
チーム名

1 最優秀選手 石　井　瑠　人 （いしい　りゅうと） 6 学年 166 cm みのり

2 優秀選手 花　井　陽　太 （はない　ようた） 6 学年 152 cm みのり

3 優秀選手 箕　輪　　　樹 （みのわ　いつき） 6 学年 156 cm みのり

4 優秀選手 山　崎　啓　巧 （やまさき　はるよし） 5 学年 144 cm みのり

5 優秀選手 飯　岡　純　也 （いいおか　じゅんや） 5 学年 142 cm みのり

6 優秀選手 石　井　李　人 （いしい　りひと） 4 学年 136 cm みのり

7 優秀選手 佐　藤　大　介 （さとう　だいすけ） 6 学年 146 cm 佐竹ＶＢＣ

8 優秀選手 會　澤　洸　心 （あいざわ　こころ） 6 学年 144 cm 佐竹ＶＢＣ

9 優秀選手 藤　田　袮　央 （ふじた　ねお） 6 学年 142 cm 佐竹ＶＢＣ

10 優秀選手 皆　川　　　岳 （みなかわ　がく） 6 学年 154 cm ＪＶＣ水戸

11 優秀選手 飛　田　裕　人 （とびた　ひろと） 6 学年 162 cm ＪＶＣ水戸

12 優秀選手 黒　澤　佑　樹 （くろさわ　ゆうき） 6 学年 147 cm みなと

チーム名

1 最優秀選手 坂　本　璃　実 （さかもと　りみ） 6 学年 163 cm ＶＣ二千翔

2 優秀選手 横　山　日　和 （よこやま　ひより） 6 学年 158 cm ＶＣ二千翔

3 優秀選手 鎌　野　結　衣 （かまの　ゆい） 6 学年 155 cm ＶＣ二千翔

4 優秀選手 冷　岡　愛　理 （ひやおか　あいり） 5 学年 141 cm ＶＣ二千翔

5 優秀選手 塚　本　う　た （つかもと　うた） 5 学年 139 cm ＶＣ二千翔

6 優秀選手 栗　城　心　結 （くりき　みゆう） 5 学年 142 cm ＶＣ二千翔

7 優秀選手 綱　川　も　も （つなかわ　もも） 6 学年 160 cm 石岡南

8 優秀選手 山　田　美　尋 （やまだ　みひろ） 6 学年 150 cm 石岡南

9 優秀選手 井　坂　　　澪 （いさか　みお） 6 学年 163 cm 石岡南

10 優秀選手 栁　舘　真　優 （やなぎだて　まゆ） 6 学年 161 cm あみ桜輝

11 優秀選手 瀬　尾　莉　美 （せお　りみ） 5 学年 145 cm あみ桜輝

12 優秀選手 鈴　木　優　那 （すずき　ゆうな） 6 学年 153 cm Ｊドリーム
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チーム名

1 最優秀選手 板　津　夏　帆 （いたつ　かほ） 6 学年 155 cm Ｗｉｎｋ

2 優秀選手 五十嵐　真　琴 （いがらし　まこと） 6 学年 147 cm Ｗｉｎｋ

3 優秀選手 大久保　　　祥 （おおくぼ　しょう） 6 学年 156 cm Ｗｉｎｋ

4 優秀選手 髙　橋　　　礼 （たかはし　あや） 5 学年 150 cm Ｗｉｎｋ

5 優秀選手 五十嵐　伊　吹 （いがらし　いぶき） 6 学年 152 cm Ｗｉｎｋ

6 優秀選手 徳　川　汐　音 （とくがわ　しおん） 6 学年 155 cm Ｗｉｎｋ

7 優秀選手 坂　田　渉　翔 （さかた　あゆと） 6 学年 155 cm 筑波クラブ

8 優秀選手 染　谷　優　斗 （そめや　ゆうと） 6 学年 160 cm 筑波クラブ

9 優秀選手 鮏　川　紅　優 （すけがわ　くう） 6 学年 156 cm 筑波クラブ

10 優秀選手 青　木　玲　音 （あおき　れいん） 6 学年 155 cm 小美球ＢＩ

11 優秀選手 小　田　瑞　季 （おだ　みずき） 6 学年 150 cm 小美球ＢＩ

12 優秀選手 金　城　アイコ （きんじょう　あいこ） 6 学年 165 cm スマイル・Ｓ
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