
第４０回全日本バトントワーリング選手権関東支部大会　大会結果一覧 大会期間：2015/02/14～2015/02/15
会場：さいたま市記念総合体育館

＜ソロトワール＞女子小学校低学年部門 ＜ソロトワール＞女子小学校高学年部門

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 山田　向日葵 Blue Twinkle Kids 埼玉県 ○ １位 高橋　　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

２位 平田　　釉莉 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県 ○ ２位 酒井　　玲奈 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

３位 古川　　芙月 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 ○ ３位 髙橋　千亜希 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○

４位 柴崎　　花菜 ユニバーサルバトン 千葉県 ○ ４位 児玉　　彩姫 美聡バトン 埼玉県 ○

５位 菅家　　陽香 ユニバーサルバトン 千葉県 ○ ５位 小西　さくら トワリングチーム　湘南　Ｆａｔｉｎａ 東京都 ○

６位 瓜生　　陽花 Blue Twinkle Kids 埼玉県 ○ ６位 柿原　　亜美 ＺＥＲＯⅢ 東京都

７位 太島　　由菜 Blue Twinkle Kids 埼玉県 ７位 成田　　莉愛 ＴＷＩＲＬ　ｉ－ｐａｒｋ・ｋｉｄｓ 埼玉県

８位 菅原　　智愛 ＴＷＩＲＬ　ｉ－ｐａｒｋ・ｋｉｄｓ 埼玉県 ８位 池田　りずむ ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 小梁川　　舞 成城バトンクラブ 東京都 ○ １位 石馬場　南美 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

２位 森　　　海莉 成城バトンクラブ 東京都 ○ ２位 大島　　美紗 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

３位 岩本　　　燈 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ ３位 藤田　　優香 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

４位 山村　　美波 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○ ４位 大島　　愛美 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

５位 栗原　　理子 成城バトンクラブ 東京都 ○ ５位 久保　　萌夏 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

６位 長島　　朱里 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ ６位 山本　　紗弓 埼玉栄中学・高等学校バトン部 埼玉県

７位 大野　　純依 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ７位 宇津木　瑞穂 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

８位 鈴木　　紀子 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ８位 平久井　愛由 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

＜ソロトワール＞女子中学校部門 ＜ソロトワール＞女子高等学校部門



第４０回全日本バトントワーリング選手権関東支部大会　大会結果一覧 大会期間：2015/02/14～2015/02/15
会場：さいたま市記念総合体育館

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 藤巻　　沙耶 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○ １位 西垣　　知枝 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

２位 大平　菜津美 田中よりこバトンスタジオ 千葉県 ○ ２位 西垣　　直美 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

３位 加藤　　麻緒 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ○ ３位 佐藤　　圭映 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

４位 渡邊　久瑠美 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○ ４位 尾池　　麗香 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

５位 有賀　ひかり ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○ ５位 新井　　陽菜 ツインバトンスタジオ 東京都 ○

６位 徳永　　優衣 ドリームチーム・Tokyo 東京都 ○ ６位 戸田　眞由子 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

７位 松内　　里江 ドリームチーム・Tokyo 東京都 ７位 荻布　麻里奈 田中よりこバトンスタジオ 千葉県

８位 田中　　　彩 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ８位 倉重　　由美 サリュートバトントワリング 千葉県

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 東山　　拓仁 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ １位 駒田　　圭佑 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

２位 佐野　　　翔 Ｙ・Ｓ・Ｙバトンチーム 東京都 ○ ２位 西垣　　道隆 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

３位 齋藤　　　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○ ３位 中原　　滝馬 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

４位 加藤　　仁平 Ｋ☆ｂｒａｃｉｎｇ 東京都 ４位 青木　　友吾 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○

５位 荒井　　久範 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ５位 阿久澤　彪歩 ＪＪトワールメイツ 東京都 ○

６位 青木　　天空 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

７位 見澤　　真心 エンジェルバトンチーム 埼玉県

８位 杉山　　　響 ユニバーサルバトン 千葉県

＜ソロトワール＞女子大学部門 ＜ソロトワール＞女子一般部門

＜ソロトワール＞男子ジュニア部門 ＜ソロトワール＞男子シニア部門



第４０回全日本バトントワーリング選手権関東支部大会　大会結果一覧 大会期間：2015/02/14～2015/02/15
会場：さいたま市記念総合体育館

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 東山　　拓仁 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ １位 矢板　　里菜 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○

２位 草間　瀬里亜 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ ２位 山村　　美波 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

３位 齋藤　　　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○ ３位 越智田　珠希 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○

４位 宮良　　優衣 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　ＹｕｕＳ 東京都 ○ ４位 栗本　　真由 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

５位 山﨑　　理子 ＺＥＲＯⅢ 東京都 ５位 仲村　　彩楓 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県

６位 永沼　　由衣 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ６位 齋藤　　　雛 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

７位 山田　　萌乃 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ７位 濵﨑　　愛花 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

８位 田澤　　那波 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ８位 國谷　　美羽 バトンスタジオＡ＆Ｂ 東京都

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 上野　　詩織 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○ １位 駒田　　圭佑 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

２位 仲澤　友莉菜 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○ ２位 齋藤　　真菜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○

３位 石馬場　南美 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ ３位 吉田　早耶香 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ○

４位 新城　　真弥 山村国際高等学校バトントワリング部 埼玉県 ○ ４位 有賀　ひかり ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

５位 並木　　莉子
相模女子大学高等部
バトントワーリングチームTresMignon

神奈川県 ○ ５位 山口　　裕美 鶴見バトンスタジオ 神奈川県

６位 武田　　望歩 雪谷バトンクラブジュニアチーム 東京都 ６位 伊藤　　杏莉 自由が丘バトンクラブ 東京都

７位 吉田　　未蘭 山村国際高等学校バトントワリング部 埼玉県 ７位 徳永　　優衣 ドリームチーム・Tokyo 東京都

８位 二見　　朱音 鶴見バトンスタジオ 神奈川県 ８位 岩井　　結衣 雪谷バトンクラブ 東京都

＜トゥーバトン＞高等学校部門 ＜トゥーバトン＞大学一般部門

＜トゥーバトン＞小学校部門 ＜トゥーバトン＞中学校部門



第４０回全日本バトントワーリング選手権関東支部大会　大会結果一覧 大会期間：2015/02/14～2015/02/15
会場：さいたま市記念総合体育館

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 池田　りずむ ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ １位 鎌田　　涼花 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

２位 稲木　妃奈乃 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ２位 荒井　　久範 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

３位 佐藤　　彩弥 ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 埼玉県 ○ ３位 松本　　　暖 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県 ○

４位 上田　　莉夢 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県 ○ ４位 岡崎　　佑夏 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ○

５位 宮﨑　　　華 ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 埼玉県 ○ ５位 千葉　　百華 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県

６位 松島　　朋花 クレインバトンスタジオ　ジュニア 群馬県 ○ ６位 新井　　太智 クレインバトンスタジオ 群馬県

７位 松田　　南海 美聡バトン 埼玉県 ７位 江川　　萌菜 ツインバトンスタジオ 東京都

８位 井出　　愛実 ＬＩＬＹ　バトンスタジオ 東京都 ８位 越智田　珠希 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 上野　　詩織 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○ １位 齋藤　　真菜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○

２位 西垣　　道隆 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ ２位 星野　　瑞貴 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ○

３位 中野　　弥成 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○ ３位 加藤　　　萌 SATSUKI DREAMERS バトントワーリング 栃木県 ○

４位 桐ヶ窪　亮太 山村国際高等学校バトントワリング部 埼玉県 ○ ４位 中島　　美雅 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ○

５位 細川　　夢紡 Ｉ♡Ｍ　Ｂａｔｏｎ　Ｕｒａｙａｓｕ 千葉県 ○ ５位 伊藤　　杏莉 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

６位 上野　　杏華 SATSUKI DREAMERS バトントワーリング 栃木県 ６位

７位 高橋　　涼香 埼玉栄中学・高等学校バトン部 埼玉県

８位 田代　　千晴 クレインバトンスタジオ 群馬県

＜スリーバトン＞高等学校部門 ＜スリーバトン＞大学一般部門

＜スリーバトン＞小学校部門 ＜スリーバトン＞中学校部門



第４０回全日本バトントワーリング選手権関東支部大会　大会結果一覧 大会期間：2015/02/14～2015/02/15
会場：さいたま市記念総合体育館

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 髙橋　千亜希 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○ １位 小梁川　　舞 成城バトンクラブ 東京都 ○

２位 杉田　ひかる ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県 ○ ２位 関　　　桃子 田中よりこバトンスタジオ 千葉県 ○

３位 宇田尻　　蘭 成城バトンクラブ 東京都 ○ ３位 栗原　　理子 成城バトンクラブ 東京都 ○

４位 渡辺　沙弥香 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ ４位 石澤　　琴音 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

５位 児玉　　彩姫 美聡バトン 埼玉県 ５位 高木　　千尋 成城バトンクラブ 東京都 ○

６位 古川　　芙月 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 ６位 池田　紗也佳 埼玉栄中学・高等学校バトン部 埼玉県

７位 寺本　　梨音 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ７位 寺本　美乃梨 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県

８位 斎藤　　　葉 ＪＪトワールメイツ 東京都 ８位 岩本　　　燈 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 山本　　紗弓 埼玉栄中学・高等学校バトン部 埼玉県 ○ １位 佐古　　瑞季 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

２位 久保　　萌夏 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ ２位 新宮　有香子 バトンスタジオＡ＆Ｂ 東京都 ○

３位 荒井　　秋乃 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○ ３位 大平　菜津美 田中よりこバトンスタジオ 千葉県 ○

４位 竹谷　　菜摘 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ ４位 荻布　麻里奈 田中よりこバトンスタジオ 千葉県 ○

５位 望月　　莉里 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○ ５位 渡邊　久瑠美 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

６位 白谷　　浩乃 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県 ６位 戸澤　すみれ ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

７位 中島　　舞香 埼玉栄中学・高等学校バトン部 埼玉県 ７位 加藤　　麻緒 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都

８位 宇津木　千紘 白鷗大学足利高等学校バトントワリング部 栃木県 ８位 八木　　萌果 田中よりこバトンスタジオ 千葉県

＜ソロストラット＞高等学校部門 ＜ソロストラット＞大学一般部門

＜ソロストラット＞小学校部門 ＜ソロストラット＞中学校部門



第４０回全日本バトントワーリング選手権関東支部大会　大会結果一覧 大会期間：2015/02/14～2015/02/15
会場：さいたま市記念総合体育館

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 高橋　　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ １位 石澤　　琴音 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

２位 酒井　　玲奈 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○ ２位 田澤　　伽奈 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

３位 宇田尻　　蘭 成城バトンクラブ 東京都 ○ ３位 長島　　朱里 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

４位 寺本　　梨音 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ４位 鎌田　　涼花 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

５位 岩村　　真綾 平塚バトンクラブ 神奈川県 ５位 山下　　藍梨 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

６位 緒方　　七海 Y.T ESSバトンチーム 千葉県 ６位 大野　　純依 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

７位 竹内　　莉緖 ちくみバトンクラブ 埼玉県 ７位 中村　　智美 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県

８位 菅田　　美聡 ＺＥＲＯⅢ 東京都 ８位 今村　　彩夏 田中よりこバトンスタジオ 千葉県

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 宇津木　瑞穂 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ １位 西垣　　直美 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

２位 藤田　　優香 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ ２位 藤巻　　沙耶 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

３位 大島　　愛美 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ ３位 佐藤　　圭映 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

４位 徳田　奈央子 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ ４位 大場　　優子 雪谷バトンクラブ 東京都 ○

５位 大島　　美紗 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○ ５位 佃　　　香里 バトンスタジオＡ＆Ｂ 東京都 ○

６位 斉藤　　汐香 鶴見バトンスタジオ 神奈川県 ○ ６位 斉藤　　彩華 ドリームチーム・Tokyo 東京都

７位 荒井　　秋乃 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ７位 五十嵐　果歩 ＭＫＥシャイニングスター 東京都

８位 若林　　穂花 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県 ８位 江川　　夏海 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都

＜ダンストワール＞小学校部門 ＜ダンストワール＞中学校部門

＜ダンストワール＞高等学校部門 ＜ダンストワール＞大学一般部門



第４０回全日本バトントワーリング選手権関東支部大会　大会結果一覧 大会期間：2015/02/14～2015/02/15
会場：さいたま市記念総合体育館

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

柿原　　亜美 三輪　　　陽

菅田　　美聡 内田　　莉香

荒木　りりあ 阿部　　祥子

齋藤　　奈央 小笠原　華乃

山田　向日葵 安部　菜乃花

太島　　由菜 安部　明咲花

安田　　宇佑 安藤　あすか

小西　さくら 喚山　　歩美

細野　　玲美 岡崎　　佑夏

毛須　　夏美 中島　　詩瑛

坂藤　　葉南 藤本　　彩花

坂藤　　芽泉 眞田　　結々

佐藤　　彩弥 石川　　友乃

田川　　楓子 栁川　　萌瑛

家村　野乃子 髙橋　二千花

仁八　さくら 齊藤　　純菜

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

仲澤　友莉菜 大友　　　茜

平久井　愛由 野澤　　莉歩

徳田　奈央子 高橋　麻由子

森　　　夏夢 守谷　　　茜

加藤　　菜摘 梅戸　　香織

白瀬　　未有 江川　　夏海

竹谷　　菜摘

竹谷　　夏菜

柴　　　智穂

藤森　　愛海

髙坂　　志歩

新城　　真弥

今井　　梨乃

重田　　弥生

山田　　優衣

菅野　　陽菜

埼玉県

５位 ユニバーサルバトン 千葉県

クッキーズJr.バトンクラブ 茨城県

ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ

ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ

ＰＬ首都ＭＢＡ

ツインバトンスタジオ

クレインバトンスタジオ

ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ

４位 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ

Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ

東京都

東京都 ○

雪谷バトンクラブジュニアチーム

埼玉県

東京都 ○

○３位 ○リトル・マーメイド

リトル・マーメイド

トワリングチーム　湘南　Ｆａｔｉｎａ

Blue Twinkle Kids 杉浦紀子バトンスタジオ

○

＜ペア＞高等学校部門 ＜ペア＞大学一般部門

１位 ○ １位杉浦紀子バトンスタジオ

２位 ２位 ○大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

神奈川県

東京都

神奈川県

神奈川県 千葉県

千葉県

自由が丘バトンクラブ 東京都

東京都○

３位

４位

ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都東京都

東京都

東京都

群馬県

６位

７位

８位

自由が丘バトンクラブ

○

○

○

神奈川県

埼玉県

○

○

ヨコハマリトルメジャレッツ１位 ○

２位

３位

６位

７位

ＺＥＲＯⅢ

ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 埼玉県 ○

＜ペア＞小学校部門 ＜ペア＞中学校部門

８位

１位

２位

３位

４位

５位

４位

５位

６位 山村国際高等学校バトントワリング部 埼玉県

７位 東京成徳大学高等学校バトンチーム 東京都

８位 Ｋ☆ｂｒａｃｉｎｇ 東京都


