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選手氏名 都道府県 学校名 表彰監督名 選手氏名 都道府県 学校名 表彰監督名

ふりがな おかの　たくみ おおたわらしりつ　りょうごう ほし　りょうと ふりがな さんのう　なおみ すぎとちょうりつ　すぎと あんどう　たかし

名前 岡野　拓実 名前 山納　直美
ふりがな ふじた　けいた ふりがな ねぎし　かな

名前 藤田　京太 名前 根岸　香奈
ふりがな あおかげ　こうじ まつどしりつ　だいご なかさか　まさお ふりがな すぎた　べに ちよだじょがくえん にしたに　ひさやす

名前 青蔭　鴻慈 名前 杉田　紅
ふりがな やまぐち　こうき ふりがな せきね　ふゆな

名前 山口　晃輝 名前 関根　冬奈
ふりがな おおて　あきひろ あんなかしりつ　だいに はらだ　よしゆき ふりがな いしくら　あゆみ やちまたしりつ　やちまた せきね　ようこ

名前 大手　旺碩 名前 石倉　歩実
ふりがな あんどう　てつや ふりがな いまい　のぞみ

名前 安藤　徹哉 名前 今井　希望
ふりがな おおもり　としや よこはましりつ　りょうけ しぶや　けん ふりがな かさい　なお いせざきしりつ　だいよん しげた　あきお

名前 大森　俊也 名前 笠井　菜央
ふりがな さだかた　いおり ふりがな かわしま　はづき

名前 貞方　伊織 名前 川島　葉月
ふりがな ひだが　ゆういちろう ひたちしりつ　たが ふりがな きくち　しおり あつぎしりつ　こあゆ

名前 日髙　裕一朗 名前 菊地　栞
ふりがな せや　ゆうすけ ふりがな たじま　まみ

名前 瀬谷　優介 名前 田島　茉美
ふりがな うちかわ　あやふみ よこはましりつ　りょうけ ふりがな とば　ひかり すぎとちょうりつ　ひろしま

名前 内川　絢史 名前 鳥羽　日佳里
ふりがな ためがい　けんご ふりがな さかさい　ゆり

名前 為我井　健吾 名前 坂斉　友梨
ふりがな よしだ　たかまさ たかさきしりつ　なかお ふりがな せき　ゆみこ すぎとちょうりつ　すぎと

名前 吉田　昂正 名前 関　優美子
ふりがな たかはし　あきつな ふりがな たつみ　さきほ

名前 髙橋　啓純 名前 辰巳　紗希穂
ふりがな おおの　けん せいめいがくえん ふりがな すずき　あんな まえばししりつ　だいさん

名前 大野　賢 名前 鈴木　杏奈
ふりがな いとう　まさと ふりがな しまだ　ちよな

名前 伊藤　允人 名前 島田　千洋那
ふりがな なかじま　あきふみ ひがしまつやましりつ　まつやま ふりがな なかざわ　みほ おやましりつ　ままだ

名前 中島　章文 名前 中澤　美穂
ふりがな うえの　りょう ふりがな やまだ　ももこ

名前 上野　椋 名前 山田　桃子
ふりがな いまもと　ようへい よこはましりつ　なかわだ ふりがな かとう　かえで おおいそちょうりつ　こくふ

名前 今本　耀平 名前 加藤　楓
ふりがな はらの　だいき ふりがな よねやま　めく

名前 原野　大樹 名前 米山　芽玖
ふりがな しらいし　つとむ かわぐちしりつ　はいまつ ふりがな たかみや　あい おおいそちょうりつ　おおいそ

名前 白石　努 名前 髙宮　愛
ふりがな ちょう　ゆうた ふりがな わだ　なつみ

名前 長　勇太 名前 和田　夏実
ふりがな おおつか　けいすけ こうのすしりつ　こうのす ふりがな きたに　ゆみ しょうわがくいん

名前 大塚　圭介 名前 木谷　優美
ふりがな やべ　けいすけ ふりがな うかい　まみ

名前 矢部　佳祐 名前 鵜飼　麻未
ふりがな うちだ　けい ふえふきしりつ　いちのみや ふりがな ちの　まなみ ふえふきしりつ　あさかわ

名前 内田　圭 名前 千野　愛実
ふりがな ほさか　じゅんや ふりがな なかむら　みずき

名前 保坂　潤哉 名前 中村　瑞希

※以上13ペアは，8月17日から行われる全国大会(宮崎県)に出場 ※以上13ペアは，8月17日から行われる全国大会(宮崎県)に出場
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