
◆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

栗原 遥大 埼玉栄高 2年 伊藤 二花 麗澤高 2年

小林 翔音 西武台千葉高 2年 茶木 詩央 共立女子第二高 2年

佐藤 快斗 埼玉栄高 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 長澤 愛羅 富士川町立鰍沢中 3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

亥飼 陽 日本ウェルネス高 2年 小野田 寧々 共愛学園高 2年

清水 蔵之介 目黒日本大学高 2年 川畑 優菜 麗澤高 2年

井上 笑慈 佐野日大高 1年 安西 歩美 土浦日大高 1年

川口 史 千葉黎明高 1年 遠藤 桂音 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

田中 天晴 明大中野高 1年 二宮 佳音 利根商業高 1年

常盤 和也 作新学院高 1年 萩生田 みらん 共立女子第二高 1年

粟野 泰成 石岡市立国府中 3年 松原 柊亜 日本ウェルネス高 1年

宇田川 理茶度 葛飾区立青葉中 3年 間中 りょう 埼玉栄高 1年

木暮 凌太 柏市立柏中 3年 伊藤 愛華 練馬区立貫井中 3年

渋井 晃太郎 横浜市立永田中 3年 國吉 愛良 千葉市立松ヶ丘中 3年

山﨑 咲寿 海老名市立有馬中 3年 濱 朱姫 我孫子市立白山中 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

粂谷 海翔 栃木東中 3年 永田 愛梨 浜松南陽中 3年

小林 麟太郎 日の出中 3年 三原 舞紀 足立十四中 3年

大郷 喜一 太平中 3年 五十嵐 凛 目黒第八中 2年

竹花 颯汰 大相模中 3年 臼田 藍 高崎市立寺尾中 2年

辛 宇振 早稲田実業中 2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 清藤 羽流 市原市立ちはら台西中 2年

中山 怜音 立教新座中 2年 中澤 紗来 朝霞市立朝霞第二中 2年

渡邉 日向 清原中 2年 林 愛輝美 船橋市立小室中 2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

片野 貫一朗 光英VERITAS中 1年 鈴木 花風 白井市立七次台中 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

林田 遼汰 妻沼西中 1年 藤本 華 習志野市立第一中 1年

荒川 遼 私立江戸川学園取手小 6年 安西 美空 つくば市立東小 6年

高浦 維吹 袖ヶ浦市立昭和小 6年 飯田 柚月 船橋市立金杉台小 6年

冨田 真起明 白岡市立西小 6年 境 美玲 江東区立有明西学園小 6年

峯村 怜 安曇野市立豊科東小 6年 長峰 美桜 千葉市立北貝塚小 6年

2023年度  「TEAM KGA ジュニア」 認定選手一覧

（男子32名　女32名　計：64名）

2022年11月18日現在


