
◆クラスS 男子（4名） ◆クラスS 女子（4名）

氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年

細谷 幹 日本ウェルネス高 3年 関口 碧 埼玉平成高 3年

小林 翔音 西武台千葉高 2年 大郷 光瑠 埼玉栄高 3年

佐藤 快斗 埼玉栄高 2年 茶木 詩央 共立女子第二高 2年

本 大志 目黒日本大学高 2年 馬場 咲希 日本ウェルネス高 2年

◆クラスＡ 男子（12名） ◆クラスＡ 女子（12名）

氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年

伊藤 颯汰 早稲田実業高 3年 相原 紗奈 共立女子第二高 3年

岩井 光太 埼玉栄高 3年 伊藤 二花 麗澤高 2年

斉藤 隼人 埼玉栄高 3年 小野田 寧々 共愛学園高 2年

末広 大地 県立新発田高 3年 小俣 柚葉 代々木高 2年

泊 隆太 共愛学園高 3年 川畑 優菜 麗澤高 2年

吉沢 己咲 本庄第一高 3年 桑村 美穂 日本ウェルネス高 2年

亥飼 陽 日本ウェルネス高 2年 萩生田 みらん 共立女子第二高 1年

栗原 遥大 埼玉栄高 2年 松原 柊亜 日本ウェルネス高 1年

清水 蔵之介 目黒日本大学高 2年 間中 りょう 埼玉栄高 1年

花村 秀太 東海大学付属諏訪高 2年 伊藤 美輝 横浜市立高田中 3年

上村 大和 目黒日本大学高 1年 新地 真美夏 座間市立相模野中 3年

常盤 和也 作新学院高 1年 長澤 愛羅 富士川町立鰍沢中 3年

◆クラスＢ 男子（8名） ◆クラスＢ 女子（8名）

氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年

井上 笑慈 佐野日大高 1年 遠藤 来夢 明秀学園日立高 1年

齋藤 裕 埼玉栄高 1年 鈴木 姫琉 麗澤高 1年

清野 桜貴 代々木高 1年 高橋 知花 埼玉栄高 1年

八木沢 浩心郎 水戸啓明高 1年 田中 澄南里 明秀学園日立高 1年

宇田川 理茶度 葛飾区立青葉中 3年 西脇 真帆 長岡大手高 1年

木暮 凌太 柏市立柏中 3年 二宮 佳音 利根商業高 1年

渋井 晃太郎 横浜市立永田中 3年 大橋 莉生 浜松市立入野中 3年

山﨑 咲寿 海老名市立有馬中 3年 國吉 愛良 千葉市立松ヶ丘中 3年

◆クラスC 男子（8名） ◆クラスC 女子（8名）

氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年

髙坂 信一郎 浜松市立浜松湖東中 3年 清水 心結 さいたま市立東浦和中 2年

武井 大也 みどり市立笠懸南中 2年 中澤 紗来 朝霞市立朝霞第二中 2年

中山 怜音 立教新座中 2年 人見 陽乃亜 下妻市立千代川中 2年

片野 貫一朗 光英VERITAS中 1年 荻原 すいみ 本庄第一中 1年

島田 楽生人 伊勢崎市立四ツ葉学園中 1年 長峰 真央 千葉市立貝塚中 1年

戸村 空汰 川越市立霞ヶ関中 1年 仁科 優花 千葉市立白井中 1年

根本 悠誠 市原市立加茂中 1年 西脇 優衣 小千谷市立小千谷中 1年

東 路敏 熊谷市立大幡中 1年 藤本 華 習志野市立第一中 1年

2022年度  「TEAM KGA ジュニア」 認定選手一覧

（男子32名　女32名　計：64名）

令和4年4月18日


