
男子
No 所属名 監督 選手① 選手② 選手③ 選手④ 選手⑤ 選手⑥ 選手⑦ 選手8
1 陽和 丹羽　亮介 田原　優気(2) 中村　航大(2) 伊藤　嵐(2) 伊藤　栄斗(2) 長谷川　幹人(1) 平井　琉斗(1) 河野　風雅(2) 伊藤　秀那(1)
2 光風-A 松尾　祐司朗 加藤　颯真(2) 山王　駿(2) 遠藤　黎(2) 河野　和真(2) 渡邉　敬洋(2) 岡本　治也(1) 和田　翔瑛(1)
3 光風-B 松尾　祐司朗 舩倉　歩叶(2) 田邉　瞭(2) 奥村　仁貴(2) 小玉　駿介(2) 橡尾　維人(2) 水谷　右京(2)
4 正和 佐藤　慎 餅井　颯太(2) 稲垣　利澄(1) 高木　翔(2) 吉田　伊吹(1) 瀬古　将成(2) 瀬古　基稀(2) 江上　智哉(2) 佐藤　颯真(2)
5 四日市南 舘　美穂 小林　大斗(2) 上原　翔馬(2) 野上　祐伸(2) 青池　巧豊(1) 玉井　悠斗(1) 渡邉　拓真(1) 井口　侑生(2) 木下　翔惺(1)
6 内部-A 福田　麻美 西野　空楽(2) 伊東　煌斗(1) 伊藤　律揮(1) 小田　俊太郎(1) 川添　晃暉(1) 笹山　颯太(1) 清水　佑真(1) 鄭　明碩(2)
7 内部-B 菊岡　勝弘 中村　紘翔(2) 堤　久徳(2) 天野　幸信(1) 森田　康汰(1) 伊藤　圭祐(2) 廣田　圭祐(2) 伊藤　愛斗(2) 間島　千貴(1)
8 富田 勝田　将 伊藤　秀馬(2) 中村　颯斗(2) 齊藤　創(2) 村川　廉士(2) 安藤　和真(1) 松岡　将誠(1) 伊藤　洸太(1) 伊藤　春弥(1)
9 八風-A 加藤　俊哉 樋口　颯真(2) 末﨑　煌大(2) 池田　大裕(2) 平島　怜(2) 岡島　稜(1) 羽田　丈也(2) 山口　湊也(2) 森澤　夢斗(2)
10 八風-B 加藤　俊哉 諸岡　知樹(1) 堀内　颯真(1) 南川　翔(1) 岡田　眞宗(1) 山口　湊也(1) 羽田　丈也(2) 北風　桂樹(1) 豊島　昊琉(1)
11 常磐 山崎　陽介 石川　奏(2) 福田　拳士(2) 伊藤　蒼空(1) 粥川　旺介(2) 山下　蒼偉(1) 田中　楓人(1) 森田　莉翔(1) 青木　海翔(2)
12 川越陸少JH 山下　恭介 川村　成海(2) 星野　駿人(1) 服部　凉大(1) 飯田　涼太郎(1) 横瀬　善悠(1) 加藤　綾人(1)
13 菰野-A 山田　梨央 川合　幸樹(2) 小﨑　瑛太(2) 児島　在史(2) 新里　琉愛(2) 福井　涼介(2) 堀　太一(2) 堀木　優雅(2) 松下　泰誠(2)
14 菰野-B 山田　梨央 山下　陽南太(1) 伊藤　啓介(1) 伊藤　奏輔(1) 佐藤　陸(1) 瀬古　一心(1) 馬場　俊太朗(1) 吉野　絢信(1) 生川　琉斗(1)
15 朝日 波多野　大我 栗田　晴也(2) 佐藤　綾人(2) 白木　晴也(2) 土屋　雅義(2) 米満　隼都(2) 笹井　悠吾(1) 山鹿　遥翔(1) 篠田　福朗(1)
16 楠 中谷　寛汰 牛島　蒼太(2) 名村　風斗(2) 加田　蒼(1) 谷川　空大(1) 水谷　柊人(1) 清水　叶夢(1) 李　東翔(1)
17 白子 樋渡　雄登 飯村　理功(2) ﾊﾝｶﾞﾚｲ　愛生(2) 仙名　菖吾(2) 古賀　咲太朗(2) 北村　俊(1) 水谷　優太(1) 川本　正峻(2) 池田　龍彦(2)
18 平田野-A 鈴木　要 呉　崢(2) 菅谷　琉偉(2) 森川　凱斗(1) 伊東　諒人(1) 汐﨑　瞬(1) 田場　龍希(2)
19 平田野-B 鈴木　要 伊藤　天丸(2) 森　優剛(1) 中島　澄羽(1) 日下　智滉(1) ｸﾞｴﾝ　ﾕﾀｶ(1) 日下　莉玖(1)
20 大木 角谷　和宏 矢田　匠平(2) 石﨑　皐雅(1) 河北　祥英(1) 楠木　聖人(1) 滝川　琥白(1) 田中　清士郎(1) 中西　啓人(1)
21 神戸 近藤　智紀 神谷　悠斗(2) 玉野　結斗(2) 中塚　海輝(2) 橋倉　章人(2) 渡瀬　敬太(2) 神野　吏輝(1) 中塚　永遠輝(1) 筈谷　育生(1)
22 鼓ヶ浦 伊川　綾子 結城　櫂吏(2) 杉本　涼眞(2) 岡住　飛成(2) 東　遼真(2) 山口　由翔(1) 今田　悠馳(1) 横山　竣(2) 喜田　悠介(1)
23 創徳 市川　裕美 上吹越　王道(2) 中林　純(1) 松本　楓大(1) 藤見　颯人(2) 酒井　翔夢(2) 伊藤　澪央(1) 鈴木　秀宙(1) 津田　宗一郎(1)
24 鈴峰 内山　翔太 磯﨑　透生(2) 加藤　圭悟(2) 村田　息吹(1) 水野　治音(1) 平野　玲大(2) 谷口　蒼馬(2) 森田　奈月(2)
25 亀山中部 田中　大輔 鈴木　月偉(2) 打田　旬(2) 早川　陽登(1) 柚木　陽向(1) 後迫　大翔(1) 堂知　健汰(1) 柳瀨　勇歩(1) 大鹿　凌輝(1)
26 一志 岨野　良亮 植谷　颯(2) 田口　蓮(2) 前澤　青(2) 奥田　凌(1) 木瀬　聡麻(1) 舘　建次郎(1) 永見　綾星(1)
27 高田-A 松谷　慧光 大川　尊(2) 奥山　綜介(2) 中塲　悠文(2) 中山　慶俊(2) 星合　奏樹(2) 松田　望生(2) 原　颯佑(2) 赤塚　壮士郎(1)
28 高田-B 松谷　慧光 石﨑　稜大(2) 川口　心(2) 鈴木　瑛太(2) 森田　優希(2) 後藤　光貴(1) 谷　聡真(1) 冨山　颯汰(1) 森本　琉生(1)
29 久居西 久野　佑希子 池田　成士郎(2) 松田　陸(2) 伊藤　颯大(1) 岩澤　孝太郎(1) 大家　誠(1) 西山　蓮士(1) 山内　陽翔(1) 外子浦　丈瑠(1)
30 松阪中部-A 松原　誠也 北野　陸翔(2) 小林　駿斗(2) 岡村　奏汰(1) 北出　圭佑(1) 野﨑　龍(1) 村田　暖真(1)
31 松阪中部-B 松原　誠也 宮崎　真祈(2) 堀江　翔大(2) 中尾　奏太(1) 北村　優色(1) 馬場　陸斗(1) 澁谷　優稀(2)
32 多気 松島　玲佳 中嶋　大喜(2) 中出　智文(2) 東川　稔(2) 山嵜　八雲(2) 坂井　陽希(1) 上瀬　琥大朗(1) 高山　友也(1) 逵　晄太朗(1)
33 厚生 倉井　貴之 中居　直大(2) 小林　奏斗(2) 伊藤　大知(2) 森井　貴琉(2) 岡田　和橙(2) 山本　一剣(2) 野島　啓世(1) 東浦　蓮桜(1)
34 倉田山 浦本　龍二 徳津　翔太(2) 水谷　蓮人(2) 中津　琉冴(2) 堀﨑　仁(2) 長井　佑太(2) 中井　駿太(1) 伊東　俊哉(1)
35 三雲 小原　裕志 安保　颯真(2) 伊藤　暖(2) 伊富　暖(1) 加藤　蒼礼(1) 北川　依吹(1) 相馬　央都(1) 田川　俊貴(2) 林　宗佑(1)
36 伊勢宮川 久保　誠亮 池田　武蔵(2) 石黒　晴己(2) 山下　颯心(2) 井上　晴斗(1) 荒木　秀弥(2) 飯田　浬貴(2) 松田　礼(2) 池田　蕾斗(1)
37 五十鈴-A 野呂　京司 福本　惟月(2) 泉　裕人(2) 中村　航宇(2) 伊藤　飛介(2) 天白　真太郎(1) 武田　兼承(1) 西井　賑吾(2) 木下　裕翔(2)
38 五十鈴-B 野呂　京司 川岸　航太(1) 竹林　奏真(1) 福本　章仁(1) 前田　隼(1) 天田　遼太(1) 多田　僚真(1) 西岡　琥太郎(1) 荒田　優和(1)
39 桜浜 出口　真里 吉田　圭佑(2) 波岸　凰介(1) 濱口　侑万(2) 窪田　悠希(1) 小田　一郎(1) 中川　薫(2) 西村　友希(1) 山本　亜偉瑠(1)
40 玉城-A 倉井　一樹 向原　悠斗(2) 森本　健成(2) 見並　滉平(2) 北岡　瑛太(1) 西井　羅大(1) 山下　喜琉(1) 村井　志琉(1) 西井　麗大(1)
41 玉城-B 倉井　一樹 西井　琉偉(1) 村井　翔輝(1) 坪井　龍駕(2) 小林　樹稀(1) 杉山　琉夏(1) 田中　璃音(1) 坂口　歩夢(1) 宮本　徠翔(2)
42 緑ヶ丘 川西　剛志 谷口　颯太(2) 安西　輝晃(1) 志賀　伊吹(1) 福谷　太陽(1) 寺岡　龍音(2) 後藤　大翔(1)
43 津橋北-A 花井　健吉 田口　雄勢(2) 末藤　琉新(2) 中谷　啓人(1) 稲葉　光紀(2) 内藤　淳平(1) 鈴木　颯太(1) 鳴海　慶哉(1)
44 津橋北-B 花井　健吉 櫻本　翔大(1) 佐野　賢友(1) 中村　行成(1) 岡本　莉空(2) 中倉　和快(1) 小林　玲生(2) 杉野　太星(2) 寺田　虎雅(1)



女子
No 所属名 監督 選手① 選手② 選手③ 選手④ 選手⑤ 選手⑥ 選手⑦ 選手8
1 光風 松尾　祐司朗 伊藤　優来(2) 大路　日暖(2) 小田　百華(2) 鈴木　萌夏(2) 仲井　月音(2) 岡部　沙優(1) 村上　瑛美(1)
2 正和 佐藤　慎 伊藤　りのは(1) 駒田　杏奈(1) 中西　菜乃映(1) 伊藤　成美(2) 松岡　優芽(1) 谷脇　咲羽(1) 三輪　芽咲(1) 加藤　愛生(2)
3 四日市南 舘　美穂 出口　香莉奈(2) 稲垣　そよ(1) 正野　美羽(1) 永井　りょう(1) 山本　莉礼(1)
4 内部 福田　麻美 大井　玲菜(2) 竹野　友彩(2) 谷口　莉里(2) 原田　莉帆(2) 木村　心(2) 神野　未羽(2) 空　千尋(2)
5 楠 中谷　寛汰 杉本　美緒(2) 岩田　未乃梨(1) 景井　理央(1) 岩崎　愛(2) 木山　日葵(2) 坂倉　柚葉(2) 中森　あかり(2)
6 富田 勝田　将 西山　真央(2) 樋口　伶(2) 伊藤　有里(2) 芦田　碧(2) 栗尾　優月(1) 水谷　采瑚(1) 高武　みづき(1)
7 川越陸少JH 山下　恭介 研屋　杏虹(1) 渡邉　亜由(2) 小林　礼奈(2) 水野　花音(1) 平　妃葵(2) 片山　心寧(2)
8 菰野-A 山田　梨央 伊藤　夕葵(2) 落合　樹奈(2) 加藤　美海(2) 小宮　彩瑛(2) 島林　佑奈(2) 原　夢爽(2) 山名　彩楽(2) 𠮷原　虹乃羽(2)
9 菰野-B 山田　梨央 伊藤　夢彩(1) 岡田　彩花(1) 中島　亜瞳(1) 中島　穂々美(1) 松井　優月(1) 松岡　由奈(1) 八木　沙愛耶(1) 米山　乃愛(1)
10 白子 樋渡　雄登 澤田　あかり(2) 徳山　蒼菜(1) 山本　悠莉(1) 倉前　咲希(1) 山北　真央(2) 森田　歩花(1) 儀賀　玲乃亜(1) 打田　るい(2)
11 神戸 近藤　智紀 河野　色葉(2) 牧野　安珠(2) 山中　珠寧(2) 北川　結梨(1) 渡邉　愛夢(1) 深田　桃菜(2) 松林　歩乃花(2) 酒本　望緒(1)
12 大木 井垣　八千代 髙里　栞甘(2) 八島　羽菜(2) 石田　瑠音(1) 佐藤　希笑(1) 松村　友萌乃(1) 宮地　蘭夢(1)
13 創徳 市川　裕美 近藤　愛琉(2) 森　雛奈多(2) 服部　夢叶(2) 大谷　心愛(2) 的場　千桜(2) 白塚山　くるみ(2) 塩崎　愛子(2)
14 白鳥 梅崎　輝久 戸本　花奈(2) 鈴木　光莉(2) 田中　杏奈(2) 丹上　結愛(2) 前山　結愛(2) 村林　友果(1) 瀬古　唯七(1) 山田　ひかる(1)
15 平田野-A 鈴木　要 川本　杏(2) 平畑　果愛(2) 澤山　心音(2) 戸田　愛乃(2) 小林　奈元(1) 稲葉　月香(1) 松尾　美亜衣(2)
16 平田野-B 鈴木　要 丸山　桃蒼(2) 伊藤　菜々(2) 佐野　優莉奈(2) 阿部　紗弓(1) 佐藤　叶希(2) 空　あすみ(2) 伊阪　愛里(2)
17 鼓ヶ浦 伊川　綾子 大久保　日菜子(2) 豊川　宥佳(2) 新田　栞愛(1) 神田　彩花(2) 中井　優花(2) 西田　羅七(1) 髙田　和瑚(2) 原　粋羽(2)
18 高田 松谷　慧光 稲垣　璃里子(2) 河俣　遥香(2) 草開　あおい(2) 佐々木　櫻人(2) 戸﨑　脩菜(2) 中武　千裕(2) 髙山　七海(1) 永合　恵理子(1)
19 久居西 大井　友樹奈 坂口　悠菜(2) 山川　奏(2) 岡田　彩芭(1) 萩　百椛(1) 東山　心結(1)
20 一志 岨野　良亮 井山　乃の佳(2) 舘　絢香(2) 玉村　音羽(2) 毛利　依千夏(2) 伊勢野　由結(1) 木嶋　夏野(1) 北出　芽(1) 坂口　環花(1)
21 亀山中部 田中　大輔 小嶋　楓(2) 馬塲　央依(2) 伊東　さくら(1) 東尾　真依(1) 末﨑　咲絢(1) 横山　芽衣(1) 南　音海(1) 田中　伶奈(1)
22 松阪中部 松原　誠也 小谷　優奈(2) 西村　芽依(2) 小林　千珠(2) 村田　夏美希(2) 加藤　二芭(1) 奥谷　悠花(1) 積木　夕亞(1) 北村　宇妙(1)
23 多気 松島　玲佳 鎌倉　希(2) 山口　優奈(2) 青木　柚乃(1) 大西　海音(1) 小島　逢美琉(1) 床辺　羽衣香(1) 中野　叶望(1)
24 三雲 永尾　和史 金山　琳(2) 中村　真菜(1) 長谷川　結都(2) 長谷川　莉都(2) 波多野　心音(1) 林　芽生(2) 肥田　奈那美(2) 福澄　百花(2)
25 倉田山 浦本龍二 山際　奏媛(2) 西口　陽香(1) 梅田　花凛(2) 森田　心優華(2) 内山　思来(2) 川上　香真(2) 角前　和奏(1) 出口　詩(2)
26 伊勢宮川 久保　誠亮 堀本　瑠菜(2) 廣　光希(2) 濵畑　茉那華(2) 矢野　彩未(2) 山木　彩聖(2) 大西　琴子(1) 小林　涼花(2) 西口　苺花(2)
27 五十鈴 野呂　京司 西島　瑠衣(2) 村田　かよ(2) 三宅　伶奈(1) 小林　衣芙(1) 西井　美海(1) 濱口　瑞姫(1) 松井　瑛玲奈(1)
28 厚生 倉井　貴之 齋藤　心春(2) 宮薗　杏奈(2) 田中　碧音(2) 森　陽茉里(2) 奥　琴望(1) 森田　友陽(1) 掛橋　紀心歩(1) 木下　凛々子(1)
29 玉城 倉井　一樹 福井　愛梨(1) 倉野　友萌(2) 永井　有倭(2) 中西　里奈(2) 大西　杏(2) 松尾　萌花(2) 藤川　紗矢(2) 中世古　郁芽(2)
30 南が丘 中西　航軌 内原　悠花(1) 川又　彩生(1) 八谷　聡美(1) 新　陽向(2) 池田　愛理(2) 市川　葵唯(1) 市川　和佳(1) 釜谷　紗來(1)
31 津橋北-A 花井　健吉 河内　胡々菜(2) 八太　ゆめ(2) 山本　絢菜(2) 新田　詩杏(1) 新田　杏莉(1) 小林　璃桜(1)
32 津橋北-B 花井　健吉 大喜多　琴町(2) 宇陀　和(2) 鈴木　雛(1) 廣瀬　いち花(1) 川口　優海(2) 大西　葵唯(2)


