
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 新潟県カテゴリー別ユース育成コーチ 新潟県 1 新潟県

2 ブロック事務担当者 新潟県 2 新潟県

3 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 石川県 3 新潟県

4 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 石川県 4 新潟県

5 富山県カテゴリー別ユース育成コーチ 富山県 5 新潟県

6 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 6 新潟県

7 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 7 石川県

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 8 石川県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 9 石川県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 10 石川県

11 福井県カテゴリー別ユース育成コーチ　代理 福井県 11 石川県

12 長野県カテゴリー別ユース育成コーチ 長野県 12 富山県

13 富山県

14 富山県

15 富山県

16 富山県

17 福井県

18 福井県

19 福井県

20 福井県

21 福井県

22 長野県

23 長野県

24 長野県

25 長野県

26 長野県

渡辺　裕規 柏崎市立西山中学校 加藤　健人 新潟市立鳥屋野中学校

黒島　啓之 白山市立美川中学校 島倉　欧佑 新潟市立鳥屋野中学校
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氏名 所属 氏名 所属

堀　里也 新潟市立鳥屋野中学校 岩瀬　大樹 新潟市立鳥屋野中学校

岩城　廣和 滑川市立早月中学校 堀澤　泉輝 小千谷市立小千谷中学校

堀内　隆志 南砺市立福光中学校 山本　唯心 白山市立美川中学校

廣瀨　尋理 金沢大学附属中学校 ニノ倉　大雅 上越市立春日中学校

大澤　健史 上市町立上市中学校 片桐　響 長岡市立大島中学校

島崎　大輔 滑川市立早月中学校 浜崎　翔 小松市立松陽中学校

白石　直史 金沢市立金石中学校白﨑　一 鯖江市東陽中学校

茶谷　朋寛 高岡市立芳野中学校 内田　貴斗 白山市立美川中学校

松原　由愛 富山市立富山東部中学校 髙野　洸志朗 野々市市立布水中学校

上杉　修平 高岡市立芳野中学校

葉田　一冴 砺波市立出町中学校

林　大智 福井市明道中学校

上島　太陽 黒部市立桜井中学校

高桑　大和 富山市立奥田中学校

古旗　圭史朗 高岡市立志貴野中学校

野中　柊弥 坂井市立丸岡南中学校

本藤　生蕗 長野市立三陽中学校

長井　敦慎 小布施町立小布施中学校

西川　希惟 大野市開成中学校

岸上　力斗 福井市灯明寺中学校

伊藤　呂澪 福井市灯明寺中学校

髙野　志久 上田市立第二中学校

両角　嘉大 茅野市立北部中学校

大内　歩夢 飯田市立鼎中学校

荒江　淳 松本市立女鳥羽中学校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 新潟県カテゴリー別ユース育成コーチ 新潟県 1 新潟県

2 ブロック事務担当者 新潟県 2 新潟県

3 石川県カテゴリー別ユース育成コーチ 石川県 3 新潟県

4 富山県カテゴリー別ユース育成コーチ 富山県 4 新潟県

5 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 5 新潟県

6 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 6 石川県

7 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 7 石川県

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 8 石川県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 富山県 9 石川県

10 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 福井県 10 石川県

11 長野県カテゴリー別ユース育成コーチ 長野県 11 富山県

12 富山県

13 富山県

14 富山県

15 富山県

16 福井県

17 福井県

18 福井県

19 福井県

20 福井県

21 長野県

22 長野県

23 長野県

24 長野県

25 長野県
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川端　美智世 白山市立光野中学校 関　遥花 新潟市立新潟柳都中学校

寺西　潤子 射水市立小杉中学校 長谷川　優羽 新潟市立新潟柳都中学校

吉田　知訓 新潟市立松浜中学校 深見　心羽 新潟清心女子中学校

駒村　啓二 上越市立城北中学校 星野　乃彩 新潟清心女子中学校

柳原　弘彰 富山市立新庄中学校 船板　柊 輪島市立輪島中学校

龍瀧　治宏 富山大学附属中学校 上濵　日奈 輪島市立輪島中学校

山田　隆介 富山市立月岡中学校 佐藤　尚 村上中等教育学校

堀川　洋一 富山市立奥田中学校 山﨑　涼菜 津幡町立津幡中学校

射水市立小杉中学校

日水　徹 舟橋村立舟橋中学校 町谷　愛海 加賀市立錦城中学校

鈴村　弥生 福井市明道中学校 真木　愛菜 野々市市立野々市中学校

柳澤　真優 松本市立清水中学校

加藤　愛美 諏訪市立諏訪南中学校

長友　琴花 高浜町立高浜中学校

三ツ石　愛理 長野市立北部中学校

大塚　愛真 佐久穂町立佐久穂中学校

岡本　和 松本市立波田中学校

百瀬　悠里絵 飯田市立高陵中学校

川岸　さくら 福井市成和中学校

竹本　有咲 永平寺町松岡中学校

山田　愛結 坂井市立春江中学校

竹森　涼那 富山市立大沢野中学校

吉崎　桃萌 富山市立北部中学校

山村　祐美 福井市明道中学校

出村　小優 入善町立入善中学校

樽川　楓 入善町立入善中学校

山本　吏紗


