
男子ジュニア７，８代表決定戦
(A,B,Cの抽選）

中野龍弥 (三浦学苑高)

山本煌翔 (三浦学苑高)
篠﨑悠太 (三浦学苑高)

8

棄

1

2

3

棄

ｂｙｅ2

20

ジュニア男子（代表9名）Ａ
1 林晃平 (桐蔭学園高) 渡辺陽太 (横浜商業高) 17

19

ｂｙｅ

4 玉木隼丈 (東海大相模高) 北風裕幸

18

21

堀池啓史

渋谷爽空

(城山高)

(岸根高)

5 酒井佑月

3 鳥海莉央 (立花学園高) (MD ttL)

三浦聡太 (神奈川工業高)

関凰介 (リトルキングス) (厚木商業高)

6

(R&M)

加藤大凱 (湘南工大附高)7

田中真人 (西中原中)

22

ｂｙｅ 23

24

9 涌井唯羽 (たなかクラブ) 栗林翼 (桐蔭学園高) 25

大村心

10 ｂｙｅ 石川蒼真 (東海大相模高) 26

11 (西高津中) 神南奏平 (岸田クラブ) 27吉田祥太郎

宇野豪之助 (クラーク記念高) 29

12 川村聖渚 (厚木商業高) 木村一翔

14 渡部翔太 (城山高) 棄

(湘南工大附高) 28

13 清水蒼護 (桐蔭学園高)

西河原渓人 (相原高) 30

15 ｂｙｅ ｂｙｅ 31

16 塚本凌平 (三浦学苑高) 中野龍弥 (三浦学苑高) 32

横山翔星

ジュニア男子（代表9名）Ｂ

56

(湘南工大附高) 49望月翔太

50

41 北村空大 (東海大相模高)

33

34

(神奈川工業高)

58

柿沼星翔 (横浜商業高) 57

40

ｂｙｅ 三河智輝

(たなかクラブ)

ｂｙｅ

齊藤舜也 (リトルキングス)

(MD ttL)

(三浦学苑高)

59

42

44

遠藤峻平 (西高津中) 武田悠太

43 (リトルキングス)

45

小林晴希 (桐蔭学園高) 萩原優一

(立花学園高) 須永聡太

(相模原ジュニア)

60(相原高)

61

(桐蔭学園高) 62

47 ｂｙｅ

46 笹生歩夢

ｂｙｅ 63

48 近藤壱弦 (近藤クラブ) (三浦学苑高) 64篠﨑悠太

88中鉢翔大

須藤要 (MD ttL)

(西高津中) 83

(三浦学苑高)

稲垣洸

72 厚木祐介 (西高津中) (桐蔭学園高)

89

74 ｂｙｅ 長尾真一 (神奈川工業高) 90

73

相原和輝 (東海大相模高) 棄 坂根圭将

(相原高)戸﨑勇登 (岸田クラブ)

91

76 鮎川尚弥 (リトルキングス) ゼルナ伊恩 (R&M) 92

75

(三浦学苑高) 94

77 森山竜宏 (立花学園高) 永島匠翔

(岸根高)

(橘高) 93

78 相良樹彦 (クラーク記念高) 棄 谷口優仁

95

80 小野寺幹 (湘南工大附高) 96

79

亀井翔平 (桐蔭学園高)

ｂｙｅｂｙｅ

ｂｙｅ

68 山本海来 (城山高)

69 新倉和樹 (逗葉高)

66

菊池玲亮 (湘南工大附高)

鍛代龍吾

江口良介 (桐蔭学園高)

奥村幹太

36

ｂｙｅ

本田光汰朗

35 坂本北斗 (厚木商業高)

喜多川竣輔

草柳優希 (逗葉高) 51

(桐蔭学園高) 52清水秀隆

38 丹羽空希 (三浦学苑高)

37 岸本武 (橘高) 53

(城山高) 54

ｂｙｅ 55

(岸根高)

松本匡亮

ジュニア男子（代表9名）Ｃ
65 山本煌翔 (三浦学苑高) 勝田裕介

39

(近藤クラブ) 81

82

67 杉本央 (横浜商業高) 尾間俊哉

棄

ｂｙｅ

84川南盛尚 (東海大相模高)

85

70 仲門秀真 (湘南工大附高) 86

71 星野純哉 (桐蔭学園中等) 棄 加藤愁 (厚木商業高) 87

布川真生



男子ジュニア７，８代表決定戦
(D,E,Fの抽選）

ジュニア男子Ｓ無条件出場選手

松島輝空（浜：JOCエリートアカデミー／星槎）

島村怜和 (湘南工大附高)

宮内結有 (桐蔭学園高)

佐藤颯 (東海大相模高)

ｂｙｅ

島村怜和 (湘南工大附高)

127111

104

99 台洸佑 (厚木商業高)

ｂｙｅ

112 本橋頼人 (三浦学苑高) 遠藤駿 (三浦学苑高) 128

(岸田クラブ) 145

163 藤澤太陽 (湘南工大附高)

134 高橋郁未 (MD ttL)

多田櫂人 (桐蔭学園高)

森瑞稀 (橘高)

(西高津中)166

蛭澤聖太 (クラーク記念高)

169 近藤凱誉 (近藤クラブ)

172

鈴木湊人

174 榮廉太郎 (桐蔭学園高)

171

107 黒河祐希

ジュニア男子（代表9名）Ｄ
97

越谷祐希

103 坂尾悠仁

102 松崎優樹 (MD ttL)

ｂｙｅ98

101

田淵康介

140 吉川勇輝 (西高津中)

137 涌井颯輝 (たなかクラブ)

143 ｂｙｅ

ｂｙｅ 114

115

(橘高) 116

黄塚結空

荒木一瑳 (桐蔭学園中等) 113

工藤孝太 (東海大相模高) 小島雄岐

(近藤クラブ)

鍵和田優空 (立花学園高) 大武篤史

100

(桐蔭学園高)

(逗葉高) 120

117

(三浦学苑高) 118

川上琉矢

122

(厚木商業高)

(MD ttL)

ｂｙｅ 119

105 増田瑛太 (西高津中) 小林大悟

123

(岸根高) 121

106 ｂｙｅ 榊原弘隆 (桐蔭学園高)

齋藤直人

(桐蔭学園高) 平野友規 (神奈川工業高)

124

109 阿部聡太 (神奈川工業高) 田中良昌 (横浜商業高) 125

108

田原柊弥 (相原高) 田崎爽一朗

(城山高)武田圭樹 (リトルキングス) 棄

(湘南工大附高) 126

ジュニア男子（代表9名）Ｅ
129 佐藤海翔 (湘南工大附高) 八幡陽介

110

130 ｂｙｅ ｂｙｅ 146

金尾莉玖 (三浦学苑高) 147

132

北村空 (逗葉高)

山田悠真

131

平野正規 (神奈川工業高) (R&M) 148

133 渡辺実咲輝 (厚木商業高) 棄 山下清一朗 (橘高) 149

渡辺崚 (相模原ジュニア) 150

135 吉田悠人 (桐蔭学園高) ｂｙｅ 151

136 上里優斗 (城山高) 棄 坂口一心 (湘南工大附高) 152

佐藤颯 (東海大相模高) 153

138 ｂｙｅ 大野瑞己 (リトルキングス) 154

139 飯島大輝 (東海大相模高) 佐野賢 (横浜商業高) 155

堀沢剛瑠 (桐蔭学園高) 156

141 浅野翔天 (玉川中) ラカップケンタロウ (相原高) 157

142 榎並祐輝 (岸根高) 158

ｂｙｅ 159

144 丸山晃旺 (三浦学苑高) 渡部圭太 (三浦学苑高) 160

ジュニア男子（代表9名）Ｆ
161 東海林聖央 (三浦学苑高) 備後陽向 (三浦学苑高) 177

162 ｂｙｅ ｂｙｅ 178

柴田瑛次 (岸根高) 179

164 藤方匡人 (相原高) 棄 榎本悠大 (城山高) 180

165 尾地優汰 (桐蔭学園高) 棄 東柊佑 (LE　COURS) 181

棄 桑本悠希 (神奈川工業高) 182

167 萩野智弥 (たなかクラブ) 前川拓人 (東海大相模高) 183

168 田中碧 (横浜商業高) 宮田陸斗 (湘南工大附高) 184

髙久怜雄 (厚木商業高) 185

170 ｂｙｅ 佐藤喜 (MD ttL) 186

櫻井翔馬 (西高津中) 187

濱中菱太郎 (リトルキングス) 188

173 西沢凛太 (相模原ジュニア) 江澤豊 (三浦学苑高) 189

竹松開人 (立花学園高) 190

175 ｂｙｅ ｂｙｅ 191

176 中橋孝太 (麻溝台中) 宮内結有 (桐蔭学園高) 192

1

2

3


