
第45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
＜ソロトワール＞女子U-JrⅠ ＜ソロトワール＞女子U-JrⅡ

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 渡辺　紗菜 クレインバトンスタジオ　ジュニア 群馬県 ○ １位 松澤　埜乃 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ　ｋｉｄｓ 埼玉県 ○

２位 大庭　実与 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ○ ２位 小原　沙羅 ＣＲＯＷＮ　ＢＡＴＯＮ　ＡＲＴＳ 神奈川県 ○

３位 芳澤　実里 バトンチームチェリーズ 神奈川県 ○ ３位 藤澤　妃代里 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

４位 康　くるみ クレインバトンスタジオ　ジュニア 群馬県 ○ ４位 大木　彩葉 鶴見バトンスタジオ 神奈川県 ○

５位 斎藤　陽葵 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ　ｃｕｔｅ 千葉県 ○ ５位 大野　かおる ツインバトンスタジオ　キャンディートワラーズ 東京都 ○

６位 吉田　怜奈 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ　ｋｉｄｓ 埼玉県 ６位 笠原　樹 リトル・マーメイド　フェスタ 東京都 ○

７位 下川原　莉佑香 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ７位 松岡　遥花 カレイジャストワラーズ 千葉県 ○

８位 ８位 平田　愛奈 ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 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 瓜生　陽花 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 太島　由菜 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○ ２位 平田　釉莉 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県 ○

３位 朝倉　珠生 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ　ｋｉｄｓ 埼玉県 ○ ３位 朝倉　茉央 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○

４位 池田　夢子 ＣＲＯＷＮ　ＢＡＴＯＮ　ＡＲＴＳ 神奈川県 ○ ４位 小西　さくら 相模女子大学中学部バトントワーリング部 神奈川県 ○

５位 齋藤　日音乃 スタジオＯＮＥ 東京都 ○ ５位 池田　りずむ ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

６位 菅原　智愛 ＴＷＩＲＬ　ｉ－ｐａｒｋ・ｋｉｄｓ 埼玉県 ○ ６位 目黒　彩有里 鶴見バトンスタジオ 神奈川県 ○

７位 鈴木　楓 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○ ７位 古川　芙月 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 ○

８位 相良　莉々子 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 ８位 森泉　凛香 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

＜ソロトワール＞女子JrⅠ ＜ソロトワール＞女子JrⅡ



第45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

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 自由が丘バトンクラブ 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 柿原　亜美 ＺＥＲＯⅢ 東京都 ○ ２位 平久井　愛由 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

３位 長島　朱里 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ ３位 石馬場　南美 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

４位 栗本　真由 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 山中　莉鈴 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○ ５位 藤巻　沙耶 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

６位 安部　明咲花 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○ ６位 徳永　優衣 ドリームチーム・Ｔｏｋｙｏ 東京都 ○

７位 河南　花音 美聡バトン 埼玉県 ○ ７位 久保　萌夏 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

８位 白谷　唯莉 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ８位 新城　真弥 ツインバトンスタジオ 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 上田　琉楓 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ　ｃｕｔｅ 千葉県 ○ １位 齋藤　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

２位 日比野　遥斗 嶺町バトンクラブキューティーズ 東京都 ○ ２位 加藤　仁平 雪谷バトンクラブ 東京都 ○

３位 花輪　秀秋 自由が丘バトンクラブ 東京都 ３位 小谷野　空 クレインバトンスタジオ 群馬県

４位 平川　浩也 ＳＦＹバトントワリング 埼玉県 ４位 大庭　一兎 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都

５位 榎　将臣 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ５位 橋本　紫音 ちくみバトンクラブ 埼玉県

６位 大原　央士 東京バトン 東京都 ６位 齋藤　立暉 雪谷バトンクラブジュニアチーム 東京都

７位 鈴木　拓光 雪谷バトンクラブジュニアチーム 東京都

８位 小澤　友貴 水戸バトンスタジオ 茨城県

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 西垣　秀隆 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

２位 𠮷田　勇耶 雪谷バトンクラブ 東京都 ○

＜ソロトワール＞女子SrⅠ ＜ソロトワール＞女子SrⅡ

＜ソロトワール＞男子Sr

＜ソロトワール＞男子U-Jr ＜ソロトワール＞男子Jr



第45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

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 神原　葵 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ １位 朝倉　珠生 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ　ｋｉｄｓ 埼玉県 ○

２位 石毛　めい 美聡バトン 埼玉県 ○ ２位 池田　夢子 ＣＲＯＷＮ　ＢＡＴＯＮ　ＡＲＴＳ 神奈川県 ○

３位 大野　かおる ツインバトンスタジオ　キャンディートワラーズ 東京都 ３位 伊藤　友莉佳 ちくみバトンクラブ 埼玉県 ○

４位 海老原　晏 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ　ｃｕｔｅ 千葉県 ４位 草間　暖奈 リトル・マーメイド 東京都 ○

５位 古澤　美凪 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ５位 梛野　茉穂 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

６位 中山　陽由里 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ６位 山本　羽 ＳＵＮマーチングスクール湘南Ｆａｔｉｎａ 東京都 ○

７位 渡邉　由奈 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ７位 矢島　蒼葉 チェリーズバトンクラブ 東京都

８位 前川　遥佳 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ８位 佐々木　妃莉 ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ 神奈川県

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 目黒　彩有里 鶴見バトンスタジオ 神奈川県 ○ １位 越智田　珠希 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○

２位 朝倉　茉央 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○ ２位 矢板　里菜 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○

３位 平田　釉莉 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県 ○ ３位 山中　莉鈴 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

４位 山﨑　理子 ＺＥＲＯⅢ 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 草間　瀬里亜 Ｓｔａｒ☆Ｃｈｉｌｄ 東京都 ○ ５位 宮良　優衣 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　ＹｕｕＳ 東京都 ○

６位 本間　詩央 リトル・マーメイド 東京都 ○ ６位 秋山　彩 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○

７位 加藤　妃和理 埼玉栄高等学校バトン部 埼玉県 ○ ７位 舘森　史佳 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

８位 安井　草蘭 ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ 神奈川県 ８位 針山　なつみ ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

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 石馬場　南美 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ １位 齋藤　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

２位 仲澤　友莉菜 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○ ２位 橋本　紫音 ちくみバトンクラブ 埼玉県

３位 石川　久美子 平塚バトンクラブ 神奈川県 ○

＜トゥーバトン＞女子JrⅡ ＜トゥーバトン＞女子SrⅠ

＜トゥーバトン＞女子U-Jr ＜トゥーバトン＞女子JrⅠ

＜トゥーバトン＞男子Jr＜トゥーバトン＞女子Sr Ⅱ

＜トゥーバトン＞男子U-Jr、男子Sr、　※エントリー無し



第45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

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 神原　葵 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ １位 太島　由菜 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○

２位 松岡　遥花 カレイジャストワラーズ 千葉県 ○ ２位 鈴木　仁菜 カレイジャストワラーズ 千葉県 ○

３位 濱田　風花 チェリーズバトンクラブ　ピンキーズ 東京都 ３位 田中　くるみ ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

４位 中山　陽由里 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ４位 藤田　美桜 チェリーズバトンクラブ 東京都

５位 玉井　宙瑠 美聡バトン 埼玉県

６位 苔縄　茜 Ｓｔａｒ☆Ｃｈｉｌｄ 東京都

７位 荻野　蒼空 ツインバトンスタジオ　キャンディートワラーズ 東京都

８位 中里　結菜 カレイジャストワラーズ 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 池田　りずむ ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○ １位 越智田　珠希 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○

２位 神楽　梨緒 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ２位 鎌田　涼花 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

３位 草間　瀬里亜 Ｓｔａｒ☆Ｃｈｉｌｄ 東京都 ○ ３位 横江　美咲 山村国際高等学校バトントワーリング部 埼玉県 ○

４位 桑野　花音 日出学園高等学校バトントワーリング部 千葉県 ○ ４位 秋山　彩 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○

５位 佐藤　湖々 バトンチーム真　東京 東京都 ○ ５位 宮﨑　華 ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 埼玉県 ○

６位 松田　南海 美聡バトン 埼玉県 ○ ６位 真辺　杏菜 ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 埼玉県

７位 野平　青花 ツインバトンスタジオ 東京都

８位 古澤　涼華 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

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 新城　真弥 ツインバトンスタジオ 東京都 ○ １位 小谷野　空 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○

２位 渡辺　彩乃 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県 ○ ２位 坂本　ダイナ カレイジャストワラーズ 千葉県

３位 倉重　由美 サリュートバトントワリング 千葉県 ○

＜スリーバトン＞男子Jr

＜スリーバトン＞女子U-Jr ＜スリーバトン＞女子JrⅠ

＜スリーバトン＞女子JrⅡ ＜スリーバトン＞女子SrⅠ

＜スリーバトン＞女子Sr Ⅱ



第45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

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 荒井　久範 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

＜スリーバトン＞男子U-Jr　※エントリー無し

＜スリーバトン＞男子Sr



第45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

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 松澤　埜乃 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ　ｋｉｄｓ 埼玉県 ○ １位 瓜生　陽花 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ　ｋｉｄｓ 埼玉県 ○

２位 黒川　詩桜 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県 ○ ２位 鈴木　愛弓 ツインバトンスタジオ 東京都 ○

３位 小原　沙羅 ＣＲＯＷＮ　ＢＡＴＯＮ　ＡＲＴＳ 神奈川県 ３位 中村　雛子 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

４位 清野　喜花 バトンスタジオＡ＆Ｂ 東京都 ４位 当真　琉璃 ちくみバトンクラブ 埼玉県 ○

５位 平田　愛奈 ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 埼玉県 ５位 菅原　智愛 ＴＷＩＲＬ　ｉ－ｐａｒｋ・ｋｉｄｓ 埼玉県 ○

６位 今本　怜伽 ＳＵＮマーチングスクール湘南Ｆａｔｉｎａ 東京都 ６位 下川原　遙 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

７位 鈴木　花奈 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ７位 岩田　楓 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県

８位 玉井　彩吹 美聡バトン 埼玉県 ８位 嶋田　栞奈 ＣＲＯＷＮ　ＢＡＴＯＮ　ＡＲＴＳ 神奈川県

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 小西　さくら 相模女子大学中学部バトントワーリング部 神奈川県 ○ １位 小梁川　舞 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

２位 安野　友惟 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○ ２位 関　桃子 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｔ’ｓＹ 千葉県 ○

３位 齋藤　支永奈 スタジオＯＮＥ 東京都 ○ ３位 石井　あかね 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

４位 伊藤　真李佳 東京成徳大学高等学校バトンチーム 東京都 ○ ４位 安藤　りん 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

５位 山本　ひなた ＳＵＮマーチングスクール湘南Ｆａｔｉｎａ 東京都 ○ ５位 小笠原　華乃 Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 埼玉県 ○

６位 城之内　恭子 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○ ６位 青山　歌穂 雪谷バトンクラブ 東京都 ○

７位 菅家　陽香 Ｓｔａｒ☆Ｃｈｉｌｄ 東京都 ７位 白谷　唯莉 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

８位 大澤　理子 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県 ８位 印田　花鈴 埼玉栄高等学校バトン部 埼玉県

＜ソロストラット＞JrⅡ ＜ソロストラット＞SrⅠ

＜ソロストラット＞U-Jr ＜ソロストラット＞JrⅠ



第45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

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 久保　萌夏 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

２位 大平　菜津美 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｔ’ｓＹ 千葉県 ○

３位 加藤　麻緒 ＰＬ首都ＭＢＡ 東京都 ○

４位 荒井　秋乃 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

５位 前山　紗穂 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

６位 高橋　麻由子 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

７位 渡邊　久瑠美 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

８位 松内　里江 ドリームチーム・Ｔｏｋｙｏ 東京都

＜ソロストラット＞SrⅡ



第45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

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 大木　彩葉 鶴見バトンスタジオ 神奈川県 ○ １位 中村　雛子 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

２位 上田　琉楓 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ　ｃｕｔｅ 千葉県 ○ ２位 鈴木　愛弓 ツインバトンスタジオ 東京都 ○

３位 水坂　芽生 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ３位 森永　楓花 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

４位 中川　歩ノ果 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ４位 齋藤　日音乃 スタジオＯＮＥ 東京都 ○

５位 小森　咲葵 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ５位 下川原　遙 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

６位 藤澤　妃代里 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ６位 中川　歩来 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

７位 今井　珠愛 美聡バトン 埼玉県 ７位 松井　彩実 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｔ’ｓＹ 千葉県

８位 佐藤　桜々 バトンチーム真　東京 東京都 ８位 山下　杏奈 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＴＡＲ　ＢＡＴＯＮ　ＴＥＡＭ 神奈川県

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 高橋　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ １位 大野　純依 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

２位 森泉　凛香 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ ２位 石井　あかね 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

３位 田澤　那波 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○ ３位 安藤　りん 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

４位 内田　百香 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○ ４位 長島　朱里 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

５位 溝口　葉月 バトンスタジオＡ＆Ｂ 東京都 ○ ５位 鎌田　涼花 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県 ○

６位 北條　綺理 ＳＡＬＵＴＥ 東京都 ○ ６位 竹内　莉緒 埼玉栄高等学校バトン部 埼玉県 ○

７位 高木　希花 埼玉栄高等学校バトン部 埼玉県 ７位 岩村　真綾 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 ○

８位 北村　亜海華 武蔵野大学附属千代田高等学院・千代田女学園中学校バトン部 東京都 ８位 河南　花音 美聡バトン 埼玉県

＜ダンストワール＞U-Jr ＜ダンストワール＞JrⅠ

＜ダンストワール＞JrⅡ ＜ダンストワール＞SrⅠ



第45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

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 駒田　圭佑 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

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 ○

４位 西垣　秀隆 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

５位 荒井　秋乃 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

６位 惣角　朱里 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

７位 佃　香里 バトンスタジオＡ＆Ｂ 東京都 ○

８位 斉藤　彩華 ドリームチーム・Ｔｏｋｙｏ 東京都

＜ダンストワール＞SrⅡ



第45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

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

中川　歩ノ果 森永　楓花

岡安　優華 中川　歩来

今本　怜伽 宇田　凪紗

鈴木　心和 笠原　樹

安木　紅葉 鈴木　楓

菅原　のぞみ 今泉　莉緒

阿久津　陽菜乃 伊藤　友莉佳

佐藤　美香子 当真　琉璃

小泉　楓 藤田　美桜

渡辺　絢菜 矢島　蒼葉

渡邉　このは 佐々木　妃莉

斎藤　麻央 安木　桜

濱田　風花 松田　こころ

宇山　櫻子 黒瀬　心愛

榎　将臣 小口　明紗 チェリーズバトンクラブ

野本　和瑚 渡辺　結菜 チェリーズバトンクラブ　ピンキーズ

＜ペア＞U-Jr ＜ペア＞JrⅠ

１位 ○大越多美子・バトン・スタジオ・ 大越多美子・バトン・スタジオ・埼玉県

○

○

ＳＵＮマーチングスクール湘南Ｆａｔｉｎａ

チェリーズバトンクラブ　ピンキーズ 東京都

東京都

神奈川県

チェリーズバトンクラブ　ピンキーズ

ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ

４位

５位

神奈川県

８位

ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ

２位

３位

６位

７位

東京都

○神奈川県

東京都

６位

○東京都

埼玉県

東京都

埼玉県

埼玉県

東京都

○

○

○

○

○チェリーズバトンクラブ５位

東京都

バトンスタジオＡ＆Ｂ

リトル・マーメイド　フェスタ

１位

２位

Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ

ちくみバトンクラブ

３位

４位

チェリーズバトンクラブ　ピンキーズ

カレイジャストワラーズ

７位

８位

千葉県

杉浦紀子バトンスタジオ



第45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

順位 氏名 所属団体 都県 推薦 順位 氏名 所属団体 都県 推薦

古橋　百合愛 中村　智美

本間　詩央 仲村　彩楓

鈴木　結和 上藤　菜々子

山本　ひなた 山田　萌乃

安西　紗良 阿部　祥子

安井　草蘭 小笠原　華乃

高木　希花 安部　菜乃花

中村　萌恵 安部　明咲花

中村　未来 細野　玲美

伊澤　真子 毛須　夏美

佐野　朱花里 亀田　志乃

中野　蘭 伊藤　真李佳

佐藤　湖々 加藤　さくら

宮﨑　紗莱 加藤　ななみ

篠﨑　由芽 川辺　雪乃

青嶋　瑠花 須藤　菖音

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

前山　紗穂

齋藤　雛

仲澤　友莉菜

平久井　愛由

徳永　優衣

池田　紗也佳

今井　汐里

今井　衣里

渡邊　久瑠美

鈴木　綾

自由が丘バトンクラブ 東京都

ＴＷＩＲＬ　ｉ　Ｍａｊｏｒｅｔｔｅｓ 埼玉県

東京都 ○

８位 埼玉県

○

７位 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

６位

神奈川県

カレイジャストワラーズ 千葉県 東京成徳大学高等学校バトンチーム

８位

７位 バトンチーム真　東京 東京都

Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ

○

神奈川県

Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ

３位ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ

ＳＵＮマーチングスクール湘南Ｆａｔｉｎａ 東京都

埼玉県

ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県

埼玉県

神奈川県杉浦紀子バトンスタジオ

ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ

埼玉栄高等学校バトン部 埼玉県

Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ

リトル・マーメイド 東京都

○○

○○

２位 ○ ２位

＜ペア＞JrⅡ

１位 ○ １位

＜ペア＞SrⅠ

○

１位 杉浦紀子バトンスタジオ

４位

５位

６位

神奈川県 ○

＜ペア＞SrⅡ

５位

４位

３位

３位 ドリームチーム・Ｔｏｋｙｏ 東京都 ○

２位 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

５位 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 ○

４位 平塚バトンクラブ 神奈川県 ○



第45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
＜フリースタイル個人＞女子Jr　選考者 ＜フリースタイル個人＞女子Sr　選考者

No. 氏名 所属団体 都県 No. 氏名 所属団体 都県

1 山﨑　理子 ＺＥＲＯⅢ 東京都 1 西垣　知枝 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

2 小西　さくら 相模女子大学中学部バトントワーリング部 神奈川県 2 石馬場　南美 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県

3 菅家　陽香 Ｓｔａｒ☆Ｃｈｉｌｄ 東京都 3 久保　萌夏 ＭＡＫＵＨＡＲＩ・ミルキートワラーズ 千葉県

4 齋藤　支永奈 スタジオＯＮＥ 東京都 4 栗本　真由 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

5 内田　百香 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都 5 藤巻　沙耶 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都

6 中村　雛子 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 6 荒井　秋乃 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

7 山下　七芽 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 7 惣角　朱里 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都

8 梛野　莉菜 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 8 大野　純依 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

9 松井　彩実 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｔ’ｓＹ 千葉県

10 溝口　葉月 バトンスタジオＡ＆Ｂ 東京都

11 鈴木　愛弓 ツインバトンスタジオ 東京都

12 田澤　那波 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

13 高橋　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

14 齋藤　日音乃 スタジオＯＮＥ 東京都

＜フリースタイル個人＞男子Jr　選考者

No. 氏名 所属団体 都県

1 齋藤　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

No. 氏名 所属団体 都県

中村　智美

仲村　彩楓

渡邊　久瑠美

鈴木　綾
2 ＴＷＩＲＬ　ｉ 東京都

＜フリースタイル個人＞男子Sr　※エントリー無し

＜フリースタイルペア＞Sr　選考ペア

1 ｃｌｅａｒ　Ｂａｔｏｎ 千葉県

＜フリースタイルペア＞Jr　※エントリー無し

＜フリースタイルチーム＞　※エントリー無し


