
■指定強化選手

◎高校生・中学生男子 【6名】

氏名 フリガナ 都県

河田 丈一郎 ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 高 3年 私立開志学園高等学校 2年 新潟県

星野 陸也 ﾎｼﾉ ﾘｸﾔ 高 3年 私立水城高等学校 2年 茨城県

中井 賢人 ﾅｶｲ ｹﾝﾄ 高 1年 西東京市立保谷中学校 3年 東京都

羽藤 勇司 ﾊﾄｳ ﾕｳｼﾞ 高 1年 富里市立富里北中学校 3年 千葉県

内田 直輝 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 中 3年 伊勢原市立伊勢原中学校 2年 神奈川県

鈴木 敬太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 中 3年 千葉市立打瀬中学校 2年 千葉県

◎高校生・中学生女子 【6名】

氏名 フリガナ 都県

真田 来美 ｻﾅﾀﾞ ｸﾙﾐ 高 2年 私立佐久長聖高等学校 1年 長野県

宮本 香怜 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾚﾝ 高 2年 私立埼玉栄高等学校 1年 埼玉県

植竹 希望 ｳｴﾀｹ ﾉｿﾞﾐ 高 1年 葛飾区立奥戸中学校 3年 東京都

臼井 麗香 ｳｽｲ ﾚｲｶ 高 1年 鹿沼市立北押原中学校 3年 栃木県

畑岡 奈紗 ﾊﾀｵｶ ﾅｻ 高 1年 笠間市立岩間中学校 3年 茨城県

泉田 琴菜 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｺﾄﾅ 中 3年 加茂市立葵中学校 2年 新潟県
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■特別育成選手

 ◎中学生男子 【7名】

氏名 フリガナ 都県

西片 太一 ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ 中 2年 私立杉並学院中学校 1年 東京都

細谷 朋生 ﾎｿﾔ ﾄﾓｷ 中 2年 茂原市立東中学校 1年 千葉県

宮川 大輝 ﾐﾔｶﾜ ﾀｲｷ 中 2年 富士市立吉原東中学校 1年 静岡県

梅内 秀太郎 ｳﾒｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ 中 1年 練馬区立大泉北小学校 6年 東京都

竹入 颯真 ﾀｹｲﾘ ｿｳﾏ 中 1年 冨士市立伝法小学校 6年 静岡県

田中 章太郎 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 中 1年 取手市立取手小学校 6年 茨城県

森山 友貴 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 中 1年 私立森村学園初等部小学校 6年 神奈川県

◎中学生女子 【8名】

氏名 フリガナ 都県

澁澤 莉絵留 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘｴﾙ 中 2年 太田市立宝泉中学校 1年 群馬県

山口 すず夏 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ 中 2年 相模原市立鵜野森中学校 1年 神奈川県

吉田 優利 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ 中 2年 私立麗澤中学校 1年 千葉県

今井 萌絵 ｲﾏｲ ﾓｴ 中 1年 私立リリーベール小学校 6年 茨城県

坂本 優菜 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾅ 中 1年 三島市立山田小学校 6年 静岡県

仲西 美波 ﾅｶﾆｼ ﾐﾅﾐ 中 1年 静岡市立服織小学校 6年 静岡県

吉川 くるみ ﾖｼｶﾜ ｸﾙﾐ 中 1年 那珂川町立馬頭小学校 6年 栃木県

和久井 麻由 ﾜｸｲ ﾏﾕ 中 1年 小山市立若木小学校 6年 栃木県

◎小学生男子 【7名】

氏名 フリガナ 都県

新垣 厚樹 ｼﾝｶﾞｷ ｱﾂｷ 小 6年 袋井市立袋井北小学校 5年 静岡県

鈴木 隆太 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ 小 6年 野田市立宮崎小学校 5年 千葉県

林 恭平 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 小 6年 横浜市立日野南小学校 5年 神奈川県

芳崎 陽紀 ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾙｷ 小 6年 厚木市立南毛利小学校 5年 神奈川県

小林 大河 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 小 5年 葛飾区立半田小学校 4年 東京都

関根 東馬 ｾｷﾈ ﾄｳﾏ 小 4年 大洗町立大洗小学校 3年 茨城県

丸山 蒼太 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 小 4年 私立山梨学院大学附属小学校 3年 山梨県

◎小学生女子 【7名】

氏名 フリガナ 都県

阿部 未来 ｱﾍﾞ ﾐｸ 小 6年 多摩市立東落合小学校 5年 東京都

伊波川 彩名 ｲﾊﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 小 6年 国立筑波大学附属小学校 5年 東京都

佐久間 朱莉 ｻｸﾏ ｼｭﾘ 小 6年 川越市立広谷小学校 5年 埼玉県

髙橋 采未 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 小 6年 伊那市立高遠小学校 5年 長野県

中村 優海 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ 小 6年 茂原市立東郷小学校 5年 千葉県

望月 美甫 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅﾐ 小 6年 富士市立田子浦小学校 5年 静岡県

岡島 彩乃 ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 小 4年 千葉市立稲丘小学校 3年 千葉県
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