
≪高校男子≫

NO. 氏　　名 地区優勝
1 細野　勇策 ☆・石川遼カップ
2 三浦　隆治 ☆・スプリング
3 亥飼　　台 ☆・石川遼カップ
4 菱田　健斗 ☆・東横イン
5 康　　翔亮 ☆・東横イン
6 山田　真輝 東横イン・石川遼カップ
7 島末　大洋 東横イン・石川遼カップ
8 豊田　篤弘 東横イン・石川遼カップ
9 小田　祥平 石川遼カップ・スプリング
10 石塚　祥利 石川遼カップ・スプリング
11 嶺岸　聖也 石川遼カップ・スプリング
12 河合　慈英 東横イン・石川遼カップ
13 水沼　勇太 東横イン・スプリング
14 中野麟太朗 東横イン
15 阿部　修也 東横イン
16 伊澤丈一郎 東横イン
17 熊谷　拓海 東横イン
18 向井　拓也 東横イン
19 工藤　大河 東横イン
20 香川　凜央 東横イン
21 上久保拓海 東横イン
22 新垣　厚樹 東横イン
23 森上　耀介 東横イン
24 石谷竜月希 東横イン
25 多田　充孝 東横イン
26 猪股　柊平 東横イン
27 長谷　政真 東横イン

あるふぁくらぶジュニアチャンピオンシップ
インビテーショナルリスト



≪高校男子≫

NO. 氏　　名 地区優勝
28 内田　悠介 東横イン
29 難波　大翔 東横イン
30 本間　一太 東横イン
31 野寄　礼我 東横イン
32 宇佐美友亮 石川遼カップ
33 海老原　脩 石川遼カップ
34 岩附　康平 石川遼カップ
35 丘　尊伍 石川遼カップ
36 高木　貞治 石川遼カップ
37 佐藤　翔太 石川遼カップ
38 山岸　咲槻 石川遼カップ
39 小屋将一朗 石川遼カップ
40 新城ディラン唯人 石川遼カップ
41 相楽　亮太 石川遼カップ
42 谷保　寿樹 石川遼カップ
43 藤田　　誓 石川遼カップ
44 福士　翔琉 石川遼カップ
45 芳崎　陽紀 石川遼カップ
46 又吉　鷹丸 石川遼カップ
47 木村　俊介 石川遼カップ
48 鈴木　隆太 石川遼カップ
49 多田　旺生 スプリング
50 安保　卓哉 スプリング
51 玉木　海凪 スプリング
52 原田　大空 スプリング
53 小林拳史郎 スプリング
54 松岡翔大郎 スプリング
55 千葉　涼晴 スプリング
56 大森　星夜 スプリング
57 大友　陽介 スプリング



≪高校男子≫

NO. 氏　　名 地区優勝
58 竹内　大悟 スプリング
59 中村　　凜 スプリング
60 中村　勇貴 スプリング
61 田原　　和 スプリング
62 東出　大雅 スプリング
63 湯原　　光 スプリング
64 藤山　開晟 スプリング
65 久常　　涼 JJGAランキング
66 小野　貴之 JJGAランキング
67 熊谷　宇晴 JJGAランキング
68 三田　貴樹 JJGAランキング
69 麻生　悠人 JJGAランキング
70 上野　麟欧 JJGAランキング
71 古川惣一朗 JJGAランキング
72 松岡　遼馬 JJGAランキング
73 豊　　太陽 JJGAランキング
74 吉田慎之介 JJGAランキング
75 星野　豪汰 JJGAランキング
76 原田　竜成 JJGAランキング
77 伊澤　健人 JJGAランキング
78 安蒜　真輝 JJGAランキング
79 茂苅　　大 JJGAランキング
80 長田慎太郎 JJGAランキング
81 松岡　正士 JJGAランキング
82 中川　怜次 JJGAランキング
83 山崎　滉仁 JJGAランキング
84 葛井　翔矢 JJGAランキング
85 松木　勇人 JJGAランキング
86 石垣　敢大 JJGAランキング
87 川上　慶也 JJGAランキング



≪高校男子≫

NO. 氏　　名 地区優勝
88 長井　優樹 JJGAランキング

☆はNPOイエロー・エンジェルJJGAオールジャパンチーム



≪中学男子≫

NO. 氏　　名 地区優勝
1 大岩　慶尚 ☆
2 隅内　雅人 ☆・東横イン
3 末広　大地 ☆・石川遼カップ
4 平野　誠一 ☆・スプリング
5 益田　　航 ☆・石川遼カップ
6 工藤　颯太 ☆・東横イン・スプリング
7 広山　功喜 ☆・石川遼カップ
8 清水　拳斗 ☆
9 八木沢浩心郎 ☆・石川遼カップ
10 橋詰　海斗 ☆・東横イン
11 原　鉄太郎 ☆
12 清野　桜貴 ☆・東横イン
13 井上　笑慈 ☆・東横イン
14 関　　翔汰 ☆・石川遼カップ
15 小杉　飛翔 ☆・東横イン・石川遼カップ・スプリング
16 松澤　虎大 東横イン・石川遼カップ
17 山本　紋大 東横イン・石川遼カップ
18 豊田真太郎 東横イン・石川遼カップ
19 黒金　　翼 東横イン・スプリング
20 新井　龍紀 東横イン・スプリング
21 中川虎ノ介 石川遼カップ・スプリング
22 吉沢　己咲 石川遼カップ・スプリング
23 村松　　陸 石川遼カップ・スプリング
24 白出　大桜 東横イン
25 出口千加志 東横イン
26 中田　一颯 東横イン
27 中嶋　和輝 東横イン
28 相浦　大輝 東横イン
29 平山　幸作 東横イン
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≪中学男子≫

NO. 氏　　名 地区優勝
30 常盤　和也 東横イン
31 川口　　史 東横イン
32 平松孝太郎 東横イン
33 太田　尭虎 東横イン
34 高山大維志 東横イン
35 堀口　獅恩 東横イン
36 山下　竜弥 東横イン
37 田邊　武士 東横イン
38 塩原琉之介 石川遼カップ
39 伊豆田怜央 石川遼カップ
40 小林　尚史 石川遼カップ
41 窪田　　蓮 石川遼カップ
42 本　　大志 石川遼カップ
43 北村　祐 石川遼カップ
44 金森　渉真 石川遼カップ
45 東　　亜藍 石川遼カップ
46 田中　天晴 石川遼カップ
47 佐藤　匠真 石川遼カップ
48 佐々木俊輔 石川遼カップ
49 平城　豪大 石川遼カップ
50 酒井　遼也 石川遼カップ
51 小松　大洋 石川遼カップ
52 富永　球道 石川遼カップ
53 岡　　和輝 石川遼カップ
54 松崎　泰知 石川遼カップ
55 松井琳空海 石川遼カップ
56 眞鍋　晄生 石川遼カップ
57 會津誠之輔 石川遼カップ
58 松井　　優 石川遼カップ
59 庄内　太我 石川遼カップ
60 島村　和真 石川遼カップ
61 岩国　佑来 スプリング



≪中学男子≫

NO. 氏　　名 地区優勝
62 相原　涼汰 スプリング
63 清水蔵之介 スプリング
64 中川　瑛太 スプリング
65 山口　大騎 スプリング
66 杉原　亜規 スプリング
67 妻鹿　大也 スプリング
68 石橋　拓門 スプリング
69 長堂　佑思 スプリング
70 佐野　宏太 スプリング
71 中村　雄歩 スプリング
72 三原　颯真 スプリング
73 寺山　晴登 スプリング
74 泊　　隆太 JJGAランキング
75 関本　琉志 JJGAランキング
76 山下　和将 JJGAランキング
77 細谷　　幹 JJGAランキング
78 池　　由哉 JJGAランキング
79 亥飼　　陽 JJGAランキング
80 竹葉　光希 JJGAランキング
81 東堤爽太朗 JJGAランキング
82 小松　　潤 JJGAランキング
83 横井　太郎 JJGAランキング
84 亀井　幹大 JJGAランキング
85 栗原　遥大 JJGAランキング
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