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男子参加ﾁｰﾑ数= 6 男子選手総数= 42

団　体 監督 選手
新治Ｊｒ 金子 泰也 天貝 知広 山口 清 松永 大樹⑥ 小堀 浩介⑥ 屋代 和志⑥ 田中 隼也⑥ 川中 俊太郎⑤
BT-A 金子 知稔④ 笠原 涼世⑤

ハルトノＡ 岩岡 清 森 史秀 青木 繁昇 新宅 雄⑥ 青木 俊樹⑥ 平井 杏二⑥ 松永 尚樹⑤ 伊藤 聡馬③
BT-A

ハルトノＢ 岩岡 清 森 史秀 青木 繁昇 倉持 佳祐④ 志賀 光③ 松永 晃治③ 小峯 優大② 飯泉 大地②
BT-B 木浦 弘哲⑥

ナイスショット 山本 敏弘 谷川 直也 高橋 和暉⑥ 坂本 彪瑠⑤ 三堀 蓮⑤ 豊田 大翔⑤ 秋山 賢豊⑤
BT-B 齋藤 颯冶⑤ 中島 歩勇④ 山嵜 陽斗①

明野ちびバド 日向 晴美 新井 博司 稲光かおる 坪松 光⑥ 坪松 秀紀⑥ 水越 駿介⑥ 矢萩 公也⑥ 松田 俊哉⑤
BT-B 窪前 大希⑤ 吉田 純⑤ 稲光 翔太郎④
桜川Ｊｒ 中原 則男 平田 芳明 保坂 謙治 斎藤 叶汰⑥ 平田 輝⑥ 飯島 浩希⑥ 片桐 裕之⑤ 久野 陽翔④
BT-A 稲川 開陸④ 川上 波海斗③ 飯島 晴紀②

女子参加ﾁｰﾑ数= 26 女子選手総数= 182

団　体 監督 選手
十王 Ａ 平松 光子 水越 奈央 真崎 綾子 中村 あむり⑥ 井上 鈴菜⑥ 水越 萌佳⑥ 高橋 優衣⑤ 水野 日菜乃⑤
GT-A 宇賀村 萌衣⑤ 真崎 唯⑤
十王 Ｂ 平松 光子 水越 奈央 真崎 綾子 椎名 美玖⑥ 高橋 実沙⑥ 小室 涼夏⑥ 福栄 琴菜⑤ 滝 柊茉利⑤
GT-G 大友 詩織⑤ 中村 春那⑤ 鈴木 沙季⑤

吉田バド Ａ 酒出 美雪 村澤 菜月⑥ 北原 優衣⑥ 大竹 帆南⑤ 安食 春花⑤ 大和田寿美礼④
GT-C 鬼澤 佳穂⑥ 高野 眞弘⑤ 舘 真優子④

吉田バド Ｂ 酒出 美雪 小園江 美波⑥ 荒井 涼香⑥ 鹿野 茜⑥ 飯野 千夏⑥ 塙 美奈子⑤
GT-F 大和田 友佳⑤ 村澤 梨月④ 北原 愛弓④
寿バド 古谷登志子 塚田 美咲⑥ 高橋 菜子⑤ 山口 夏輝⑤ 片野 好真⑤ 片野 好栄⑤
GT-G 笹沼 侑里⑤ 椎名 美月⑤

浜田Ｊｒバド 友部 静江 仲田 陽香⑥ 伊藤 歩花⑥ 颯田 理菜⑤ 佐久間 香帆⑤ 大森 麻美⑤
GT-A 青木 志穂④ 倉田 知歩④ 小林 未歩③

東海村小学バド 花見美智子 土井 早苗 竹中 望愛⑥ 北原 沙恵⑥ 森山 夢乃⑥ 佐々木 萌絵⑥ 小泉 薫⑤
GT-E 川崎 藍花⑤ 木幡 綾乃⑤ 高岡 真菜⑤

東金沢バド 鈴木 孝子 川又 栞⑥ 田村 彩夏⑥ 武川 瑠華⑥ 樫村 美咲⑥ 真壁 あかり⑤
GT-H 小野 葵衣④ 渡辺 ひかり④

日高少年団 佐藤 英男 井上 愛深⑥ 増子 育美⑤ 石橋 奈々⑤ 神永 真佑⑤ 横須賀 亜恋⑤
GT-D 根本 夏実⑤
成沢 梶間　誠 鈴木 寿梨⑥ 村本 春佳⑥ 千葉 有紗⑥ 内山 智花子⑥ 古茂田 理香⑤
GT-C 古茂田 倭子③ 石橋 結子③

ひたちなかＡ 河村 拓己 黒沢 真緒⑥ 佐藤 依美瑠⑥ 森田 菜月⑥ 田原 芽衣⑥ 高畠 彩花⑥
GT-D 小原 亜子⑤ 家田 涼香⑤

ひたちなかＢ 河村 拓己 安藤 歩弓⑥ 佐藤 華恋⑥ 廣原 花音⑥ 幕田 春菜⑥ 辻井 葵⑤
GT-B 小沼 千沙⑤
桜川Ｊｒ 平田 芳明 小池 由華⑥ 中村 優花⑥ 景山 紫帆⑤ 谷口 夕夏⑤ 萩原 菜結④
GT-A 青木 伽奈④
南地区 相馬 由和 森 麗奈⑥ 佐々木 陽菜⑥ 佐藤 眉沙紀⑥ 淀縄 美園⑤ 佐々木 真由⑤
GT-B 佐藤 茅穂⑤ 小林 穂美⑤ 藤田 結菜⑤
東少年Ａ 清水 正男 海老澤孝一 安達 友妃⑥ 木内 彩乃⑥ 佐川 智香⑥ 海老澤 彩⑤ 小川 明華⑤
GT-E 小吹 菜凪実④
東少年Ｂ 清水 正男 海老澤孝一 礒野 佑香⑥ 石倉 百華⑥ 楜澤 冴香⑥ 田邊 萌⑥ 小吹 久瑠実⑤
GT-C 永沼 澪奈⑤ 大平 莉子⑤

新治Ｊｒ 金子 泰也 天貝 知広 河田 和佳奈⑥ 鈴木 沙弥⑥ 天貝 美希⑥ 神林 実奈⑥ 井坂 優花⑤
GT-B 岡田 さゆり⑤ 照山 美来⑤ 飯島 真尋⑤

明野ちびバド 新井 博司 新井 水樹⑥ 杉山 珠未⑥ 石嶋 里菜⑥ 廣瀬 未奈⑥ 古橋 史帆⑥
GT-F 廣瀬 明香理⑤ 廣瀬 朱里⑤

ハルトノＡ 黒澤 紀久 芳村 萌映子⑥ 町田 華梨⑥ 宮本 綾佳⑥ 岩岡 みのり⑤ 杉山 薫③
GT-G

ハルトノＢ 黒澤 紀久 小川 実咲④ 櫻井 彬乃④ 志賀 葵衣⑤ 木村 羽未④ 中村 璃奈④
GT-H

ナイスショットＡ 山本 敏弘 松浦 由弥⑥ 正木 菜々子⑥ 池田 恭子⑤ 平岡 夕奈⑤ 正木 愛子④
GT-B 熊澤 はるも③ 谷川 莉奈③ 仁田 麻登香③

ナイスショットＢ 山本 敏弘 宮本 藍奈⑥ 高橋 沙織⑤ 中村 咲⑤ 永井 由美⑤ 川崎 桜子⑤
GT-D 宮原 希実③ 宮本 玲奈③ 秋山 莉子③

ＦＪＢＳ Ａ 鈴木 重雄 鶴間 花乃⑥ 野田 朱莉⑥ 小野 ともか⑤ 高橋 育実⑤ 落合 美翔⑤
GT-F 宮澤 花歩④ 青木 もえ④ 神尾 日和④

ＦＪＢＳ Ｂ 鈴木 重雄 小林 香奈⑥ 中村 遥香⑥ 篠原 由衣⑤ 野島 彩白⑤ 柳 みゆ⑤
GT-E 鶴間 茜④ 檀原 由衣④ 鈴木 愛羅④

大井沢 Ａ 淀 幸 淀 英恵⑥ 染谷 菜々美⑤ 小林 遥香⑤ 塚田 朱音⑤ 谷山 桃子⑤
GT-H

大井沢 Ｂ 淀 幸 淀 美幸④ 政所 遼花④ 小林 和佳奈③ 百瀬 由梨② 出野 里菜⑤
GT-A 花輪 菜々実⑤
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第29回茨城県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｽﾎﾟｰﾂ大会


