
ふりがな ふりがな

氏　　　名 氏　　　名

あいの　りんたろう つねかわ　ひなた

相野　倫太朗 恒川　心奏

いでうえ　たくと おおしま　かんた

井手上　拓翔 大島　甚太

みやがわ　ひろき あいの　そうじろう

宮川　大輝 相野　壮二朗

くろだ　そうすけ やぎした　やまと

黒田　湊介 柳下　大和

もとまつ　こうすけ すぎやま　もな

本松　航典 杉山　萌奈

あまり　ゆずな しまぢ　しゅん

天利　柚那 嶋地　駿

さかもと　ゆうり おおとも　つばさ

坂本　裕里 大友　翼

にしかわ　りゅうと くろさき　そうた

西川　隆士 黒崎　想太

なかやま　けんしん ながの　ゆうせい

中山　絢心 永野　雄晟

みつはし　けんしん いしざき　るい

三橋　健心 石崎　琉生

9 若草野球部 320

10 小和田ミニバス 308

7 鶴嶺ストロングボーイズ 333

8 小和田ミニバス 322

5 東海岸オーシャンズ 345

6 若草野球部 340

3 若草野球部 375

4 鶴嶺ストロングボーイズ 368

1 東海岸オーシャンズ 422

2 平和 380

10 鶴嶺ストロングボーイズ 234

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(２)年　３分間前回し跳び

順位 団　　　名 回数

8 鶴が台フェニックス 260

9 松林ベースボールクラブ 258

6 湘南エース 276

7 平和 269

4 茅ヶ崎剣心会 308

5 小和田ミニバス 282

2 平和 347

3 鶴嶺ストロングボーイズ 328

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(１)年　３分間前回し跳び

順位 団　　　名 回数

1 若草野球部 365



ふりがな ふりがな

氏　　　名 氏　　　名

ぬのかわ　ともや よこた　なおき

布川　智哉 横田　直紀

さかい　あきと おおはら　きい

境　晃杜 大原　綺依

せきた　らいと いのうえ　ゆうたろう

関田　来翔 井上　雄太郎

くぼ　れんと はやかわ　ひろき

久保　蓮斗 早川　大輝

こみね　かなと よしおか　りさ

小峯　奏音 吉岡　理咲

さとう　あおと すずき　はる

佐藤　蒼飛 鈴木　陽

みずむら　しゅう ながくら　ゆうじ

水村　秀 永倉　裕嗣

あらい　おうた かわさき　こう

荒井　旺太 川崎　航

たなか　あさひ ひむろ　げん

田中　朝陽 氷室　源

つるた　さぶろう すずき　ひな

鶴田　三朗 鈴木　陽愛

9 香川ミニバス 419

10 鶴嶺ストロングボーイズ 417

7 茅ヶ崎剣心会 429

8 香川 419

5 東海岸オーシャンズ 456

6 香川ミニバス 438

3 東海岸オーシャンズ 481

4 若草野球部 462

1 湘南エース 521

2 小和田ミニバス 515

10 香川 415

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(４)年　３分間前回し跳び

順位 団　　　名 回数

8 松林ベースボールクラブ 430

9 香川 418

6 東海岸オーシャンズ 433

7 鶴が台フェニックス 431

4 松浪ミニバス 440

5 若草野球部 440

2 小和田ミニバス 478

3 若草野球部 442

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(３)年　３分間前回し跳び

順位 団　　　名 回数

1 東海岸オーシャンズ 533



ふりがな ふりがな

氏　　　名 氏　　　名

まつもと　ゆうき かのう　れん

松本　侑樹 叶　琉

なだ　なゆ かわしま　あつき

名田　菜優 川嶋　厚輝

ささき　とうじ うめざわ　かん

佐々木　童士 梅澤　寛

おく　みさき たかはし　てつあき

奥　美咲 髙橋　徹晃

いちじょう　かすみ やす　たいが

一条　花澄 安　泰駕

いわもと　あつと かがえ　あかね

岩本　睦叶 加賀江　茜

あずま　みく つねかわ　ゆうひ

東　美空 恒川　悠陽

たかはし　じょうのすけ やまぐち　だいと

高橋　成之助 山口　大登

こじま　ゆいな おがわ　ごくう

小嶋　優結奈 小川　悟空

もりやま　ひなた みつはし　そうし

森山　日葵 三觜　湊史

9 茅ヶ崎スカイファルコンズ 482

10 若草野球部 478

7 東海岸オーシャンズ 490

8 柳島ミニバス 490

4 小和田ミニバス 504

6 松浪ミニバス 494

3 松浪ミニバス 508

4 鶴嶺ストロングボーイズ 504

1 東海岸オーシャンズ 549

2 香川ミニバス 538

10 松浪ミニバス 504

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(６)年　３分間前回し跳び

順位 団　　　名 回数

8 鶴が台フェニックス 509

9 柳島ミニバス 505

6 若草野球部 523

7 小和田ミニバス 514

4 小和田ミニバス 538

5 梅田 536

2 小和田ミニバス 544

3 小和田ミニバス 539

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(５)年　３分間前回し跳び

順位 団　　　名 回数

1 東海岸オーシャンズ 547



ふりがな ふりがな

氏　　　名 氏　　　名

あいの　りんたろう くろさき　そうた

相野　倫太朗 黒崎　想太

みやがわ　ひろき あいの　そうじろう

宮川　大輝 相野　壮二朗

ふじまき　あゆた いしざき　るい

藤巻　歩太 石崎　琉生

いでうえ　たくと つねかわ　ひなた

井手上　拓翔 恒川　心奏

おざわ　おうき どど　ゆうさく

小沢　桜輝 百々　優作

もとまつ　こうすけ いそざき　そうた

本松　航典 磯崎　壮汰

にしかわ　りゅうと やぎした　やまと

西川　隆士 柳下　大和

おおさわ　じょうい にがみ　ももあ

大澤　丈偉 二上　苺々愛

あまり　ゆずな ひろせ　ひかり

天利　柚那 広瀬　ひかり

さかもと　ゆうり すぎやま　もな

坂本　裕里 杉山　萌奈

なかやま　けんしん おおとも　つばさ

中山　絢心 大友　翼

さとう　たっぺい

佐藤　達平

すずき　ひろたか

鈴木　裕尊

なかむら　こうすけ

中村　光佑

2 鶴嶺ストロングボーイズ 66

3 FCグランツ梅田 60

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(１)年　前回し２重跳び

順位 団　　　名 回数

1 若草野球部 71

6 小和田ミニバス 36

7 鶴が台フェニックス 33

4 平和 53

5 小和田ミニバス 46

10 平和 22

10 松林ベースボールクラブ 22

8 東海岸オーシャンズ 31

9 湘南エース 30

2 若草野球部 38

3 小和田ミニバス 33

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(２)年　前回し２重跳び

順位 団　　　名 回数

1 小和田ミニバス 47

6 FCグランツ梅田 10

7 鶴嶺ストロングボーイズ 9

4 東海岸オーシャンズ 16

5 松林ミニバス 11

10 東海岸オーシャンズ 2

10 鶴嶺ストロングボーイズ 2

8 小和田ミニバス 6

9 松林ミニバス 5

10 FCグランツ梅田 2

10 香川ミニバス 2

10 若草野球部 2



ふりがな ふりがな

氏　　　名 氏　　　名

さかい　あきと たかはし　るいと

境　晃杜 髙橋　琉翔

ぬのかわ　ともや はやかわ　ひろき

布川　智哉 早川　大輝

とね　そうた いのうえ　ゆうたろう

登根　蒼大 井上　雄太郎

さとう　あおと よしおか　りさ

佐藤　蒼飛 吉岡　理咲

こみね　かなと ひむろ　げん

小峯　奏音 氷室　源

くぼ　れんと よこた　なおき

久保　蓮斗 横田　直紀

つるた　さぶろう いとう　えいすけ

鶴田　三朗 伊藤　栄佑

ささき　おうし まきた　げん

佐々木　旺士 蒔田　源

みずむら　しゅう おおくに　かんな

水村　秀 大國　栞奈

さいとう　ふみや おおつか　よしの

斎藤　史弥 大塚　よしの

あらい　おうた

荒井　旺太

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(３)年　前回し２重跳び

順位 団　　　名 回数

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(４)年　前回し２重跳び

順位 団　　　名 回数

8 鶴が台フェニックス 20

9 若草野球部 19

6 香川 21

7 小和田ミニバス 21

4 若草野球部 24

5 松浪ミニバス 22

2

1 矢畑リトルイーグルス 103

2 若草野球部 62

10 松林ベースボールクラブ 19

香川ミニバス 33

3 東海岸オーシャンズ 32

1 小和田ミニバス 61

2 東海岸オーシャンズ 33

4 香川ミニバス 45

4 湘南エース 45

3 東海岸オーシャンズ 55

4 東海岸オーシャンズ 45

9 東海岸オーシャンズ 24

10 小和田ミニバス 23

7 香川ミニバス 36

8 松浪ミニバス 33



ふりがな ふりがな

氏　　　名 氏　　　名

ささき　とうじ たかはし　てつあき

佐々木　童士 髙橋　徹晃

いわもと　あつと いくた　あやか

岩本　睦叶 生田　彩夏

いちじょう　かすみ たかはし　かい

一条　花澄 高橋　何維

なだ　なゆ とみづか　はるの

名田　菜優 富塚　春乃

こみね　りおと まきた　こころ

小峯　諒音 蒔田　こころ

まつもと　ゆうき かわしま　あつき

松本　侑樹 川嶋　厚輝

てらさき　うみはる やす　たいが

寺崎　海遼 安　泰駕

くろだ　はなり つねかわ　ゆうひ

黒田　花李 恒川　悠陽

なかざわ　りく やまぐち　だいと

中沢　吏玖 山口　大登

とや　ひかり さかい　ゆうた

戸谷　陽香莉 境　優太

しのはら　れいや

篠原　玲也

2 若草野球部 121

3 梅田 100

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(５)年　前回し２重跳び

順位 団　　　名 回数

1 小和田ミニバス 205

5 東海岸オーシャンズ 77

6 鶴が台フェニックス 72

4 小和田ミニバス 80

4 若草野球部 80

9 小和田ミニバス 65

9 東海岸オーシャンズ 65

7 松浪ミニバス 70

8 小和田ミニバス 67

2 柳島ミニバス 130

3 松浪ミニバス 129

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(６)年　前回し２重跳び

順位 団　　　名 回数

1 鶴嶺ストロングボーイズ 184

6 香川ミニバス 97

7 小和田ミニバス 93

4 松林ミニバス 106

5 松浪ミニバス 105

10 小和田ミニバス 72

8 東海岸オーシャンズ 80

9 柳島ミニバス 78



ふりがな ふりがな

氏　　　名 氏　　　名

さいとう　ななせ・つるた　たまの すずき　はる・なかむら　るうた

齋藤　七瀬・鶴田　珠乃 鈴木　陽・中村　留汰

みやがわ　ひろき・やぎした　やまと いのうえ　いつき・いのうえ　ゆうたろう

宮川　大輝・柳下　大和 井上　樹・井上　雄太郎

しみず　いぶき・なかむら　こうすけ かわさき　こう・さとう　ひではる

清水　勇吹・中村　光佑 川崎　航・佐藤　英陽

おおしま　かんた・いでうえ　たくと なかつぼ　たくみ・みずむら　しゅう

大島　勘太・井手上　たくと 中坪　匠・水村　秀

いいじま　しゅう・なかの　あおと いとう　えいすけ・ひむろ　げん

飯嶋　柊・中野　碧人 伊藤　英佑・氷室　源

しも　こうすけ・さとう　ふわり はまだ　らい・しぎょう　たいち

志茂　行亮・佐藤　風羽莉 濱田　來・執行　大馳

おおとも　つばさ・やぎした　やまと いとう　ひろまさ・うちだ　しおり

大友　翼・柳下　大和 伊東　宏将・内田　しおり

うさみ　ゆいと・どど　ゆうさく うちだ　たつき・おのうえ　ゆうま

宇佐美　結斗・百々　優作 内田　樹月・尾上　悠真

たかはし　けいた・おがわ　はるき たなか　あさひ・さいとう　たけひろ

高橋　啓太・小川　悠希 田中　朝陽・斉藤　健弘

うみの　かなと・にしかわ　りゅうと おおがき　そうた・あらい　おおた

海野　秦翔・西川　隆土 大垣　颯汰・荒井　旺太　
10 松林ベースボールクラブ 191

7 松浪ミニバス 206

8 松林ベースボールクラブ 200

240

9 鶴が台フェニックス 92

鶴峰ストロングボーイズ 140

3 FCグランツ梅田 118

5 香川ミニバス 212

6 松浪ミニバス 207

3 香川 225

4 鶴が台フェニックス 218

9 香川 193

4 平和 118

5 矢畑リトルイーグルス 114

2

1 香川ミニバス

2 東海岸オーシャンズ

8 松林ミニバス 96

8 鶴が台フェニックス 96

6 FCグランツ梅田 101

7 鶴峰ストロングボーイズ 100

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(1・2)年　３分間２人跳び

順位 団　　　名 回数

1 香川 155

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(３・４)年　３分間２人跳び

順位 団　　　名 回数

260



ふりがな

氏　　　名

うめざわ　かん・たかはし　かい

梅澤　寛・高橋　何維

むろが　さよ・いくた　あやか

室賀　咲葉・生田　彩夏

いわもと　あつと・しまぢ　ゆう

岩本　睦叶・嶋地　優

てらさき　うみはる・たかさき　じょうのすけ

寺﨑　海遼・高崎　成之助

たかはし　てつあき・みつはし　じょうたろう

高橋　徹晃・三觜　丈太郎

あおき　ちさき・こじま　ゆいな

青木　千咲稀・小嶋　優結奈

かとう　はるの・いちじょう　かすみ

加藤　陽乃・一條　花澄

せき　こうすけ・にしかわ　えいと

関　皓介・西川　英土

ほんま　こうせい・ますやま　ともひさ

本間　鴻成・増山　智久

たまい　くるみ・まつした　くるみ

玉井　来美・松下　來末

なだ　なゆ・とや　ひかり

名田　なゆ・戸谷　ひかり

10 松浪ミニバス 295

10 小和田ミニバス 295

8 鶴が台フェニックス 331

9 香川 318

6 柳島ミニバス 339

7 梅田 333

4 鶴が台フェニックス 360

5 鶴嶺ストロングボーイズ 350

2 柳島ミニバス 370

3 若草野球部 367

≪　結　　果　　表　≫　（上位3名を決定）

(５・６)年　３分間２人跳び

順位 団　　　名 回数

1 松浪ミニバス 403



10 鶴嶺ストロングボーイズ
宮本、三觜、髙橋、佐藤（敏）、澁澤、

金、宮川、今尾
15

9 鶴嶺ストロングボーイズ
栁下、三橋、岩成、葦津、鈴木、臼澤、

長崎、大友
17

9 東海岸オーシャンズ
石橋、伊東、斉藤、坂尾、原淵、大澤、

宮本、佐藤
17

7 香川ミニバス
今川、菅野、須藤、阿世知、登根、市

瀬、新舘、池上
19

8 FCグランツ梅田
きくち、上遠野、藤巻、志茂、鈴木、中

村、多川、清水
18

5 鶴嶺ストロングボーイズ
内山、佐藤、小林、坪井、日笠、澁澤、

三觜、髙橋
24

6 若草野球部母チーム
相野、三觜、嶋地、小峯、斎藤、岩本、

関田、外山
21

3 柳島ミニバス
室賀、下平、川村、青木（綾）、青木

（温）、室賀、松岡、小嶋
27

4 湘南エース
馬場、大羽、天利、横田（光）、中島、

高山、横田（成）、佐藤
25

1 香川
川崎、沼上、金平、増山、斉藤、鶴田、

山元、佐藤
30

2 松林ミニバス
當麻、百々、佐藤、宇佐美、松永、植

手、渡辺、広瀬
29

≪　結　　果　　表　≫　（上位3チームを決定）

(　大人　)　長縄

順位 団　　　名 氏　　　名 回数

8 茅ヶ崎スカイファルコンズ

城井祐一郎（？）森山悟（？）木下英治
（３）髙橋稚彰（？）渡邉陽弘（？）小
倉拓（？）竹井良之（５）山田亜土香

（３）

25

8 小和田ミニバス②

奥美咲（５）戸谷陽香莉（５）大塚よし
の（４）二上苺々愛（2）山地七海

（３）大川新菜（３）山地星七（１）二
上希乃葉（６）

25

7 小和田ミニバス①

藤田葉琉（６）脇領結（６）二上希乃葉
（６）東美空（５）名田菜優（５）大原
綺依（４）渡辺沙希（４）二上蘭々香

（５）

26

7 東海岸オーシャンズ②

平林香祐（５）富井詠太（５）中村洋之
助（５）篠原玲也（５）大國栞奈（４）
山本蘭（４）藤本実優（４）望月波留

（４）

26

5 東海岸オーシャンズ①
恒川悠陽（６）叶琉（６）柴谷伶（６）
渡辺晴太（６）原淵聖（６）山本瑠夏
（６）村部月海（６）佐藤青空（５）

33

6 若草野球部（Aチーム②）

片平志悠（５）峰岸秀弥（５）田中聡真
（５）大塚健琉（６）斉藤功一（４）磯
崎圭吾（５）相野虎之介（６）三觜湊史

（６）

31

3 鶴嶺ストロングボーイズ

上松和暉（５）髙橋徹晃（６）三觜丈太
郎（６）今尾心愛（６）大池一樹（6）
鈴木優心（６）島﨑湊己（６）山﨑千尋

（６）

38

4 松林ミニバス②

広瀬遼太郎（６）渡辺晴樹（６）猶野陽
太（６）柴田りお（６）原田幸太郎

（６）井伊谷洸成（５）本多強気（４）
松永空（４）

35

1 若草野球部（Aチーム①）
相野虎之介（6）三觜湊史（6）外山朝陽
（6）早川大輝（4）岩本睦叶（５）嶋地
優（５）小峯諒音（５）渡辺太晴（５）

72

2 松林ミニバス①
富塚春乃（6）髙橋美月（6）白岩莉愛
（6）野嶋美空（6）鈴木未紘（6）小平
羽奏（6）袴恵海（5）苅米世那（5）

40

≪　結　　果　　表　≫　（上位3チームを決定）

(　団員　)年　　長縄

順位 団　　　名 氏　　　名　（学年） 回数


