
第33回若葉カップ全国小学生大会　　大阪府予選会　【男子団体名簿】 平成２９年６月４日

チーム名 チーム名

監督 植村　昭彦 うえむら　あきひこ 監督 河村　昌明 かわむら　まさあき
コーチ 森山　直子 もりやま　なおこ コーチ 河村　美香 かわむら　みか
コーチ 宇野　真弓 うの　まゆみ コーチ 井手口　美奈 いでぐち　みな
選手１ 岩本　倫太郎 いわもと　りんたろう 6 選手１ 亀井　楓雅 かめい　ふうが 6
選手２ 平井　翼 ひらい　つばさ 6 選手２ 出原　隆一郎 ではら　りゅういちろう 6
選手３ 別府　健太朗 べっぷ　けんたろう 6 選手３ 桑原　侑希 くわはら　ゆうき 6
選手４ 山川　 健介 やまかわ　けんすけ 5 選手４ 渡辺　幹大 わたなべ　かんた 5
選手５ 網干　朋希 あぼし　ともき 5 選手５ 遠山　賢心 とおやま　けんしん 5
選手６ 龍見　  京壱 たつみ　きょういち 4 選手６ 剣持　亘 けんもち　わたる 5
選手７ 木原　樹 きはら　いつき 4 選手７ 宮本　拓実 みやもと　たくみ 4
選手８ 平井　隼 ひらい　しゅん 2 選手８ 出原　雅行 ではら　まさゆき 4
選手９ 樋渡　優真 ひわたし　ゆうま 2 選手９ 井手口　翔 いでぐち　かける 1

選手１０ 選手１０

チーム名 チーム名

監督 胡　山喬 こ　さんきょう 監督 吉田　稔 よしだ　みのる
コーチ 江田　孝司 こうだ　たかし コーチ 森　美香子 もり　みかこ
コーチ 江田　清美 こうだ　きよみ コーチ 福井　武司 ふくい　たけし
選手１ 江田　和博 こうだ　かずひろ 6 選手１ 上林　翔大 かんばやし　しょうた 6
選手２ 宮本　隆誠 みやもと　りゅうせい 6 選手２ 荒木　仁之介 あらき　じんのすけ 6
選手３ 白石　達弘 しらいし　たつひろ 5 選手３ 鳥丸　大樹 とりまる　だいき 6
選手４ 岡田　裕希 おかだ　ゆうき 5 選手４ 床田　和樹 とこだ　かずき 5
選手５ 朝田　将大 あさだ　まさひろ 4 選手５ 三澤　亮介 みさわ　りょうすけ 5
選手６ 政倉　大志 まさくら　たいし 3 選手６ 岡林　大矢 おかばやし　まさや 5
選手７ 久保　優馬 くぼ　ゆうま 3 選手７ 古賀　潤 こが　じゅん 4
選手８ 児玉　周仁 こだま　しゅうと 3 選手８ 中井　海里 なかい　かいり 4
選手９ 選手９ 川又　康聖 かわまた　こうせい 3

選手１０ 選手１０ 島田　莉玖 しまだ　りく 3

ＴＮＢＣジュニア

南郷キューピットスマイルジュニア

KOMATSU



第33回若葉カップ全国小学生大会　　大阪府予選会　【女子団体名簿】 平成２９年６月４日

チーム名 チーム名

監督 勝元　幸一 かつもと　こういち 監督 岩城　ハルミ いわき　はるみ
コーチ 大滝　祐紀 おおたき　ゆうき コーチ 辻　貴子 つじ　あつこ
コーチ 下農　昭人 しもの　あきひと コーチ 宮崎　正美 みやざき　まさみ
選手１ 宮崎　友花 みやざき　 ともか 5 選手１ 結城　杏菜 ゆうき　あんな 6
選手２ 相磯　美心 あいそ　みこと 5 選手２ 中村　心優 なかむら　みゆ 6
選手３ 高口　諒子 たかぐち　りょうこ 5 選手３ 櫻川　晴香 さくらがわ　はるか 6
選手４ 前田　早稀 まえだ　さき 5 選手４ 千葉　萌生 ちば　めい 6
選手５ 梶川　沙妃 かじかわ　いさき 4 選手５ 菱田　陽美 ひしだ　はるみ 6
選手６ 小山 かんな こやま　かんな 3 選手６ 原田　小雪 はらだ　こゆき 5
選手７ 相磯　慧 あいそ　けい 2 選手７ 福井　優奈　 ふくい　ゆな 5
選手８ 山田　惟桜 やまだ　いさ 2 選手８ 味岡　らな あじおか　らな 5
選手９ 井出　小晴 いで　こはる 6 選手９ 文元　日菜 ふみもと　ひな 4

選手１０ 井出　千暁 いで　ちあき 4 選手１０ 三浦　志保 みうら　しほ 4

チーム名 チーム名

監督 成平　薫 なりひら　かおる 監督 河村　昌明 かわむら　まさあき
コーチ 河村　茂美 かわむら　しげみ コーチ 河村　美香 かわむら　みか
コーチ 脇坂　郁 わきさか　あや コーチ 沼田　智恵子 ぬまた　ちえこ
選手１ 藤井　史穂 ふじい　しほ 6 選手１ 池原　小晴 いけはら　こはる 6
選手２ 吉岡　葉菜 よしおか　はな 6 選手２ 高野　あおい たかの　あおい 6
選手３ 阪田　遥夏 さかた　はるか 6 選手３ 長濱　陽南 ながはま　はるな 6
選手４ 桐島　夕葵 きりしま　ゆき 6 選手４ 佐野　衣茉莉 さの　いまり 6
選手５ 松本　晴愛 まつもと　はるあ 6 選手５ 池田　美和 いけだ　みわ 5
選手６ 坂　奏花 ばん　そよか 6 選手６ 松村　璃音 まつむら　りおん 5
選手７ 山田　唯葉 やまだ　ゆいは 3 選手７ 池原　彩月 いけはら　さつき 4
選手８ 岡部　真心 おかべ　まこ 4 選手８ 沼田　弥乘 ぬまた　みのり 3
選手９ 官澤　新菜 かんざわ　にいな 4 選手９

選手１０ 北辻　捺稀 きたつじ　なつき　 4 選手１０

チーム名 チーム名

監督 谷村　裕忠 たにむら　ひろただ 監督 吉田　稔 よしだ　みのる
コーチ 谷村　由華 たにむら　ゆか コーチ 森　美香子 もり　みかこ
コーチ 伊藤　実香 いとう　みか コーチ 福井　菜々子 ふくい　ななこ
選手１ 清末　あいり きよすえ　あいり 6 選手１ 赤土　さくら せきど　さくら 6
選手２ 清末　ここり きよすえ　ここり 6 選手２ 原口　倫佳 はらぐち　さとか 6
選手３ 野口　凜乃 のぐち　りの 6 選手３ 小林　千紗 こばやし　ちさ 6
選手４ 西　加菜衣 にし　かなえ 5 選手４ 中西　咲楽 なかにし　さくら 6
選手５ 伊藤　瑚々 いとう　ここ 5 選手５ 島田　莉楓 しまだ　れいか 6
選手６ 町田　陽菜 まちだ　ひな 5 選手６ 山岡　陽万莉 やまおか　ひまり 5
選手７ 中井　茉愛 なかい　まい 5 選手７ 上野　詩織 うえの　しおり 5
選手８ 越智　沙弥香 おち　さやか 4 選手８ 福井　遥菜 ふくい　はるな 4
選手９ 越智　彩日香 おち　あすか 6 選手９ 井戸　杏南 いど　あんな 4

選手１０ 香山　明日菜 こうやま　あすな 6 選手１０ 荒木　知那 あらき　ちな 3

チーム名

監督 植村　昭彦 うえむら　あきひこ
コーチ 森山　直子 もりやま　なおこ
コーチ 十亀　幸子 そがめ　さちこ
選手１ 宮岡　千緒 みやおか　ちお 6
選手２ 大田　羽 おおた　つばさ 6
選手３ 西村　光麗 にしむら　ひかり 6
選手４ 直塚　朱里 なおつか　あかり 6
選手５ 小川　七星 おがわ　ななせ 5
選手６ 樋渡　穂花 ひわたし　ほのか 5
選手７ 西村　紋奈 にしむら　あやな 5
選手８ 中橋　音帆羽 なかはし　ねはね 5
選手９ 大田　紗羽 おおた　さわ 4

選手１０ 二宮　颯希 にのみや　いぶき 3

スマイルジュニア

瓜破西SSC 田原スマッシュＢＣ

D☆ARMY 南郷キューピット

イーグレット ＴＮＢＣジュニア


