高遠中学校 1年 長野県

橋添 穂 国立山梨大学教育人間科学部附属中学校 1年 山梨県

山口 すず夏 相模原市立鵜野森中学校 1年 神奈川県

吉田 優利 私立麗澤中学校 1年 千葉県
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池田 悠太 宇都宮市立上戸祭小学校 6年 栃木県 天野 真里奈 小田原市立下府中小学校 6年 神奈川県

市川 輝 水戸市立千波小学校 6年 茨城県 今井 萌絵 私立リリーベール小学校 6年 茨城県

梅内 秀太郎 練馬区立大泉北小学校 6年 東京都 勝見 梓 太田市立休泊小学校 6年 群馬県

栗原 悠宇 鶴ヶ島市立藤小学校 6年 埼玉県 木村 美霞 さいたま市立三橋小学校 6年 埼玉県

小出 瞬輝 長野市立三本柳小学校 6年 長野県 久保 青空 草加市立清門小学校 6年 埼玉県

椎名 優介 葛飾区立中青戸小学校 6年 東京都 西郷 真央 船橋市立三山小学校 6年 千葉県

髙橋 夢人 新潟市立大形小学校 6年 新潟県 坂本 優菜 三島市立山田小学校 6年 静岡県

竹入 颯真 冨士市立伝法小学校 6年 静岡県 櫻井 見音 桐生市立南小学校 6年 群馬県

田中 章太郎 取手市立取手小学校 6年 茨城県 仲西 美波 静岡市立服織小学校 6年 静岡県

松本 優人 ふじみ野市立亀久保小学校 6年 埼玉県 吉川 くるみ 那珂川町立馬頭小学校 6年 栃木県

森山 友貴 私立森村学園初等部小学校 6年 神奈川県 和久井 麻由 小山市立若木小学校 6年 栃木県

山田 真輝 鴻巣市立鴻巣中央小学校 6年 埼玉県 阿部 未来 多摩市立東落合小学校 5年 東京都

山野 国士 船橋市立行田東小学校 6年 千葉県 伊波川 彩名 国立筑波大学附属小学校 5年 東京都

上原 挑夢 太田市立休泊小学校 5年 群馬県 今井 瑞穂 伊勢崎市立三郷小学校 5年 群馬県

内田 航貴 伊勢原市立大田小学校 5年 神奈川県 佐久間 朱莉 川越市立広谷小学校 5年 埼玉県

楠原 竜太朗 韮崎市立穂坂小学校 5年 山梨県 髙橋 采未 伊那市立高遠小学校 5年 長野県

新垣 厚樹 袋井市立袋井北小学校 5年 静岡県 鶴瀬 華月 横浜市立中沢小学校 5年 神奈川県

鈴木 隆太 野田市立宮崎小学校 5年 千葉県 長倉 加奈 川越市立広谷小学校 5年 埼玉県

東城 幸翼 富士川町立増穂小学校 5年 山梨県 中村 優海 茂原市立東郷小学校 5年 千葉県

仲宗根 寛瑛 横浜市立西柴小学校 5年 神奈川県 望月 美甫 富士市立田子浦小学校 5年 静岡県

林 恭平 横浜市立日野南小学校 5年 神奈川県 森 瑞記 浜松市立富塚小学校 5年 静岡県

宮部 澪央 水戸市立酒門小学校 5年 茨城県 岡島 彩乃 千葉市立稲丘小学校 3年 千葉県

芳崎 陽紀 厚木市立南毛利小学校 5年 神奈川県

小林 大河 葛飾区立半田小学校 4年 東京都

関根 東馬 大洗町立大洗小学校 3年 茨城県

丸山 蒼太 私立山梨学院大学附属小学校 3年 山梨県

2014「TEAM  KGA ジュニア」　登録選手【107名】

◎小学生女子（22名）◎小学生男子（26名）

◎中学生男子（17名） ◎中学生女子（20名）

◎高校生女子（10名）◎高校生男子（12名）


