
平成28年5月1日現在

№ 種別 氏　　　名 チーム名 学年 備考 備考

1 男子 斉藤　駿 五泉バンビーノ ６年 強化部推薦
2 男子 佐々木　大樹 佐渡ジュニア ６年 強化部推薦
3 男子 矢田　楓雅 プログレス ６年 強化部推薦
4 男子 相澤　大智 プログレス ６年 強化部推薦
5 男子 鴻江　翔伍 佐渡ジュニア ６年 強化部推薦
6 男子 中山　結斗 佐渡ジュニア ６年 強化部推薦
7 男子 稲川　天 豊栄ジュニア ６年 選考会男子６年単１位
8 男子 権平　大翔 五泉バンビーノ ６年 選考会男子６年単２位
9 男子 大山　翔愛 佐渡ジュニア ６年 選考会男子６年複１位
10 男子 引野　海里 佐渡ジュニア ６年 選考会男子６年複１位
11 男子 清水　翔太 つばさJBC ６年 選考会男子６年複２位
12 男子 堀内　大悟 つばさJBC ６年 選考会男子６年複２位
13 男子 渡辺　麗音 はちみつＪr. ５年 選考会男子５年単１位
14 男子 山岸　拓海 燕スポーツ少年団 ５年 選考会男子５年単２位
15 男子 菅井　康司 はちみつＪr. ５年 選考会男子５年単３位
16 男子 落合　優護 五泉バンビーノ ５年 選考会男子５年複１位
17 男子 新野　走 五泉バンビーノ ５年 選考会男子５年複１位
18 男子 佐藤　唯斗 白根エンゼルス ５年 選考会男子５年複２位
19 男子 佐藤　和月 白根エンゼルス ４年 選考会男子５年複２位
20 男子 稲川　蓮二郎 豊栄ジュニア ４年 選考会男子４年単１位
21 男子 山城　拓也 佐渡ジュニア ４年 選考会男子４年単２位
22 男子 小林　大晟 柏崎ジュニア ４年 選考会男子４年単３位
23 男子 村上　光希 佐渡ジュニア ４年 選考会男子４年複１位
24 男子 磯部　陽向 佐渡ジュニア ４年 選考会男子４年複１位
25 男子 土田　愛翔 はちみつＪr. ４年 選考会男子４年複２位
26 男子 椎谷　亮佑 はちみつＪr. ４年 選考会男子４年複２位
27 男子 山﨑　柊斗 五泉バンビーノ ４年 選考会男子４年複３位
28 男子 落合　朝輝 五泉バンビーノ ３年 選考会男子４年複３位
29 女子 韮澤　百羽 小野Ｊr. ６年 強化部推薦
30 女子 宇賀田　美琴 直江津JBC ６年 選考会女子６年単１位
31 女子 平野　詩音 小野Ｊr. ６年 選考会女子６年単２位
32 女子 加藤　千聖 阿賀野ジュニア ６年 選考会女子６年複１位
33 女子 川田　百華 阿賀野ジュニア ５年 選考会女子６年複１位
34 女子 島谷　明日香 柏崎ジュニア ６年 選考会女子６年複２位
35 女子 品川　由羽 柏崎ジュニア ６年 選考会女子６年複２位
36 女子 鬼　菜々美 佐渡ジュニア ６年 選考会女子６年複３位 追加
37 女子 川端　秀美 佐渡ジュニア ６年 選考会女子６年複３位 追加
38 女子 片桐　涼花 白根エンゼルス ５年 選考会女子５年単１位
39 女子 永井　明音 はちみつＪr. ５年 選考会女子５年単２位
40 女子 渡邉　未来 小野Ｊr. ５年 選考会女子５年単３位
41 女子 斉藤　舞音 白根エンゼルス ５年 選考会女子５年複１位
42 女子 笹川　凜 白根エンゼルス ５年 選考会女子５年複１位
43 女子 太田　静夏 柏崎ジュニア ５年 選考会女子５年複２位
44 女子 村田　千夏 柏崎ジュニア ５年 選考会女子５年複２位
45 女子 藤田　花寧 豊栄ジュニア ５年 選考会女子５年複３位
46 女子 本間　楓菜 豊栄ジュニア ５年 選考会女子５年複３位
47 女子 川村　詩織 小野Ｊr. ４年 選考会女子４年単１位
48 女子 山岸　ひな 坂井輪ジュニア ４年 選考会女子４年単２位

49 女子 桐澤　実凜 新津ジュニア ４年 選考会女子４年単３位

50 女子 田村　桃香 柏崎ジュニア ４年 選考会女子４年複１位 追加

51 女子 武井　花音 柏崎ジュニア ４年 選考会女子４年複１位 追加

52 女子 本田　彩乃 つばめインパクト ４年 選考会女子４年複２位 追加

53 女子 藤原　李子 つばめインパクト ４年 選考会女子４年複２位 追加
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