
第２４回徳島ジュニアオープン　参加者名簿

岐阜県 兵庫県
野田 眞央 ＯＫＢ 6年 大橋 祐太 西神ジュニア 2年
野田 千瑛 ＯＫＢ 2年 大橋 芽衣 西神ジュニア 4年

進藤 千暖 西神ジュニア 3年

和歌山県 真砂 佑澄 まなクラブ 5年
細井 彩圭 和歌山ジュニア 5年

岡山県
大阪府 繁光 俊賢 ミッキーズ 6年

古味 柚子実 ＴＮＢＣジュニア 2年 吉久 蒼空 ミッキーズ 4年
中村 絢佳 ＴＮＢＣジュニア 2年 西野 俊哉 ミッキーズ 2年

中谷 幸太郎 ミッキーズ 2年
西尾 寿輝 ヤマヒサクラブ 5年 金森 愛里紗 ミッキーズ 6年

坂井 友紀 ミッキーズ 6年
藤本 心櫂 瓜破西ＳＳＣ 5年 堀 秋香 ミッキーズ 6年
梶原 陽斗 瓜破西ＳＳＣ 5年 中谷 歩未 ミッキーズ 5年
増田 晃大 瓜破西ＳＳＣ 5年 中村 あいか ミッキーズ 4年
藤本 圭佑 瓜破西ＳＳＣ 2年 寺坂 穂乃子 ミッキーズ 4年
梶川 沙妃 瓜破西ＳＳＣ 6年 松本 彩葉 ミッキーズ 4年
相磯 慧 瓜破西ＳＳＣ 4年 坂井 夕真 ミッキーズ 2年

栗原 芽良 ミッキーズ 2年
中村 優希 田原スマッシュＢＣ 5年 寺坂 菜都子 ミッキーズ 2年
文元 健翔 田原スマッシュＢＣ 4年
文元 日菜 田原スマッシュＢＣ 6年

広島県
沖本 愛音 原ジュニア 3年

奈良県
古根川 倭 橿原ジュニア 6年 瀬尾 隆文 フェニックス久松台 4年
古川 翔真 橿原ジュニア 6年 大平 昊輝 フェニックス久松台 4年
福田 大翔 橿原ジュニア 6年 坂本 樹 フェニックス久松台 3年
松岡 皇希 橿原ジュニア 5年 大平 美空 フェニックス久松台 6年
福冨 翔太 橿原ジュニア 6年 川瀬 茉央 フェニックス久松台 6年
曽和 風我 橿原ジュニア 4年 西尾 優心 フェニックス久松台 6年
武田 真 橿原ジュニア 4年 原野 結 フェニックス久松台 4年
浅野 海斗 橿原ジュニア 4年 大城 一愛 フェニックス久松台 4年
福田 逞人 橿原ジュニア 4年
山田 らん 橿原ジュニア 4年 河野 楓真 因島ジュニア 4年
磯田 拓海 橿原ジュニア 3年 岡 聖真 因島ジュニア 4年
桝本 琉斗 橿原ジュニア 3年
井口 蓮 橿原ジュニア 2年
田中 大智 橿原ジュニア 2年 鳥取県
峯岡 煌 橿原ジュニア 2年 岡田 奨平 渚ジュニア 6年
桝本 啓太 橿原ジュニア 1年 高梨 蒼音 渚ジュニア 1年
桝本 勝太 橿原ジュニア 1年 湯原 隼羽 渚ジュニア 1年
岡本 菜摘 橿原ジュニア 6年 景山 栞那 渚ジュニア 6年
中嶌 愛 橿原ジュニア 6年 金本 藍 渚ジュニア 6年
中村 望愛 橿原ジュニア 5年 杉山 莉愛 渚ジュニア 5年
西口 結菜 橿原ジュニア 6年 高梨 心和 渚ジュニア 3年
井口 果歩 橿原ジュニア 5年 湯原 羽音 渚ジュニア 3年
橋本 莉佳 橿原ジュニア 6年 杉山 さくら 渚ジュニア 1年
坪田 かなえ 橿原ジュニア 6年
野口 望心子 橿原ジュニア 5年
中村 結愛 橿原ジュニア 5年 島根県
矢野 奈都子 橿原ジュニア 5年 引野 一真 星野ＢＪＳ 6年
桝本 悠衣 橿原ジュニア 5年 川上 翔大 星野ＢＪＳ 5年
峯岡 杏名 橿原ジュニア 5年 川上 輝琳 星野ＢＪＳ 1年
橋本 佳寿美 橿原ジュニア 4年
田中 麻奈 橿原ジュニア 4年

京都府
福原 直太朗 久御山 6年
岩﨑 義琉 久御山 6年
山口 瞬 久御山 6年
岩﨑 琉義 久御山 4年
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香川県 香川県
能登 恒汰 ハートＪＢＣ 5年 前田 寛仁 前田スクール 6年
近藤 亜美 ハートＪＢＣ 6年 吉永 慎太郎 前田スクール 6年
小村 舞空 ハートＪＢＣ 5年 吉永 虎太郎 前田スクール 4年
日野 歩晴 ハートＪＢＣ 4年 吉永 龍之介 前田スクール 1年
能登 郁花 ハートＪＢＣ 4年 前田 絢音 前田スクール 3年

赤澤 武朗 フューチャー 4年 天野 弘晟 中央 6年
古家 勇人 フューチャー 4年
田阪 翔 フューチャー 2年 安倍 萌愛 白鳥ＪＢＣ 4年
田阪 心果 フューチャー 2年 澤地 優奈 白鳥ＪＢＣ 4年

山上 りさ 白鳥ＪＢＣ 2年
黒川 天真 丸亀南 6年
林 知憲 丸亀南 4年
竹林 恵来 丸亀南 4年 愛媛県

大程 直輝 Ｊｒスクール 6年
石原 芽依 鬼無ジュニア 4年 高岡 虹輝 Ｊｒスクール 4年

英  爽人 弦打バドスポ少 6年 福田 央毅 神郷ＪＢＣ 6年
串田 愛紗 弦打バドスポ少 5年 田坂 羽瑠人 神郷ＪＢＣ 6年
大久保 咲良 弦打バドスポ少 5年 宮崎 音弥 神郷ＪＢＣ 4年
佐藤 彩依奈 弦打バドスポ少 5年 田坂 颯汰 神郷ＪＢＣ 3年

佐々木 弥都 神郷ＪＢＣ 6年
石原 慶悟 古高松ＢＳ 6年
石橋 空篤 古高松ＢＳ 6年 小椋 茉央 川内ＪＢＣ 6年
上田 絢二朗 古高松ＢＳ 5年
古庄 莉庵 古高松ＢＳ 5年 久門 栞奈 大生院ＪＢＣ 6年
井上 幸希人 古高松ＢＳ 5年 久門 由奈 大生院ＪＢＣ 6年
榎本 煕斗 古高松ＢＳ 3年 久門 莉穂 大生院ＪＢＣ 3年
井上 蒼大 古高松ＢＳ 2年
山川 唯奈 古高松ＢＳ 6年
物部 夢 古高松ＢＳ 6年 高知県
坂本 陽菜 古高松ＢＳ 6年 杉本 萌百合 グータッチ 6年
石原 沙奈 古高松ＢＳ 4年 岡崎 彩華 グータッチ 6年
杉谷 茉海 古高松ＢＳ 4年 高橋 優菜 グータッチ 2年
物部 幸 古高松ＢＳ 3年 大谷 優依 グータッチ 2年
伏石 美優 古高松ＢＳ 3年 岡崎 美緒 グータッチ 2年

石丸 柚 香川スクール 5年 木山 花帆 スカイブルー 4年
村瀬 彩花 香川スクール 4年
谷本 愛友奈 香川スクール 4年 竹内 陽登 たまひよ 6年
石丸 小夏 香川スクール 3年 西森 藍翔 たまひよ 4年

伊藤 有玖 たまひよ 2年
西内 愛奈 アッドスポーツフューチャー 2年 伊藤 優汰 たまひよ 1年

久保 絢香 たまひよ 6年
鈴木 了太 太田スポ少 5年 橋詰 百花 たまひよ 4年
頼冨 史侑 太田スポ少 6年 竹内 希優 たまひよ 4年
松浦 琉弥 太田スポ少 4年 濱田 夢来 たまひよ 3年
山岡 千莉 太田スポ少 5年 西森 葵彩 たまひよ 2年
神原 結仁子 太田スポ少 5年
高橋 亜翠 太田スポ少 5年 松本 蓮音 ワークジュニア 5年
丹羽 絢 太田スポ少 6年 柳田 結音 ワークジュニア 3年
冨野 楓 太田スポ少 4年 柳田 花音 ワークジュニア 6年
佐々木 理子 太田スポ少 4年 松本 楓音 ワークジュニア 2年

岩佐 悠希 木太南 5年 黒石 遼空 春野ジュニア 6年
堀川 凌太郎 木太南 6年 三好 陸登 春野ジュニア 6年
木村 煌恋 木太南 6年 松尾 陽輝 春野ジュニア 6年
藤原 光煌 木太南 4年 松尾 悠生 春野ジュニア 3年
齋藤 達輝 木太南 3年 前野 瑞貴 春野ジュニア 2年
越智 諒人 木太南 1年 大宮 和花 春野ジュニア 6年
田中 颯真 木太南 1年 佐野 萌衣咲 春野ジュニア 6年
重森 乃愛 木太南 6年 前野 優美菜 春野ジュニア 6年
間島 ちひろ 木太南 5年 板岡 燕 春野ジュニア 6年
越智 倖歩 木太南 6年 三好 萌生 春野ジュニア 3年
藤山 栞 木太南 6年 板岡 來京 春野ジュニア 3年
河島 あいか 木太南 6年
北岡 里那 木太南 6年 呉田 真央 天王ジュニア 5年
西山 心音 木太南 4年 阿部 紗更 天王ジュニア 3年
越智 歩咲 木太南 4年
藤山 灯 木太南 3年
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徳島県 徳島県
鎌倉 大登 助任ジュニア 5年 小林 駿太 小松島ジュニア 6年
蔭山 亜翔 助任ジュニア 5年 蔭佐 翔太 小松島ジュニア 6年
蔭山 翔生 助任ジュニア 4年 岩本 秋貴 小松島ジュニア 6年
角 優心 助任ジュニア 4年 久田 涼太 小松島ジュニア 5年
森本 啓太 助任ジュニア 3年 日下 結仁 小松島ジュニア 5年
篠原 大空 助任ジュニア 3年 豊田 晄平 小松島ジュニア 4年
金尾 心春 助任ジュニア 6年 山田 莉暉 小松島ジュニア 4年
森本 美菜 助任ジュニア 5年 西川 琉聖 小松島ジュニア 4年
井内 咲希 助任ジュニア 5年 山田 璃斗 小松島ジュニア 2年
川内 友葵 助任ジュニア 4年 三浦 綾乃 小松島ジュニア 6年
井内 佑美 助任ジュニア 3年 石田 萌花 小松島ジュニア 5年
堤 杏 助任ジュニア 3年 松下 美羽 小松島ジュニア 6年
堤 凜 助任ジュニア 3年 山西 柑菜 小松島ジュニア 6年

松浦 こはる 小松島ジュニア 5年
小泉 藍生 福島ラビット 6年 鎌田 雪菜 小松島ジュニア 6年
狩野 佑斗 福島ラビット 6年 丸岡 夢路 小松島ジュニア 3年
梶本 凜 福島ラビット 6年 吉本 衣織 小松島ジュニア 3年
小泉 朋葵 福島ラビット 3年 久田 和香 小松島ジュニア 3年

森上 弘群 北島Ｂａｍｂｉ 5年 川内 俊輝 内町ジュニア 4年
四宮 怜詩 北島Ｂａｍｂｉ 5年 吉川 優世 内町ジュニア 4年
寺坂 英大 北島Ｂａｍｂｉ 6年 青木 愛歩 内町ジュニア 6年
曽我井 颯斗 北島Ｂａｍｂｉ 3年 渡川 結衣 内町ジュニア 6年
林 秋光 北島Ｂａｍｂｉ 3年 湯浅 円香 内町ジュニア 6年
四宮 琉聖 北島Ｂａｍｂｉ 2年 岩田 陽愛 内町ジュニア 6年
高橋 凜 北島Ｂａｍｂｉ 6年 天羽 絢香 内町ジュニア 6年
米田 穂乃花 北島Ｂａｍｂｉ 6年 福住 多願 内町ジュニア 6年
米田 野乃花 北島Ｂａｍｂｉ 5年 中田 実里 内町ジュニア 4年
猪俣 めぐる 北島Ｂａｍｂｉ 5年 吉田 遥 内町ジュニア 4年
林 さら 北島Ｂａｍｂｉ 5年 木内 來菜 内町ジュニア 4年
川田 鈴菜 北島Ｂａｍｂｉ 5年 奥野 ましろ 内町ジュニア 4年
林 亜桜羽 北島Ｂａｍｂｉ 6年 岩田 萌楓 内町ジュニア 3年
藤澤 璃奈 北島Ｂａｍｂｉ 5年
後藤 姫奈 北島Ｂａｍｂｉ 4年 武市 勇輝 八万ジュニア 6年
寺坂 奏良 北島Ｂａｍｂｉ 3年 山下 立結 八万ジュニア 4年
後藤 花姫 北島Ｂａｍｂｉ 2年 甫坂 優斗 八万ジュニア 4年

中本 理翔 八万ジュニア 3年
古川 鉄生 藍住エンジェル 5年 久次米 偲 八万ジュニア 5年
古川 開司 藍住エンジェル 4年 柏原 花奈 八万ジュニア 6年
吉田 壮汰 藍住エンジェル 4年 久保 愛実 八万ジュニア 4年
上田井 輝空 藍住エンジェル 4年 杉村 さくら 八万ジュニア 4年
上田井 星空 藍住エンジェル 4年 笹岡 児樹 八万ジュニア 3年
舛田 武琉 藍住エンジェル 2年 久保 莉音 八万ジュニア 3年
米本 宙那 藍住エンジェル 6年
舛田 結愛 藍住エンジェル 6年 濵口 輝 富田ジュニア 5年
住友 亜胡 藍住エンジェル 6年 和田 脩矢 富田ジュニア 5年
高橋 柚衣 藍住エンジェル 6年 松本 愛依梨 富田ジュニア 5年
伊月 莉央 藍住エンジェル 5年 木内 瑞希 富田ジュニア 4年
神野 葵 藍住エンジェル 5年 宮田 あおい 富田ジュニア 4年
林 美幸 藍住エンジェル 4年 西山 朋伽 富田ジュニア 3年
久次米 凛音 藍住エンジェル 4年 曽根 藍佳 富田ジュニア 3年
河内 美梨亜 藍住エンジェル 4年 宮田 しおり 富田ジュニア 2年
中山 和音 藍住エンジェル 4年
河野 葉月 藍住エンジェル 3年

髙島 地弘 林崎ジュニア 5年
佐藤 悠陽 林崎ジュニア 6年
福池 晃大 林崎ジュニア 5年
伊勢 新 林崎ジュニア 3年
小松 楓 林崎ジュニア 3年
坂井 莉久 林崎ジュニア 3年
佐藤 陽日 林崎ジュニア 3年
赤澤 凜虹 林崎ジュニア 5年
伊勢 和叶 林崎ジュニア 6年
田口 葉瑠月 林崎ジュニア 6年
城福 世菜 林崎ジュニア 6年
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