
歴代指導者名

沢野　唯志 森　金太郎 関戸　正視 松下　雅一 酒井　　　弘 岩月　俊二

前多禧久雄 左田　慎一 山本　昌孝 細川　喜宏 中嶋　克則 西出　邦昭

沢野咲知子 奥田真紀子 小坂　賢吾 渡辺　貴斗 河原　孝則 小泉　公彦

酢野　耕造 坂田　侑加 　坂田　康成　　 織田　恵積 坂田　玲香

大会名 名前 成績 大会名 名前 成績
1993 平成　５年
1994 平成　６年
1995 平成　７年
1996 平成　８年
1997 平成　９年
1998 平成１０年 北信越ジュニアＵ１６Ｄ 河原　 孝則 準優勝 全日本ジュニアＵ１６Ｄ 河原　 孝則

北國ジュニア　　　 　　　　　　　　　 沢野咲知子 ３位　　
1999 平成１１年 北信越ジュニアＵ１４Ｓ　 奥田真紀子 優勝 全日本ジュニアＵ１４Ｓ　 奥田真紀子

北信越ジュニアＵ１４Ｄ 奥田真紀子 準優勝 全日本ジュニアＵ１４Ｄ 奥田真紀子
全国高校総体団体 河原　 孝則
全国高校総体Ｄ 河原　 孝則

2000 平成１２年 北信越ジュニアＵ１２Ｓ　 渡辺   貴斗 ３位 全国小学生 渡辺   貴斗
北信越小学生Ｓ          渡辺   貴斗 ３位 全日本ジュニアＵ１２Ｓ 渡辺   貴斗
北信越中学生Ｓ　   　　 渡辺   北斗 優勝 全国中学生Ｄ 渡辺   北斗
北信越中学生Ｓ　   　　 渡辺   勇斗 優勝 全国中学生Ｄ 渡辺   勇斗
全国選抜ジュニアＵ１２　 淀川　 裕美 ３位 全国大学大座 沢野咲知子

全国大学選手権Ｓ 山本   昌孝
2001 平成１３年 北信越ジュニアＵ１２Ｓ　 淀川　 裕美 ３位 全日本ジュニアＵ１６Ｓ　 奥田真紀子

北信越ジュニアＵ１４Ｄ　 渡辺   貴斗 ３位 全国高校総体Ｓ 奥田真紀子
北信越ジュニアＵ１６Ｓ　 奥田真紀子 ３位 全国大学選手権Ｓ 沢野咲知子

全国大学選手権Ｄ 沢野咲知子
全国大学選手権Ｓ 山本   昌孝
全国大学選手権Ｄ 山本   昌孝

2002 平成１４年 北信越ジュニアＵ１４Ｄ　 渡辺   貴斗 ３位 全国高校総体Ｓ 奥田真紀子
北信越総体D　　　　　    奥田真紀子 ３位 全国高校総体Ｄ 奥田真紀子

国民体育大会 奥田真紀子
全国大学選手権Ｓ 沢野咲知子
全国大学選手権Ｄ 沢野咲知子
全国大学選手権Ｓ 山本   昌孝

2003 平成１５年 北信越小学生Ｓ       坂川　 志帆 準優勝 全国小学生 坂川　 志帆
北信越ジュニアＵ１２Ｓ　 坂川　 志帆 ３位 全日本ジュニアＵ１２Ｓ 坂川　 志帆
北信越ジュニアＵ１２Ｄ　 坂川　 志帆 ３位 全国大学大座 沢野咲知子
北信越ジュニアＵ１２Ｄ　 金平　 美紀 ３位 全国大学選手権Ｄ 沢野咲知子

全国大学選手権Ｓ 山本   昌孝
国民体育大会 山本   昌孝

2004 平成１６年 北信越ジュニアＵ１４Ｓ　 坂川　 志帆 ３位 全日本ジュニアＵ１４Ｓ 坂川　 志帆
北信越ジュニアＵ１６Ｄ　 淀川　 裕美 ３位 全日本ジュニアＵ１６Ｄ　 淀川　 裕美
全国選抜ジュニアＵ１４Ｓ 坂川　 志帆 優勝 全国高校総体団体 渡辺   貴斗

全国選抜ジュニアＵ１４ 坂川　 志帆
20005 平成１７年 北信越ジュニアＵ１４Ｓ　 坂川　 志帆 優勝 全日本ジュニアＵ１４Ｓ 坂川　 志帆 ベスト１６

北信越中学生　　　　  坂川　 志帆 準優勝 全国中学生Ｓ 坂川　 志帆
北信越ジュニアＵ１６Ｓ 淀川　 裕美 準優勝 全国高校総体団体 淀川　 裕美
北信越ジュニアＵ１６Ｄ　 淀川　 裕美 優勝 全国高校総体Ｄ 淀川　 裕美

全日本ジュニアＵ１６Ｓ 淀川　 裕美
全日本ジュニアＵ１６Ｄ　 淀川　 裕美
全国高校選抜 淀川　 裕美
全国高校総体団体 渡辺   貴斗
全国高校総体Ｓ 渡辺   貴斗
全国高校総体Ｄ 渡辺   貴斗
全国高校選抜 渡辺   貴斗

北信越大会（ＢＥＳＴ４以上）平成２７年からは出場者 全国大会・世界大会西暦 年号

　　小松ジュニアの記録（１９９３～）



2006 平成１８年 北信越中学生　　　　  　 坂川　 志帆  優勝 トヨタジュニア 坂川　 志帆
全国中学生Ｓ 坂川　 志帆 ベスト１６
全日本テニス選手権大会 坂川　 志帆
オレンジボール（USA・マイアミ） 坂川　 志帆 ベスト１６
国民体育大会 坂川　 志帆 ベスト１６
国民体育大会 淀川　 裕美 ベスト１６
全国高校総体団体 淀川　 裕美
全国高校総体Ｓ 淀川　 裕美 ベスト３２
全国高校総体Ｄ 淀川　 裕美
全日本ジュニアＵ１８Ｓ 淀川　 裕美
全国高校総体団体 渡辺   貴斗
全国高校総体Ｓ 渡辺   貴斗

2007 平成１９年 北信越小学生Ｓ      　   山佐　　　輝 ３位 全国小学生 山佐　　　輝
北信越小学生Ｓ         　 木村優布子 ４位 全日本ジュニアＵ１２Ｓ 坂田　 侑加
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 長根尾直輝 準優勝 全日本ジュニアＵ１２Ｓ 木村優布子
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 山佐　　　輝 準優勝 全日本ジュニアＵ１２Ｄ 長根尾直輝
北信越ジュニアＵ１２Ｓ　 坂田　 侑加 ３位 全日本ジュニアＵ１２Ｄ 山佐　　　輝
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 　 木村優布子 ４位 全国高校総体団体 淀川　 裕美
北信越ジュニアＵ１２Ｄ　  　 坂田　 侑加 ４位 全国高校総体Ｓ 淀川　 裕美
北信越ジュニアＵ１２Ｄ　 木村優布子 ４位 全国高校総体Ｄ 淀川　 裕美
北信越ジュニアＵ１８Ｓ　 　 淀川　 裕美 ４位 全日本ジュニアＵ１８Ｓ 淀川　 裕美

全国高校選抜 坂川　 志帆 優勝
国民体育大会 淀川　 裕美

2008 平成２０年 全国選抜Ｕ１２ 　　　 　   長根尾直輝 ３位 全国小学生 長根尾直輝 ベスト１６
北信越小学生Ｓ           長根尾直輝 ３位 全日本ジュニアＵ１２Ｓ 長根尾直輝 ベスト４
北信越ジュニアＵ１２Ｓ   長根尾直輝 ３位 全日本ジュニアＵ１２Ｄ 長根尾直輝
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 長根尾直輝 準優勝 全日本ジュニアＵ１２Ｄ 山佐　　　輝
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 山佐　　　輝 準優勝 全国高校総体団体 坂川　 志帆 優勝
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 坂田　 侑加 ４位

2009 平成２１年 全国選抜Ｕ１２       　   山佐　　　輝 優勝 全国選抜ジュニアＵ１２Ｓ 　　　　 山佐　　　輝 ４位
北信越ジュニアＵ１２Ｓ　 山佐　　　輝 優勝 全日本ジュニアＵ１２Ｓ 山佐　　　輝 準優勝
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 山佐　　　輝 準優勝 全日本ジュニアＵ１２Ｄ 山佐　　　輝 ベスト１６
北信越ジュニアＵ１４Ｓ    長根尾直輝 ３位 全日本ジュニアＵ１４Ｓ 長根尾直輝
北信越ジュニアＵ１４Ｄ  長根尾直輝 優勝 全日本ジュニアＵ１４Ｄ 長根尾直輝 ベスト１６
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 木下　 恭輔 準優勝 全日本ジュニアＵ１４Ｄ 木下　 恭輔 ベスト８
北信越ジュニアＵ１４Ｓ   坂田　 侑加 ３位 全日本ジュニアＵ１４Ｓ 坂田　 侑加
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 山佐　　　輝 準優勝 ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 山佐　　　輝
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 長根尾直輝 ３位 ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 長根尾直輝 ３位

 中牟田U15ジュニア       　　　　　　    　　　　　　　　　　　　長根尾直輝 ３位 中牟田U15ジュニア       　　　　　　    　　　　　　　　　　　　長根尾直輝
国民体育大会 坂田　 侑加
全国大学選手権Ｓ 淀川　 裕美

2010 平成２２年 全国選抜Ｕ１４       　   長根尾直輝 準優勝 全国選抜Ｕ１４       　   長根尾直輝 ベスト８
山佐　　　輝 ３位 山佐　　　輝

北信越中学生　　　　  　 長根尾直輝 準優勝 全日本ジュニアＵ１４Ｓ 長根尾直輝
山佐　　　輝 ４位 山佐　　　輝 ベスト８

北信越ジュニアＵ１２Ｄ    坂田　 玲香 ３位 全日本ジュニアＵ１４Ｄ 長根尾直輝 ベスト８
長根尾江里 ３位 山佐　　　輝

北信越ジュニアＵ１４Ｓ    長根尾直輝 優勝 全国中学生 長根尾直輝
山佐　　　輝 ３位 山佐　　　輝

北信越ジュニアＵ１４Ｄ    長根尾直輝 優勝 ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 山佐　　　輝 準優勝
山佐　　　輝 ３位 中牟田U15ジュニア       　　　　　　    　　　　　　　　　　　　坂田　 侑加 ベスト１６

北信越ジュニアＵ１６Ｄ    木下　 恭輔 ３位 山佐　　　輝
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 山佐　　　輝 優勝 全国高校総体団体 木下　 恭輔
中牟田U15ジュニア       　　　　　　    　　　　　　　　　　　　山佐　　　輝 ３位 全国高校総体Ｄ 坂田　 侑加

全国大学選手権Ｓ 坂川　 志帆
国民体育大会 坂田　 侑加



2011 平成２３年 全国選抜Ｕ１２       　   長根尾江里 ４位 トヨタジュニア 坂田　 侑加 （大震災のため中止）
全国選抜Ｕ１４ 山佐　　　輝 優勝 全国選抜Ｕ１４       　   山佐　　　輝 ４位
北信越小学生 長根尾江里 準優勝 全国中学生 山佐　　　輝 ベスト１６
北信越中学生 山佐　　　輝 優勝 中牟田       　　　　　　   　　　　　　　　　　　　山佐　　　輝 ベスト１６
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 長根尾江里 優勝 全日本ジュニアＵ１２Ｓ 長根尾江里
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 長根尾江里 優勝 全日本ジュニアＵ１２Ｄ 長根尾江里
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 後藤　 慶志 準優勝 後藤　 慶志
北信越ジュニアＵ１６Ｓ 木下　 恭輔 ３位 全日本ジュニアＵ１６Ｓ 木下　 恭輔
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 木下　 恭輔 優勝 全日本ジュニアＵ１６Ｄ 木下　 恭輔 ベスト１６

全国高校総体団体 木村優布子
全国高校総体Ｓ 木下　 恭輔

坂田　 侑加
全国高専大会団体 吉田　　　成
全国高校選抜 若林　 祐人

木村優布子
国民体育大会 淀川　 裕美 ベスト１６

山佐　　　輝 ベスト１６
坂田　 侑加

ワールドジュニア（アジア予選） 山佐　　　輝 準優勝
2012 平成２４年 北信越ジュニアＵ１８Ｓ 木下　 恭輔 ４位 トヨタジュニア 山佐　　　輝 ベスト１６

ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 長根尾江里 ４位 全日本ジュニアＵ１６Ｓ 山佐　　　輝
JOCジュニアオリンピックカップ 木下　 恭輔 準優勝 全日本ジュニアＵ１６Ｄ 山佐　　　輝

全日本ジュニアＵ１８Ｓ 木下　 恭輔
全国高校総体団体 木村優布子
全国高校総体団体 山佐　　　輝 ベスト４
全国高校総体Ｓ 木村優布子
全国高校総体Ｓ 坂田　 侑加
全国高校総体Ｓ 山佐　　　輝
全国高校総体Ｄ 木下　 恭輔
中牟田U15ジュニア       　　　　　　    　　　　　　　　　　　　山佐　　　輝
全国高校選抜 若林　 祐人
全国高校選抜 木村優布子
全国高校選抜 山佐　　　輝
国民体育大会 坂田　 侑加 ベスト１６

2013 平成２５年 全国選抜Ｕ１４ 長根尾江里 準優勝 MUFGジュニア 山佐　　　輝 ベスト８
北信越ジュニアＵ１４Ｓ 長根尾江里 ３位 全国選抜Ｕ１４ 長根尾江里
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 長根尾江里 優勝 全国高校総体団体 木村優布子
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 後藤　 慶志 準優勝 全国高校総体団体 山佐　　　輝 ベスト８

全国高校総体Ｓ 木村優布子
全国高校総体Ｓ 山佐　　　輝 ベスト１６
全国高校総体D 木村優布子
全国高校総体D 山佐　　　輝
全日本ジュニアＵ１４Ｓ 長根尾江里
全日本ジュニアＵ１４Ｄ 長根尾江里

後藤　 慶志
全日本ジュニアＵ１６Ｓ 山佐　　　輝 ベスト１６
全日本ジュニアＵ１６Ｄ 山佐　　　輝 ベスト４
全国高専大会団体 吉田　　　成 準優勝
国民体育大会 木村優布子

山佐　　　輝 第５位
JOCジュニアオリンピックカップ 山佐　　　輝 11位
全国高校ランキング 山佐　　　輝 10位
全国高校選抜 山佐　　　輝 ベスト４



2014 平成２６年 北信越ジュニアＵ１２Ｄ 土山　達也 ３位 全国高校総体団体 山佐　  輝 優勝
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 坂田　玲香 ３位 全国高校総体D 山佐　　輝 優勝
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 長根尾江里 ４位 国民体育大会 坂田　玲香
中牟田U15ジュニア       　　　　　　    　　　　　　　　　　　　長根尾江里 ３位 木村優布子

全国高専大会団体 吉田　　成 準優勝
全日本ジュニアＵ１２Ｄ 土山　達也
全日本ジュニアＵ１8Ｓ 山佐　　　輝 ベスト8
中牟田U15ジュニア       　　　　　　    　　　　　　　　　　　　長根尾江里

2015 平成２７年 北信越ジュニアＵ１２Ｓ 田中  愛純 全国大学選手権Ｄ 坂田　 侑加
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 田中　愛純 全国大学選手権Ｄ 山佐　　　輝
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 北山　　 結 全国大学王座 木村優布子 ベスト４
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 林　優実奈 全国高校総体団体 坂田　 玲香
北信越ジュニアＵ１４Ｓ 後藤  颯志 全国高校総体Ｓ 坂田 　玲香 ベスト３２
北信越ジュニアＵ１６Ｓ 後藤　慶志 全国高校総体Ｄ 坂田　 玲香
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 後藤  慶志 国民体育大会 木下　 恭輔 ベスト１６
北信越ジュニアＵ１８Ｓ 坂田　玲香 坂田　 玲香
北信越ジュニアＵ１８Ｄ 坂田　玲香 ４位 山佐　　　輝
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 土山　達也 全国高専大会団体 石田　晃嗣 準優勝
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 北山　　 葵 全国高校選抜 坂田 　玲香
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 田中　美羽 全国高校選抜 長根尾江里

2016 平成２８年 全国選抜Ｕ１２ 田中  愛純 全国高校総体団体 坂田　 玲香
全国選抜Ｕ１４ 土山　達也 全国高校総体Ｓ 坂田 　玲香
全国選抜Ｕ１４ 田中　美羽 全国高校総体団体 長根尾江里
北信越小学生 田中  愛純 全日本ジュニアＵ１8Ｓ 長根尾江里
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 田中  愛純 全日本ジュニアＵ１8D 長根尾江里
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 田中　愛純 国民体育大会 坂田　玲香
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 北山　　 結 全国大学選手権Ｄ 木村優布子
北信越ジュニアＵ１４Ｓ 土山　達也 全国高専大会団体 石田　晃嗣 優勝
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 土山　達也 全国高専大会D 石田　晃嗣 優勝
北信越ジュニアＵ１４Ｓ 田中　美羽 中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　土山　達也
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 田中　美羽 全国高校選抜 長根尾江里
北信越ジュニアＵ１８Ｓ 長根尾江里 準優勝
北信越ジュニアＵ１８Ｄ 長根尾江里 優勝
北信越ジュニアＵ１８Ｓ 坂田　玲香
北信越ジュニアＵ１８Ｄ 坂田　玲香 ４位
中牟田U15ジュニアＳ 土山　達也
中牟田U15ジュニアＤ 土山　達也
中牟田U15ジュニアＤ 後藤  颯志

2017 平成２９年 全国選抜Ｕ１２ 田中  愛純 全日本ジュニアＵ１8Ｓ 長根尾江里
北信越小学生 田中  愛純 全日本ジュニアＵ１8D 長根尾江里 ベスト8
北信越小学生 北山　　 結 全国大学選手権Ｄ 木村優布子
北信越小学生 宮岸亮太朗 全国大学選手権Ｄ 坂田　玲香
北信越ジュニアＵ１８Ｓ 長根尾江里 ３位 中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　土山　達也
北信越ジュニアＵ１８Ｄ 長根尾江里 準優勝 全国高専大会団体 石田　晃嗣
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 土山　達也 全国高専大会D 石田　晃嗣
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 北山　　葵
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 田中　美羽
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 田中  愛純 ４位
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 林　優実奈
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 田中　愛純
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 北山　　 結
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　土山　達也 ４位

2018 平成３０年 全国選抜Ｕ１２ 林　優実奈 全国大学選手権Ｓ 坂田　玲香
北信越中学生 田中  愛純 全国大学選手権Ｓ 長根尾江里
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 林　優実奈 全日本ジュニアＵ１４D 田中　愛純
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 林　優実奈 全国高専大会D 石田　晃嗣
北信越ジュニアＵ１４Ｓ 田中  愛純
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 田中  愛純 ３位
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 北山　　 結
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 田中　美羽
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 田中　愛純
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 林　優実奈



中牟田U15ジュニアＳ　　　　　    　　　　　　　　　　　　田中　愛純
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　田中　愛純
JOC全国室内選抜 田中　美羽

2019 令和元年 全国選抜Ｕ１２ 宮岸亮太朗 準優勝 全国選抜U１２ 宮岸亮太朗
全国選抜Ｕ１４ 田中  愛純 全国高校総体Ｓ 田中　美羽
北信越小学生 宮岸亮太朗 国民体育大会 田中　美羽
北信越小学生 宮岸　慶成 全国大学選手権D 長根尾江里 ベスト１６
北信越中学生 北山　　 結 中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　田中　愛純
北信越中学生 田中  愛純 全国高校選抜 田中　美羽 (コロナウイルスのため中止）

北信越ジュニアＵ１２Ｓ 岩倉　李旺 全国高専大会D 石田　晃嗣
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 宮岸亮太朗
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 岩倉　李旺
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 宮岸亮太朗
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 宮岸　慶成
北信越ジュニアＵ１４Ｓ 田中  愛純
北信越ジュニアＵ１４Ｓ 林　優実奈
北信越ジュニアＵ１４Ｄ 北山　　 結
北信越ジュニアＵ１８Ｓ 田中　美羽
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 林　優実奈
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　田中　愛純 準優勝
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　林　優実奈
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　北山　　 結
JOC全国室内選抜 田中　美羽

2020 令和2年 全国選抜Ｕ１２ 宮岸　慶成 ５位 全国大学選手権D 坂田　玲香 ベスト３２
全国選抜Ｕ１２ 林　愛友奈 長根尾江里 ベスト３２
全国選抜Ｕ１４ 林　優実奈
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 宮岸亮太朗 中止
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 林　愛友奈 中止
中牟田U15ジュニアS　　　　　    　　　　　　　　　　　　田中　愛純 中止
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　田中　愛純 中止

2021 令和3年 全国選抜Ｕ１２ 宮岸　慶成 3位 全国大学選手権S 長根尾江里
全国選抜Ｕ１２ 林　恵凛奈 全国大学選手権D 長根尾江里 ベスト１６
全国選抜Ｕ１４ 宮岸亮太朗 8位 全国高校総体団体 田中　愛純
全国選抜Ｕ１４ 岩倉　李旺 全日本ジュニアＵ１２S 宮岸　慶成
北信越小学生 宮岸　慶成 全日本ジュニアＵ１２D 宮岸　慶成
北信越小学生 林　恵凛奈 全国小学生 宮岸　慶成
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 宮岸　慶成 準優勝 全国高校選抜 田中　愛純
北信越ジュニアＵ１２Ｓ 林　恵凛奈
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 宮岸　慶成 優勝
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 小坂　音羽 BEST８
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 林　恵凛奈
北信越ジュニアＵ１２Ｄ 岩倉　芙実
北信越ジュニアＵ１４S 林　愛友奈
北信越ジュニアＵ１６Ｄ 田中　愛純 BEST4
ＲＳＫU13ジュニア　　　　 　　　 林　愛友奈 中止
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　宮岸亮太朗 中止
中牟田U15ジュニアD      　　　　　　    　　　　　　　　　　　　宮岸　慶成 中止


