
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック R

1 1 SW37 九州 長田小学校 新垣　愛梨涼   柏木　颯奏 鳴尾東小学校 関西    

2 2 SW40 四国 新居浜小学校 飯尾　陽菜   赤松　葵空 北中城小学校 九州    

3 3 SW43 九州 松橋小学校 江村　明音   藤原　伊奈瀬 和田小学校 関西    

4 4 SM31 中国 灘崎小学校 長谷部 海那   松田　藍人 北恩加島 関西    

5 5 SM31 四国 八坂小学校 今口　龍大   中竹　蒼空 白坪小学校 九州    

6 6 SM34 九州 金立小学校 川野　琉夏   高橋　豪輝 御南小学校 中国    

7 7 SM34 四国 三津浜小学校 梶田　錬真   長谷川　煌空 深草小学校 関西    

8 8 SM37 関西 用海小学校 熊本　和真   内野々　叶大 川東小学校 九州    

9 9 SM40 四国 野市東小学校 南瀬　湊士   伊田　逞真 福生西小学校 中国    

10 10 SM40 九州 港小学校 橋本　准一   横川　壱乃介 長尾南小学校 関西    

11 11 SM46 関西 前裁小学校 梅村　雪那   作野　剣信 住吉小学校 中国    

12 12 SM56 九州 長洲小学校 曽我　優人   藪　大樹 熊野第三小学校 中国    

13 13 CW39 中国 灘崎中学校 長谷部　桃子   大坪　琴音 大和中学校 九州    

14 14 CW42 九州 鍋島中学校 安藤　ひかり   西本　莉緒 紀ノ川中学校 関西    

15 15 CW45 関西 福泉中学校 三木　姫愛   山田　月琴 北部中学校 九州    

16 16 CW48 関西 藤井寺中学校 北野　凛   村田　蒔音 和木中学校 中国    

17 17 CW51 九州 牧之原中学校 四元　志桜里   望戸　紀花 大野中学校 中国    

18 18 CM33 関西 東宇治中学校 坂本　龍舞   盛田　來希 日章学園中学校 九州    

19 19 CM36 四国 三津浜中学校 梶田　一楽   須田　健心 豊日中学校 関西    

20 20 CM36 九州 日章学園中学校 瀬戸山　稜人   中野　凛闘 大野西中学校 中国    

21 21 CM39 関西 王塚台中学校 山﨑　琉偉河   菊池　駿佑 松山北中学校 四国    

22 22 CM42 関西 大宮中学校 川井　丈輔   長谷部　星那 灘崎中学校 中国    

23 23 CM45 関西 生野中学校 藤木　勇我   作野　辰嘉 後藤ヶ丘中学校 中国    

24 24 CM45 四国 松山北中学校 川口　流空   中山　聖也 和白丘中学校 九州    

25 25 CM48 四国 国分寺中学校 長郷　蓮   永山　銀次郎 北中学校 関西    

26 26 CM48 九州 日章学園中学校 圖師　安蓮   望戸　健士郎 大野中学校 中国    

27 27 CM51 四国 鴨川中学校 向井　蓮信   中野　泰誠 西小倉中学校 関西    

28 28 CM51 九州 龍田中学校 村上　雅喜   川口　太尊 野坂中学校 中国    

29 29 CM54 関西 今津中学校 熊本　風真   長谷川　虎亜 境港第三中学校 中国    

30 30 CM57 関西 東宇治中学校 堀江　耀斗   兵主　瑠聖 湖北中学校 中国    

31 31 CM64 関西 加賀屋中学校 松浦　誠生也   三世田　颯 府中緑ヶ丘中学校 中国    
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