
　　　（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 草野　湧凱 日本信号（予定） 原野　亜衣 Palaistra

2 下田　好輝 國學院大學 鳥澤　尚美 Palaistra

3 須藤　魁土 碓氷安中クラブ 渡邉　絵美菜 ヨネックス

4 高城　直弥 日本体育大学 久保田　茜 國学院大学

5 飯塚　拓麻 沼田クラブ 須田　葵衣 Palaistra

6 星　雄樹 伊勢崎クラブ 佐藤　奈々子 碓氷安中クラブ

7 岩﨑　湧士 碓氷安中クラブ 河田　夏妃 Palaistra

8 小林　瑞樹 碓氷安中クラブ 岡安　明日香 日本女子体育大学

9 関口　岬 碓氷安中クラブ 手島　唯花 日本女子体育大学

10 吉岡　藍 早稲田大学 左近　知美 日本体育大学（予定）

11 小林　友樹 東京経済大学 竹和　凛 立教大学（予定）

12 金井　亮太 國學院大學（予定） 川端　瑚白 東京経済大学（予定）

13 岩﨑　俊介 國學院大學（予定） 角田　乃依瑠 東京経済大学（予定）

14 北爪　琉登 立教大学（予定） 今泉　菜々 早稲田大学（予定）

15 相内　翔琉 日本体育大学（予定） 野本　杏優 東京女子体育大学（予定）

16 小谷　皓矢 碓氷安中クラブ

17 小見　樹 ＯＫＩ

18 工藤　可惟 碓氷安中クラブ

19 櫻井　康之 碓氷安中クラブ

　※年度途中でも優秀な選手がいる場合、指定選手に追加する事もあります。

1 大和　昌生 高崎商業高校 酒井　優奈 健大高崎高校

2 五十嵐　響紀 高崎商業高校 須田　花梨 健大高崎高校

3 井田　隆誠 高崎高校 永井　宝 高崎女子高校

4 河合　優輝 高崎高校 服部　天音 高崎女子高校

5 稲葉　太一 高崎商業高校 高橋　椛 健大高崎高校

6 井草　優斗 高崎商業高校 大越　冴珠 健大高崎高校

7 小暮　隆太郎 前橋商業高校 星野　葉潤 健大高崎高校

8 佐々木　麻洋 前橋商業高校 青木　香林 健大高崎高校

9 間庭　賢人 東農大第二高校 三森　亜紀 高崎女子高校

10 伊澤　海里 東農大第二高校 山﨑　ひなた 高崎女子高校

11 井口　天紋 沼田高校 森藤　あいり 健大高崎高校

12 相澤　天希 沼田高校 田王　羽菜 健大高崎高校

13 田川　雅也 健大高崎高校 目黒　ひより 健大高崎高校

14 桒原　充樹 健大高崎高校 岡田　陽菜 健大高崎高校

15 井上　彪太 高崎商業高校 剱持　杏衣 高崎商業高校

16 眞下　拓士 高崎商業高校 水野　沙姫 高崎商業高校

※高校１年生等で優秀な選手がいる場合、年度途中で指定選手に追加する事もあります。
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　　　（順不同）

氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 佐藤　太一 前橋市立桂萱中学校 村上　芹 伊勢崎市立宮郷中学校

2 常味　真人 前橋市立荒砥中学校 髙山　果歩 伊勢崎市立宮郷中学校

3 牧野　穂 前橋市立第六中学校 関根　理央 前橋市立荒砥中学校

4 水落　礼翔 前橋市立東中学校 伊藤　后玖 前橋市立荒砥中学校

5 室谷　拓翔 高崎市立新町中学校 船越　亜美 伊勢崎市立赤堀中学校

6 大塚　陸玖 高崎市立榛名中学校 六本木　めい 伊勢崎市立赤堀中学校

7 大河原　兜 甘楽町立甘楽中学校 相内　花音 伊勢崎市立赤堀中学校

8 長濱　瑠飛 藤岡市立北中学校 樺澤　凜 伊勢崎市立赤堀中学校

9 原田　有 前橋市立桂萱中学校 佐野　天音 甘楽町立甘楽中学校

10 鳴海　志優 前橋市立荒砥中学校 北川　芽 甘楽町立甘楽中学校

11 伊藤　竜那 前橋市立第六中学校 松下　ユナ 高崎市立箕郷中学校

12 石田　吏 前橋市立東中学校 小池　ありさ 高崎市立箕郷中学校

13 木崎　天満 高崎市立新町中学校 丸山　姫衣 高崎市立群馬中央中学校

14 為谷　悠斗 渋川市立渋川北中学校 新井　琴葉 高崎市立群馬中央中学校

15 戸丸　朝陽 高崎市立八幡中学校 青木　希 長野原町立西中学校

16 保科　陽向 渋川市立古巻中学校 嶋村　結依 長野原町立西中学校

※中学１年生等で優秀な選手がいる場合、年度途中で指定選手に追加する事もあります。

1 宮川　琥博 スマイリーＳＴＣ 今井　弥南璃 あかぼりＪＳＴ

2 中山　結斗 スマイリーＳＴＣ 石倉　ひまり あかぼりＪＳＴ

3 井澤　偉希 スマイリーＳＴＣ 薗田　果苑 あかぼりＪＳＴ

4 原田　圭 スマイリーＳＴＣ 関根　望々花 あかぼりＪＳＴ

5 浦野　珠来 榛名ジュニア 森平　莉万理 甘楽町ジュニア

6 宮下　遼土 高崎ＪＴＣ 安田　海歌 伊勢崎フレンズ

7 小川　怜大 スマイリーＳＴＣ 中野　佳音 高崎ＪＴＣ

8 矢野　亮太 スマイリーＳＴＣ 山野　優珠 高崎ＪＴＣ

9 六本木　春希 あかぼりＪＳＴ 柿沼　美咲 箕郷スポ少

10 白石　凛汰 あかぼりＪＳＴ 清水　優月 箕郷スポ少

11 間渕　蒼空 T-フォースjr. 深井　るるか スマイリーＳＴＣ

12 間庭　一樹 T-フォースjr. 中嶋　望 スマイリーＳＴＣ

13 齋藤　公介 箕郷スポ少 清水　美音 あかぼりＪＳＴ

14 柿沼　直樹 箕郷スポ少 五十嵐　杏華 あかぼりＪＳＴ

15 大川　大輝 川場村スポ少 小川　愛伶菜 スマイリーＳＴＣ

16 青木　千虎 北軽井沢クラブ 木戸　咲結乃 スマイリーＳＴＣ

　※年度途中でも優秀な選手がいる場合、指定選手に追加する事もあります。
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