
第34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３０年６月２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 山川　 健介 やまかわ　けんすけ 6 選手１ 渡辺　幹大 わたなべ　かんた 6

選手２ 網干　朋希 あぼし　ともき 6 選手２ 剣持　亘 けんもち　わたる 6

選手３ 稲葉　倖輔 いなば　こうすけ 6 選手３ 遠山　賢心 とおやま　けんしん 6

選手４ 熊谷　正真 くまがい　しょうま 6 選手４ 宮本　拓実 みやもと　たくみ 5

選手５ 木原　樹 きはら　いつき 5 選手５ 出原　雅行 ではら　まさゆき 5

選手６ 河添　慎 かわぞえ　しん 5 選手６ 西川　倖平 にしかわ　こうへい 5

選手７ 栗山　聡大 くりやま　そうだい 5 選手７ 剣持　光 けんもち　ひかり 4

選手８ 御手洗　駿音 みたらい　しゅおん 5 選手８ 亀井　柊真 かめい　しゅうま 4

選手９ 平井　隼 ひらい　しゅん 3 選手９ 井手口　翔 いでぐち　かける 2

選手１０ 樋渡　優真 ひわたし　ゆうま 3 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 朝田　華奈子 あさだ　かなこ コーチ 森　美香子 もり　みかこ

コーチ 政倉　優子 まさくら　ゆうこ コーチ 福井　武司 ふくい　たけし

選手１ 岡田　裕希 おかだ　ゆうき 6 選手１ 床田　和樹 とこだ　かずき 6

選手２ 前原　銀志 まえはら　ぎんじ 6 選手２ 三澤　亮介 みさわ　りょうすけ 6

選手３ 朝田　将大 あさだ　まさひろ 5 選手３ 岡林　大矢 おかばやし　まさや 6

選手４ 福本　啓介 ふくもと　けいすけ 5 選手４ 中谷　一樹 なかたに　いつき 6

選手５ 政倉　大志 まさくら　たいし 4 選手５ 古賀　潤 こが　じゅん 5

選手６ 児玉　周仁 こだま　しゅうと 4 選手６ 中井　海里 なかい　かいり 5

選手７ 久保　優馬 くぼ　ゆうま 4 選手７ 平　脩仁 たいら　ゆうじん 5

選手８ 村田　悠真 むらた　ゆうま 3 選手８ 川又　康聖 かわまた　こうせい 4

選手９ 選手９ 安達　崇史 あだち　たかし 4

選手１０ 選手１０ 岡林　大聖 おかばやし　たいせい 2

チーム名 チーム名

監督 岩城　ハルミ いわき　はるみ 監督 谷村　裕忠 たにむら　ひろただ

コーチ 古川　裕輔 ふるかわ　ゆうすけ コーチ 谷村　由華 たにむら　ゆか

コーチ 中村　芳郎 なかむら　よしろう コーチ 伊藤　実香 いとう　みか

選手１ 川北　和弥 かわきた　かずや 6 選手１ 谷村　暖忠 たにむら　はると 6

選手２ 田中　隼 たなか　しゅん 6 選手２ 水木　晶 みずき　しょう 6

選手３ 古川　香月 ふるかわ　かつき 6 選手３ 佐々木　一樹 ささき　いつき 6

選手４ 坂井　叶希 さかい　かなで 6 選手４ 伊藤　瑠偉輝 いとう　るいき 5

選手５ 林　思騰 りん　しとう 5 選手５ 藤原　徠名 ふじわら　らいな 5

選手６ 中村　優希 なかむら　ゆうき 4 選手６ 藤本　桐生 ふじもと　きりゅう 5

選手７ 古川　裕貴 ふるかわ　ひろき 4 選手７ 大上　颯斗 だいじょう　はやと 5

選手８ 内藤　圭吾 ないとう　けいご 4 選手８ 藤本　志摩 ふじもと　しま 2

選手９ 味岡　樹哉 あじおか　たつや 4 選手９

選手１０ 文元　健翔 ふみもと　たける 3 選手１０

ＴＮＢＣジュニア

南郷キューピットスマイルジュニア

KOMATSU

田原スマッシュＢＣ イーグレット



第34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３０年６月２日

チーム名 チーム名

監督 菊地　愁二 きくち　しゅうじ 監督 岩城　ハルミ いわき　はるみ

コーチ 下農　昭人 しもの　あきひと コーチ 古川　静香 ふるかわ　しずか

コーチ 木戸　義人 きど　よしと コーチ 正岡　毅 まさおか　たけし

選手１ 宮崎　友花 みやざき　 ともか 6 選手１ 原田　小雪 はらだ　こゆき 6

選手２ 相磯　美心 あいそ　みこと 6 選手２ 福井　優奈　 ふくい　ゆな 6

選手３ 高口　諒子 たかぐち　りょうこ 6 選手３ 味岡　らな あじおか　らな 6

選手４ 前田　早稀 まえだ　さき 6 選手４ 久保田　彩音 くぼた　あやね 6

選手５ 梶川　沙妃 かじかわ　いさき 5 選手５ 新藤　彩音 しんどう　あやね 6

選手６ 井出　千暁 いで　ちあき 5 選手６ 文元　日菜 ふみもと　ひな 5

選手７ 明浄　志保 みょうじょう　しほ 5 選手７ 三浦　志保 みうら　しほ 5

選手８ 小山 かんな こやま　かんな 4 選手８ 山下　虹花 やました　ななは 5

選手９ 相磯　慧 あいそ　けい 3 選手９ 大西　恵満 おおにし　えま 3

選手１０ 山田　惟桜 やまだ　いさ 3 選手１０ 西嶋　紗杜 にしじま　さと 3

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 十亀　幸子 そがめ　さちこ 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 沼田　智恵子 ぬまた　ちえこ

選手１ 小川　七星 おがわ　ななせ 6 選手１ 池田　美和 いけだ　みわ 6

選手２ 川上　実來里 かわかみ　みくり 6 選手２ 松村　璃音 まつむら　りおん 6

選手３ 樋渡　穂花 ひわたし　ほのか 6 選手３ 池原　彩月 いけはら　さつき 5

選手４ 中橋　音帆羽 なかはし　ねはね 6 選手４ 森下　真帆 もりした　まほ 5

選手５ 吉野　莉世 よしの　りせ 6 選手５ 澤村　月那 さわむら　つきな 5

選手６ 大田　紗羽 おおた　さわ 5 選手６ 沼田　弥乘 ぬまた　みのり 4

選手７ 杉　優花 すぎ　ゆうか 5 選手７ 徳山　奈々 とくやま　なな 4

選手８ 岩本　紗季 いわもと　さき 5 選手８

選手９ 二宮　颯希 にのみや　いぶき 4 選手９

選手１０ 小川　陽向 おがわ ひなた 3 選手１０

チーム名

監督 吉田　稔 よしだ　みのる

コーチ 森　美香子 もり　みかこ

コーチ 福井　菜々子 ふくい　ななこ

選手１ 山岡　陽万莉 やまおか　ひまり 6

選手２ 上野　詩織 うえの　しおり 6

選手３ 稲垣　結愛 いながき　ゆあ 6

選手４ 福井　遥菜 ふくい　はるな 5

選手５ 井戸　杏南 いど　あんな 5

選手６ 冨永　彩夏 とみなが　あやか 5

選手７ 酒井　蘭 さかい　らん 5

選手８ 荒木　知那 あらき　ちな 4

選手９ 小池　真央 こいけ　まお 3

選手１０

瓜破西SSC 田原スマッシュＢＣ

スマイルジュニア 南郷キューピット

ＴＮＢＣジュニア


