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第
1
日
目

三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
最終選考会からスタンダード24組、ラテン19組が加わります。
※帯の選手は、前回のダンススポーツグランプリ対象試合の準決勝以上入賞者です。
　今大会のシード権が与えられ、2次予選からの出場となります。

スタンダード
背番号 選　手　名 所　属

2 渡瀬　尚貴・林　　沙苗 日本大学

4 木下　将希・小西　乙愛 ブルボンDST

5 津田琥汰朗・津田マリア 大阪府

7 奥津　拓翔・奥津　樺音 宮城県

9 足立　陽貴・足立　心優 京都府

10 中村　圭佑・清水　星那 北海道大学

12 野口雄一朗・奥野　亮子 東京都

13 小嶋みなと・盛田めぐみ 神奈川県

15 ホワイトン謙心・ 
 ホワイトン夏奈実 ブルボンDST

17 末永　一真・関　　泉美 東京農業大学

18 山内　　藍・安藤　史夏 新潟県

20 倉田　尭敏・山本菜歩子 埼玉県

21 岩﨑　将之・中山絵里加 神奈川県

23 重枝　春孝・宮坂　愛里 九州大学

25 百瀬　恭平・太田　茉穂 兵庫県

26 上野　匠海・齊藤　日菜 東京大学

28 川本　　竜・川本　弥由 奈良県

背番号 選　手　名 所　属

29 熊谷　光晃・粕尾明日香 東京都

31 及川　久隆・及川　加代 岩手県

33 木村　真人・岡田菜津美 青山学院大学

34 太田　歩生・松本　京佳 北海道

36 藤山　啓太・ 
 リリー・ジョエン ジャディスノ 宮崎県

37 稲垣　　浩・伊藤千恵美 北海道

39 石井　恒吉・石井　紘子 茨城県

41 五月女光政・五月女叡佳 栃木県

42 賀谷　隆志・鈴木　理央 慶應義塾大学

44 森　　晃士・森　　仁美 三重県

45 藤本　孝秀・吉田　萌夏 東京都立大学

47 八重田裕也・坂本　文音 長野県

49 伏谷　亮弥・神田すみれ 獨協大学

50 滝川　貴之・滝川　綾乃 愛知県

52 松浦　龍騎・松浦優莉華 宮城県

53 原口　侑弥・大西陽来里 富山県

55 日上　涼太・村上　知優 東京外国語大学

受付時間：６時～21時

毎日新聞のご購読のお申し込み
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背番号 選　手　名 所　属

56 大熊　海渡・蓮田　陽香 東京都

57 飯沼　孟大・馬場えりな 神奈川県

58 小髙　修平・飯田なでしこ 東京都

60 村尾　拓海・坂口しずく 日本大学

61 伊藤　秀真・松﨑　梨子 早稲田大学

63 佐藤　祐馬・久保田理沙 東京都

65 梅沢　里玖・鹿野田　花 宮城県

66 大木　大樹・大木　風香 北海道

68 古澤　陽生・斎藤　　恵 岩手県

69 大西　大晶・大西　咲菜 富山県

71 宮﨑　亮太・大澤　　栞 慶應義塾大学

73 木村　康平・井上　瑞友 東京農業大学

74 ベルティス ダイキ・ 
 ベルティス アイコ 山梨県

76 志冨　　優・岩井咲里華 東京都

77 本多　大地・宮永　安珠 愛知学院大学

79 川上　幸憲・川重友香子 九州大学

81 坊田　康平・藤岡　由有 富山県

82 一ノ瀬航平・ 
 ツンブーフー ドゥルグーン 東京工業大学

84 守屋　　駿・盛田　舞香 神奈川県

背番号 選　手　名 所　属

85 栗永　拓弥・板野　由真 岡山県

87 山本　哲聖・星野佳乃葉 東北大学

89 菊地　健男・河内登志子 神奈川県

90 Tudor Andrei・吉川　あみ 東京都

92 磯貝　英夫・磯貝貴美子 東京都

93 市瀬　駿介・伊藤　茉耶 法政大学

95 髙杉　耕一・髙杉　綾子 東京都

97 藤森　春樹・金山　咲月 東京都

98 村田　祥大・松浦　仁美 駒沢大学

100 杉山　翔太・岩崎　　朝 東京都立大学

101 村瀬　賢一・小笹　詩織 埼玉県

103 鈴木　颯斗・栗田　菜月 名古屋大学

105 中村エドワード漸・ 
 中村エリザベス永理 東京都

106 山下　遥聖・山下実彩妃 愛知県

108 佐藤　　功・佐藤　明美 宮城県

109 小林　潤一・小林　麻衣 富山県

111 藤木　　翔・会沢　碧亜 一橋大学

112 海老原竜太・須田　美咲 千葉県

114 常國　天稔・榮岩由莉那 大阪府

第
1
日
目
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第
2
日
目

背番号 選　手　名 所　属

2 鈴木　英行・鈴木　まみ 宮城県

3 太田　歩生・松本　京佳 北海道

4 村田　知紀・北見　奈稚 神奈川県

5 後藤　真歩・後藤　咲綺 富山県

7 遠藤　大河・隋　　　昕 法政大学

8 岩本　裕也・古賀由香利 福岡県

9 大西　大晶・大西　咲菜 富山県

10 落合　駿太・徳永はるか 慶應義塾大学

12 別當　純也・平井　翠祐 九州大学

13 門間　璃生・内堀　真萌 早稲田大学

14 荒木　崚平・上田　桃加 福岡県

15 伊藤　　傑・清水　仁生 北海道

17 半田　峻一・土屋　恵梨 獨協大学

18 海老原竜太・須田　美咲 千葉県

19 森　　晃士・森　　仁美 三重県

21 山本　哲郎・工藤由美子 東京都

22 西田　和平・福田　安莉 京都府

23 ホワイトン謙心・ 
 ホワイトン夏奈実 ブルボンDST

背番号 選　手　名 所　属

25 木原　瑶万・武田　聡美 青山学院大学

26 石塚　航太・町田　歩美 日本大学

27 山下　遥聖・山下実彩妃 愛知県

29 今西　竜矢・今西　心菜 ブルボンDST

30 村山　諒地・小原　咲紀 獨協大学

31 大下　静男・植田　幸世 兵庫県

33 安福　太郎・前澤　真凜 駒澤大学

34 坂本　啓介・山内　秀美 大阪府

35 鈴木　涼也・藤田すみれ 立教大学

37 大木　大樹・大木　風香 北海道

38 梨木　勝輝・垣中　彩花 武蔵野美術大学

39 井上　裕太・藤原　咲那 宮崎県

41 大平　賢士・佐藤　明香 電気通信大学

42 松浦　龍騎・松浦優莉華 宮城県

43 岡本　博行・下村　敦子 神奈川県

44 五月女光政・五月女叡佳 栃木県

45 水野　　陸・西山　美聡 京都府

46 長尾　光留・奈佐原友子 日本大学

ラテン

受付時間：６時～21時

毎日新聞のご購読のお申し込み
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背番号 選　手　名 所　属

47 滝川　貴之・滝川　綾乃 愛知県

49 纐纈　大貴・篠田　雛多 愛知県

50 海老原拳人・タカギルナ 千葉県

51 樋口　出帆・大西萌々葉 慶應義塾大学

53 八尋　祐馬・大隈玲央奈 九州大学

54 石田　茂之・矢野美帆子 茨城県

55 亀井　颯翔・長谷川笑叶 大阪府

57 藤田　皐月・市川　智絵 武蔵野美術大学

58 若月　　駿・島　　　遥 岩手大学

59 太田　佳輝・岡田　愛彩 長野県

61 佐伯　俊輔・佐藤　由唯 山形大学

62 佐久間翔太・本白水ナナ 東京都

63 吉田　周平・吉田　有沙 神奈川県

65 足立　陽貴・足立　心優 京都府

66 津谷　拓郎・吉田　彩乃 早稲田大学

背番号 選　手　名 所　属

67 川本　　竜・川本　弥由 奈良県

68 竜澤　佑輔・千田　莉々 一橋大学

70 押川　慧悟・和田　知世 神奈川県

71 奥津　拓翔・奥津　樺音 宮城県

72 町田　篤人・山﨑　笑夢 埼玉県

73 阿部　幸哉・阿部　春香 愛知県

75 池田　雅都・堀田　茜莉 慶應義塾大学

76 古井　竜平・植木　位歩 明治大学

77 常國　天稔・榮岩由莉那 大阪府

78 原口　侑弥・大西陽来里 富山県

80 村瀬　賢一・小笹　詩織 埼玉県

81 Tudor Andrei・吉川　あみ 東京都

82 北村　浩介・春名由香里 神奈川県

83 田中　秋聖・内藤　彩巴 大同大学

第
2
日
目
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第
2
日
目

第
1
日
目

三笠宮杯全日本PD 
ダンススポーツ選手権（毎日新聞社杯併杯）

スタンダード

ラテン

背番号 選手名・所属教室

17 壷内　康文・壷内　美和
スターロードダンスセンター

18 水島　　寛・水島愛紅美
ミズシマダンスカンパニー

19 前田　雅仁・宮崎　　梢
まえだダンス倶楽部

20 藤田　洋一・藤田　秀代
ダンススタジオ赤い靴

21 久保田弓椰・徳野　夏海
TEAM…YUMIYA…北海道

22 兄後　幸大・兄後　智子
Any's…Dancing…Club

23 喜多田芳起・細田　千代
ザ・ゴールデンパレス大阪

24 秋谷　孝宏・田原　美穂
エムズダンスアカデミー

25 大島　　康・大島由美子
田園調布オオシマダンススクール

26 見元　克至・北畑　香織
アサノダンススクール

27 武澤　秀一・武澤　幸子
ドリームダンススタジオ

28 オレクシー グザー・太田吏圭子
リズメディア

背番号 選手名・所属教室

1 高島　大知・田村奈緒子
TAICHI…DANCE…LUCE

2 藤見　昭次・藤見　美子
フジミD&R

3 山本　武志・木嶋　友美
LIBERA…DANCE

4 田中　　勉・田中　　茜
ダンススタジオタナカ

5 髙辻　博希・岡田　優美
タカツジダンススタジオ

6 岸田　　肇・岡田　祐子
岸田ダンスアカデミー

7 佐藤　　将・西野　純子
サトウダンスコミュニケーション

8 Kevin・河岡　宏美
T…Dance…Production

背番号 選手名・所属教室

29 長谷川和美・長谷川　祥
長谷川和美ダンススタジオ

30 千葉　光輝・稲毛　道子
ダンススタジオM2

31 山本　武志・木嶋　友美
LIBERA…DANCE

32 天野　　誠・天野　理恵
フジイダンススクール本厚木校

33 吉野　　譲・宮崎　葵唯
ダンスアーツMaY

34 仲西　勝流・有美
ダンススタジオベアーレ

35 山嵜　圭太・石本美奈子
エムズダンスアカデミー

36 岡本　直樹・森下　　恵
N…DANCE…STUDIO

37 佐藤　　将・西野　純子
サトウダンスコミュニケーション

38 髙橋　一昌・髙橋由紀子
幸手K＆Yダンスクラブ

39 中川　俊樹・相沢百合香
水田ダンススタジオ

背番号 選手名・所属教室

9 新屋　秀和・滝川　絵理
シンヤダンススタジオ

10 前田　雅仁・宮崎　　梢
まえだダンス倶楽部

11 西　　恭平・西川　真由
LIBERA…DANCE

12 谷茂岡　敦・姫見　麻未
ダンススタジオミナミ

13 久保田弓椰・徳野　夏海
TEAM…YUMIYA…北海道

14 長澤　圭剛・高坂　亜紀
石原ダンスクラブ

15 中根　大幾・大野　眞有
Hidemi…Dancing…Vida

受付時間：６時～21時

毎日新聞のご購読のお申し込み
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第
2
日
目

第
1
日
目 スタンダードラテン

35歳以上と30歳以上のカップルで競い合うシニアⅠダンススポーツ選手権です。
世界で互角に戦えるレベルの高い選手たちの「技術と美しさ」をぜひご堪能ください。

背番号 選　手　名 所　属

170 FLORES MICHEL・ 
 桜井有樹子 東京都

171 村瀬　賢一・小笹　詩織 埼玉県

172 伊藤　　傑・清水　仁生 北海道

173 井波　龍一・安井奈々恵 東京都

174 森　　晃士・森　　仁美 三重県

175 小林　潤一・小林　麻衣 富山県

176 加藤　誠一・奥田　理奈 東京都

177 稲垣　　浩・伊藤千恵美 北海道

178 石井　恒吉・石井　紘子 茨城県

179 髙杉　耕一・髙杉　綾子 東京都

180 藤谷　英明・藤谷　　綾 長野県

背番号 選　手　名 所　属

6 片庭　雄広・長田有里子 茨城県

74 浅野　仁文・宮原　輝美 神奈川県

149 森　　晃士・森　　仁美 三重県

150 矢野　貴大・小川　真代 東京都

151 菊地　健男・河内登志子 神奈川県

152 伊藤　　傑・清水　仁生 北海道

153 村瀬　賢一・小笹　詩織 埼玉県

155 蜷川　博信・浅田　　舞 東京都

156 吉野新一郎・吉野久美子 埼玉県

157 野村　　亮・木内　美奈 東京都

158 三瓶　友則・森川　莉江 埼玉県

159 白井　泰昭・井上　　渚 神奈川県

全日本シニアⅠダンススポーツ選手権
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第
1
日
目

U-25 オールジャパン・ 
ダンススポーツカップ
スタンダード

背番号 選　手　名 所　属

2 渡瀬　尚貴・林　　沙苗 日本大学

4 木下　将希・小西　乙愛 ブルボンDST

5 津田琥汰朗・津田マリア 大阪府

9 足立　陽貴・足立　心優 京都府

14 箕浦　将也・青木　賜安 東京都

15 ホワイトン謙心・ホワイトン夏奈実 ブルボンDST

16 北島　　蓮・馬場美菜子 埼玉県

18 山内　　藍・安藤　史夏 新潟県

19 坂田　佳大・田中　　渚 東京都

24 向山　翔矢・馬場梨紗子 長野県

26 上野　匠海・齊藤　日菜 東京大学

28 川本　　竜・川本　弥由 奈良県

32 高階　　凌・西島　奈那 北海道

34 太田　歩生・松本　京佳 北海道

45 藤本　孝秀・吉田　萌夏 東京都立大学

49 伏谷　亮弥・神田すみれ 獨協大学

52 松浦　龍騎・松浦優莉華 宮城県

53 原口　侑弥・大西陽来里 富山県

54 柿澤　夏月・小堤　帆夏 東京都

60 村尾　拓海・坂口しずく 日本大学

61 伊藤　秀真・松﨑　梨子 早稲田大学

64 雨宮　千大・浅井　美薫 電気通信大学

70 角野　健太・松岡真桜子 東京都

背番号 選　手　名 所　属

77 本多　大地・宮永　安珠 愛知学院大学

88 杉田　優太・杉元　里帆 東京都

98 村田　祥大・松浦　仁美 駒沢大学

100 杉山　翔太・岩崎　　朝 東京都立大学

104 武内　研聖・降旗　沙季 神奈川県

105 中村エドワード漸・中村エリザベス永理 東京都

106 山下　遥聖・山下実彩妃 愛知県

111 藤木　　翔・会沢　碧亜 一橋大学

113 小佐野太希・野村　理沙 栃木県

114 常國　天稔・榮岩由莉那 大阪府

116 吉岡　栄太・宮脇　寧音 東京都

117 齊部　巧海・祝　　瑞馨 早稲田大学

118 小林　才時・前田　佳音 ブルボンDST

119 荻野　　新・CAI ZHAOYING 東京工業大学

120 後藤　秀眞・藤本のぞみ 神奈川県

121 中野　颯斗・堺　ゆかり 東京都

122 中前　圭人・鈴木　瑶子 東京工業大学

123 倉科　　翼・府録　明河 長野県

124 戸田　　響・水野有紀子 愛知学院大学

125 園田　佳宣・佐々木優子 東京都

126 吉田　周平・吉田　有沙 神奈川県

127 小野雄太郎・竹内　　歩 東京都

受付時間：６時～21時

毎日新聞のご購読のお申し込み
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ラテン
背番号 選　手　名 所　属

1 柿澤　夏月・小堤　帆夏 東京都

3 太田　歩生・松本　京佳 北海道

12 別當　純也・平井　翠祐 九州大学

17 半田　峻一・土屋　恵梨 獨協大学

23 ホワイトン謙心・ホワイトン夏奈実 ブルボンDST

24 杉山　大悟・長澤　佳那 東京都

27 山下　遥聖・山下実彩妃 愛知県

28 北島　　蓮・馬場美菜子 埼玉県

29 今西　竜矢・今西　心菜 ブルボンDST

32 高階　　凌・西島　奈那 北海道

38 梨木　勝輝・垣中　彩花 武蔵野美術大学

40 向山　翔矢・馬場梨紗子 長野県

42 松浦　龍騎・松浦優莉華 宮城県

51 樋口　出帆・大西萌々葉 慶應義塾大学

52 石田　航太・瀬川　里奈 駒澤大学

53 八尋　祐馬・大隈玲央奈 九州大学

59 太田　佳輝・岡田　愛彩 長野県

63 吉田　周平・吉田　有沙 神奈川県

背番号 選　手　名 所　属

65 足立　陽貴・足立　心優 京都府

67 川本　　竜・川本　弥由 奈良県

68 竜澤　佑輔・千田　莉々 一橋大学

76 古井　竜平・植木　位歩 明治大学

77 常國　天稔・榮岩由莉那 大阪府

78 原口　侑弥・大西陽来里 富山県

86 木下　将希・小西　乙愛 ブルボンDST

87 川村　怜央・谷口　透子 電気通信大学

88 久保田　新・清野　　爽 駒澤大学

89 安部　陸央・須藤　未来 法政大学

90 坂梨　由季・角谷　美紀 愛知学院大学

91 中村エドワード漸・中村エリザベス永理 東京都

92 後藤　秀眞・藤本のぞみ 神奈川県

93 本間　博貴・守屋　優奈 明治大学

94 小林　才時・前田　佳音 ブルボンDST

95 鈴木　章弘・西口　　遼 専修大学

96 橋本　琉正・笹澤　　凜 茨城県

第
2
日
目
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第
2
日
目

スタンダード ラテン

15歳以下のカップル達によって、本年のジュニアチャンピオンを競い合います。本年の大会にはスタンダード18組、ラテン19組の出場となっ
ています。レベルの高い激戦となることでしょう。次世代のダンススポーツ界を背負う溌剌とした新星たちに温かい声援をお願い致します。

背番号 選　手　名 所　属

116 吉岡　栄太・宮脇　寧音 東京都

118 小林　才時・前田　佳音 ブルボンDST

129 藤枝　大河・宮澤　めぐ 埼玉県

130 大羽　　諒・黒嶋ひなの 千葉県

131 山下　夏野・安藤　茉俐 神奈川県

132 神谷　栄登・上野　綾花 山梨県

133 笹口　奏侑・神成寿々帆 群馬県

134 江田　煌也・細田　琉永 島根県

135 鈴木　伶音・渡辺　華凛 神奈川県

136 朴　　振宇・斉　　月涵 埼玉県

137 岡内　唯一・岡内　暖羽 大阪府

138 劉　　　超・横溝　嘉名 神奈川県

139 原澤　英大・竹之内梨音 山梨県

140 足立　拓海・佐藤　叶望 千葉県

141 小宮　康平・勝木　里桜 神奈川県

142 茂呂　駿舞・今村　朱里 群馬県

143 張　　幸一・前川　美桜 東京都

144 山下　晴之・磯部　　愛 神奈川県

背番号 選　手　名 所　属

94 小林　才時・前田　佳音 ブルボンDST

98 原口　理弥・飛田　　遥 埼玉県

99 鈴木　伶音・渡辺　華凛 神奈川県

100 茂呂　駿舞・今村　朱里 群馬県

101 江田　煌也・細田　琉永 島根県

102 原澤　英大・竹之内梨音 山梨県

103 大羽　　諒・打越　聖愛 千葉県

104 外村　温仁・社本　実由 神奈川県

105 張　　幸一・前川　美桜 東京都

106 笹口　奏侑・神成寿々帆 群馬県

107 藤枝　大河・宮澤　めぐ 埼玉県

108 小宮　康平・勝木　里桜 神奈川県

109 岡内　唯一・岡内　暖羽 大阪府

110 水田　悠斗・大塚　千榮 京都府

111 朴　　振宇・蛇沼　咲貴 埼玉県

112 名塚　瑛太・三上　真代 神奈川県

113 南山　雄大・竹内　杏奈 長野県

114 神谷　栄登・上野　綾花 山梨県

115 足立　拓海・黒嶋ひなの 千葉県

JOCジュニアオリンピックカップ

全日本ダンススポーツ選手権ジュニア
第
1
日
目

受付時間：６時～21時

毎日新聞のご購読のお申し込み
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全日本ダンススポーツ選手権ジュブナイル
スタンダード ラテン

男女とも年齢11歳以下のカップルで競いあう全日本ダンススポーツ選手権ジュブナイル。ダンススポーツの将来を背負っ
て立つ有望選手に温かい声援をお願い致します。

背番号 選　手　名 所　属

143 張　　幸一・前川　美桜 東京都

146 福原　聖太・朴　　美静 埼玉県

147 齊藤　福人・竹下　暖乃 東京都

148 下園　一心・下園　架乃 神奈川県

149 藤田　陽翔・藤田　理愛 大阪府

150 石井惺一郎・石井　　菫 茨城県

151 児山　遥都・柳　麻希子 栃木県

152 斉藤　有音・柴田　莉奈 千葉県

153 吉岡　裕太・加藤　向葵 千葉県

154 小島　羅市・新井　晴菜 群馬県

155 渡邉　詠仁・神戸　　咲 山梨県

156 大谷　碧史・大谷　美葵 東京都

157 藤本　　歩・熊谷　奈々 茨城県

158 金子　祐大・金子　　葵 栃木県

159 十文字心椛・勝木　瑠花 神奈川県

160 足立　博海・吉村　城音 千葉県

161 藤枝　修也・市島　京音 埼玉県

162 齊藤　　功・土屋　海音 東京都

163 鈴木　海璃・戸上　陽華 神奈川県

164 黒嶋　将聖・伊藤　颯希 千葉県

165 水田　悠斗・大塚　千榮 京都府

166 本多　千杜・櫻庭ゆりあ 東京都

167 斉藤　凪音・宮田柚子香 千葉県

背番号 選　手　名 所　属

105 張　　幸一・前川　美桜 東京都

110 水田　悠斗・大塚　千榮 京都府

117 藩　　　苗・林　　美希 東京都

118 鄭　　錦熙・梁　　永晴 埼玉県

119 十文字心椛・勝木　瑠花 神奈川県

120 齊藤　福人・竹下　暖乃 東京都

121 石井惺一郎・石井　　菫 茨城県

122 足立　博海・吉村　城音 千葉県

123 藤田　陽翔・藤田　理愛 大阪府

124 大谷　碧史・大谷　美葵 東京都

125 福原　聖太・朴　　美静 埼玉県

126 斉藤　凪音・宮田柚子香 千葉県

127 鈴木　海璃・戸上　陽華 神奈川県

128 孫　　藝韮・柳　　真希 東京都

129 宮本　織駕・大野　世莉 茨城県

130 金子　祐大・金子　　葵 栃木県

131 石　　　尚・ポウ　涵菲 東京都

132 坂口　　仁・坂口琥百合 千葉県

133 下園　一心・下園　架乃 神奈川県

134 齊藤　　功・土屋　海音 東京都

135 小島　羅市・新井　晴菜 群馬県

136 黒嶋　将聖・伊藤　颯希 千葉県

137 吉田　和馬・木山紗矢香 東京都

138 藤枝　修也・市島　京音 埼玉県

139 児山　遥都・柳　麻希子 栃木県

140 吉岡　裕太・加藤　向葵 千葉県

141 芦川　友稀・藤村　　友 神奈川県

142 酒本　千雅・竹安　　優 東京都

143 藤本　　歩・栗原　梨央 茨城県

144 斉藤　有音・柴田　莉奈 千葉県

145 渡邉　詠仁・神戸　　咲 山梨県

146 朱　　明浩・張　　美佳 東京都

毎日新聞社杯

第
2
日
目

第
1
日
目



23

三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 最終選考会
スタンダード

ラテン

背番号 選　手　名 所　属

1 佐々木　優・黒田　水惠 東京都

3 棚橋　　健・土屋　舞姫 東京都

6 半田健太郎・川野　暁子 福岡県

8 吉田　千智・河邊　真緒 東京都

11 赤楚　弘識・米澤　麗衣 神奈川県

14 箕浦　将也・青木　賜安 東京都

16 北島　　蓮・馬場美菜子 埼玉県

19 坂田　佳大・田中　　渚 東京都

22 髙橋　卓馬・中谷　有沙 東京都

24 向山　翔矢・馬場梨紗子 長野県

27 池田　　剛・林　みずき 東京都

30 田中　高輝・竜口　七彩 京都府

32 高階　　凌・西島　奈那 北海道

35 松中　保幸・石野　杏奈 東京都

38 FLORES MICHEL・桜井有樹子 東京都

40 二瓶　啓太・木名瀬悠希 千葉県

43 吉村　幸多・小林　華子 東京都

46 大手　俊幸・根本　陽子 神奈川県

48 小塩　大河・板岡　真由 東京都

51 小田　悠貴・山本登紀子 東京都

54 柿澤　夏月・小堤　帆夏 東京都

56 大熊　海渡・蓮田　陽香 東京都

背番号 選　手　名 所　属

1 柿澤　夏月・小堤　帆夏 東京都

6 片庭　雄広・長田有里子 茨城県

11 和田　英樹・川﨑　和枝 東京都

16 小栗　　歩・小栗沙永子 愛知県

20 大手　俊幸・根本　陽子 神奈川県

24 杉山　大悟・長澤　佳那 東京都

28 北島　　蓮・馬場美菜子 埼玉県

32 高階　　凌・西島　奈那 北海道

36 星野　浩基・西尾　成珠 愛知県

40 向山　翔矢・馬場梨紗子 長野県

背番号 選　手　名 所　属

59 星野　浩基・西尾　成珠 愛知県

62 豊嶋　凌我・廣瀬　優海 福岡県

64 雨宮　千大・浅井　美薫 電気通信大学

67 杉山　大悟・山下　真奈 東京都

70 角野　健太・松岡真桜子 東京都

72 廣瀬　裕貴・安田　彩乃 東京都

75 吉田　隆晃・宍戸　亜衣 神奈川県

78 下岡ヘンリー・山田　佑美 東京都

80 安達　遥一・安達　夏海 東京都

83 倉科　　翔・伊藤　梨乃 長野県

86 矢野　貴大・小川　真代 東京都

88 杉田　優太・杉元　里帆 東京都

91 伊藤　　傑・清水　仁生 北海道

94 平山　拓杜・棟方　マイ 青森県

96 村田優一郎・伊藤由美子 埼玉県

99 神原　真人・相原　佳音 千葉県

102 小河原彰純・岩永　秀美 東京都

104 武内　研聖・降旗　沙季 神奈川県

107 菅原　一樹・Laura Collavizza 東京都

110 芝原　將人・久保村玲衣 東京都

113 小佐野太希・野村　理沙 栃木県

背番号 選　手　名 所　属

44 五月女光政・五月女叡佳 栃木県

48 菅原　一樹・Laura Collavizza 東京都

52 石田　航太・瀬川　里奈 駒澤大学

56 秋田　龍星・松村　舞凪 富山県

60 加藤　　輝・疋田　優花 愛知県

64 佐藤　栄修・佐藤　桃花 青森県

69 間渕　雄太・高木　静香 東京都

74 浅野　仁文・宮原　輝美 神奈川県

79 山下慶太郎・池田　綾香 愛知県

84 阿部　夢時・土屋　優海 東京都

第
1
日
目

受付時間：６時～21時

毎日新聞のご購読のお申し込み




