
【　団体戦参加チーム一覧　】

種目 チーム名 監督 コーチ

石川 吉田　茂昭 三納　英莉佳 藤谷　泰雅⑥ 西村　勇汰郎⑥ 今越　健太⑥

中橋  一悠⑥ 松岡  琳久⑥ 荒井　輝⑤

岡山 平田　雄己 平田　健 平田　璃月⑥ 土屋　幸平⑥ 平田　哲也⑥

石川　遠和⑥

岐阜 岩田　悟 村井　陽祐⑥ 永森　一輝⑥ 野田　侑聖⑥

矢島　泰雄⑥ 高見　柊伍⑥ 太田　匡亮⑤

島根 仁島　拓哉 諸石　樹季⑥ 黒川　優哉⑥ 槇原　旺暉⑥

伊藤　崇行⑥ 金築　吟次郎⑥ 福島　天聖⑥

鳥取 西田　隆志 竹中　勝利 西村　陽翔⑥ 荒木　克仁⑥ 橋本　周⑥

山田　温都⑥ 森本　蔵人⑤ 角　壮太⑤

富山 西本　幸夫 辻口　真人 大田　隼也⑥ 辻口　陽貴⑥ 藤田　勇吾⑥

種田　陸人⑥ 山本　隼也⑤

広島 日浦　雅樹 森川　翔暉⑥ 奥野　天斗⑥ 古屋　恵大⑥

南本　和哉⑥ 沖本　優大⑥

大阪 河村　美香 江田　孝司 川畑　史吹⑥ 河村　翔⑥ 福井　颯斗⑥

江田　和博⑤ 神山　剛輝⑤ 富田　和樹⑥

京都 高橋　光雅 松村　真臣 衣川　真生⑥ 湯浅　友翔⑥ 本多　啄也⑥

木根　拓哉⑥ 徳本　航己⑥

滋賀 堀　勝義 中嶋　壱成⑥ 山岸　俊介⑥ 馬籠　楓⑥

山村　慶斗⑥ 市村　拓斗⑥ 渡邉　大智⑥

奈良 橘  正浩 網田  律子 田中　聖也⑥ 水井　響己⑥ 中山　剛志⑥

安原　大翔⑥ 網田  明⑥ 小西　直人⑥

兵庫 喜多　令子 横野　匡 増田　朝陽⑥ 去来川　太智⑥ 小網　勇馬⑥

和久田　千暁⑥ 山内　育海⑥ 山本　将聖⑤

和歌山 岩橋　孝朗 鳥羽　孝幸 中村　伊吹⑥ 田村　悦希⑥ 田中　将人⑥

竹中　裕紀⑥ 三木　陸斗⑥ 北川　晴仁⑥

愛知 寺西　健士 寺西　情⑤ 川北　有祐⑤ 毛利　健太郎⑤

鈴川　拓実⑤ 寺町　碧倭⑤

岡山 水戸　亮介 難波　秀彰 鷹津　蒼斗⑤ 奥野　正太⑤ 江見　友希④

勘藤　魁人③

岐阜 渡邉　美知成 尾藤　克大⑤ 宮田　凌冴⑤ 伏見　要人⑤

高木　慎二郎④ 上田　恭④

島根 山本　司 山本　夏想⑤ 森山　由惺④ 奥田　瑛斗④

原田　凌汰④ 福島　陽人④ 黒川　真哉④

広島 齊藤　貴志 石原　一次 吉岡　柊星⑤ 日野石　未来⑤ 坂井　大迪④

中村　拓幹④ 石原　克起④ 森山　大夢④

大阪 吉田  稔 中村　芳郎 上林　翔大⑤ 荒木　仁之介⑤ 浦島　快⑤

山田　悠太⑤ 白木　蓮太郎⑤ 川北　和弥④

京都 竹林　広司 五十棲　雅人 花咲　大輝⑤ 五十棲　理人⑤ 菅生　一輝⑤

川口　聡太⑤ 飯田　莉丘⑤ 木根　知哉③

滋賀 山田　悟史 安井　陸斗⑤ 桑原　朋也⑤ 橋爪　翔生⑤

矢野　愛斗⑤ 谷口　泰地⑤ 五島　直紀④

奈良 木田  充彦 神田　直紀 岡田　惺⑤ 前　祐哉⑤ 佐野　晃佑⑤

西前　和真⑤ 沈　嘉峰⑤ 源本　優希⑤

兵庫 真栄田　忠広 松澤　和子 大石　陽都⑤ 大久保　薫⑤ 松岡　汰一⑤

白石　大智⑤ 牛尾　南生④ 村木　悠空④

和歌山 松山　伸一 瀬古　和彦 井上　結登⑤ 藤谷　怜央⑤ 加藤　優弥④

山本　歩音④ 山本　遥希④ 下澤　快斗③
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【　団体戦参加チーム一覧　】

種目 チーム名 監督 コーチ 選手

石川 西山　徹 長谷川　加奈 吉田　陽萌⑥ 吉川　羽音⑥ 清水　愛莉⑥

石川　映里⑥ 宮下　恭佳⑥ 服部　未来⑤

岡山 亀川　章文 難波　秀彰 吉川　天乃⑥ 田中　遥奈⑥ 山川　美咲⑥

長谷川　歩佳⑥ 末井　優里菜⑥ 吉延　美咲⑥

岐阜 島岡　義和 志知　夕里菜⑥ 寺島　成美⑥ 三輪　莉瑚⑥

三輪　絢加⑥ 長岡　あんず⑥ 橋本　胡々杏⑥

島根 木元　和也 石飛　葵⑥ 川田　潤葉⑥ 石橋　萠花⑥

坪内　万侑⑥ 田中　千尋⑥ 松本　千尋⑥

鳥取 西村　洋 三輪　哲也 影山　真歩⑥ 門脇　想⑥ 加藤　澄菜⑥

岡田　小都乃⑥ 塚本　咲菜⑥ 田熊　佑衣⑤

長野 小平　治 小平　あき子 代田　楓子⑥ 滝沢　杏菜⑥ 原　咲織⑥

小林　茉莉花⑥ 藤岡　章枝⑥ 青木　桜子⑤

広島 豊口　奈穂子 小田　千恵子 竹中　梨紗⑥ 小田　風音⑥ 定本　涼菜⑥

豊口　紗智華⑥ 日野石　杏⑥

大阪 明地　清貴 岩城　ハルミ 明地　陽菜⑥ 岩城　杏奈⑥ 伊藤　妃香瑠⑥

岩井　仁香⑥ 田中　美虹⑥ 杉野　柚月⑥

京都 衣川　尚吾 笠谷　晴代 笠谷　沙織⑥ 岡本　朋子⑥ 大泉　帆乃奏⑥

上仲　杏香⑥ 大喜田　栞里⑥

滋賀 山田　杉男 谷口　啓子 見延　千尋⑥ 杉本 明日香⑥ 濱口　実那⑥

山名　このみ⑥ 田辺　綾菜⑥ 岡本　三槻⑥

奈良 水井　妃佐子 松村  宏則 水井　寿々妃⑥ 古根川　美桜⑥ 小林　優花⑥

松本　笑舞⑥ 中川　藍⑥ 山根　紗優花⑥

兵庫 小田　清二 助野　英志 亀井　菜杏⑥ 富山　紗帆⑥ 田中　愛香⑥

浦　桜華⑥ 渡部　那萌⑥ 中谷　凪沙⑥

和歌山 田中　守 寺村　博之 尾原　あかり⑥ 田中　結⑥ 米舛　咲々音⑥

松本　里菜⑥ 田原　和花⑥ 土居　心晴⑥

愛知 青木　啓祐 森　香子⑤ 大矢　杏紗⑤ 山田　久遠⑤

渡辺　杏和⑤ 河辺　ひなた⑤

岡山 岡﨑　由佳 立野　美幸 竹本　千穂⑤ 堀　小雪⑤ 安延　心結⑤

立野　葉月⑤ 秋田　まな④

岐阜 土屋　理恵子 古谷　遙夏⑤ 葛西　美月⑤ 加藤　杏里紗⑤

足立　奈律⑤ 高橋　美里⑤ 平本　梨々菜④

島根 安達　真紀子 白石　ゆら⑤ 玉木　李莉⑤ 若槻　美樹⑤

井上　せせら⑤ 長廻　優茉④ 山口　花恵④

長野 望月　雅文 小平　治 望月　里歩⑤ 清水　彩音⑤ 小林　みずき⑤

山口　あずさ⑤

広島 横山　将城 日野石　智子 上田　心乃華⑤ 田中　美里⑤ 加藤　夏音⑤

大本　菫⑤ 横山　心音⑤ 横山　和実⑤

大阪 小田　耀子 成平　薫 藤元　俐璃⑤ 吉岡　葉菜⑤ 藤井　史穂⑤

阪田　遥夏⑤ 宮崎　友花④ 池田　美和④

京都 花咲　希美子 井上　晃志 西浦　優羽⑤ 大東　美優⑤ 吉村　穂之香⑤

奥野　杏奈⑤ 奥野　優奈⑤ 村上　りん⑤

滋賀 田中　裕司 山名　義則 梶原　似音⑤ 北川　凜菜⑤ 堀　優芽④

前田　瑠唯④ 山名　彩心④ 髙本　夏彩④

奈良 三角　有加 成田　隆博 成田　芽生⑤ 梅本　実紀⑤ 加藤　歩未⑤

堀川　実桜子⑤ 石橋　宝音⑤ 峯岡　侑那⑤

兵庫 大野　直美 薮内　嘉夫 渡部　来瞳⑤ 畑末　真緒⑤ 生田　佳志乃⑤

川村　真央⑤ 名倉　蓮④ 杉原　亜美④

和歌山 鈴木　建司 下村　義信 鈴木　絢⑤ 高野　葵姫⑤ 吉川　真央⑤

高石　妃栞⑤ 牛居　瑞季④ 玉置　由芽③
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