
第48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＞女子アンダージュニアⅠ ＜ソロトワール＞女子アンダージュニアⅡ

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 折茂　桜 Blue Twinkle 埼玉県 〇 １位 渡辺　紗菜 クレインバトンスタジオ 群馬県 〇

２位 渡辺　杏朱菜 クレインバトンスタジオ 群馬県 〇 ２位 小原　摩耶 バトンスタジオA&B 東京都 〇

３位 末次　香織 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ３位 竹村　早瑶 ツインバトンスタジオ　キャンディートワラーズ 東京都 〇

４位 海老原　星 clear Baton cute 千葉県 ４位 吉田　怜奈 Blue Twinkle 埼玉県 〇

５位 池田　結香 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ５位 重田　千咲妃 CROWN BATON ARTS Jr. 神奈川県 〇

６位 松本　紗苗 カレイジャストワラーズジュニア 千葉県 ６位 山下　佳蓮 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 〇

７位 大田　玲南羽 Blue Twinkle kids 埼玉県 ７位 植木　莉愛 SUNマーチングスクール湘南　Fatina 東京都

８位 星野　羽乃 カレイジャストワラーズジュニア 千葉県 ８位 須永　唯 クレインバトンスタジオ 群馬県

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 水坂　芽生 Blue Twinkle 埼玉県 〇 １位 瓜生　陽花 Blue Twinkle 埼玉県 〇

２位 平田　愛奈 TWIRL i Majorettes 埼玉県 〇 ２位 小原　沙羅 相模女子大学中学部バトントワーリング部 神奈川県 〇

３位 伊藤　みずき Blue Twinkle 埼玉県 〇 ３位 朝倉　珠生 Blue Twinkle 埼玉県 〇

４位 前川　遥佳 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 〇 ４位 中村　雛子 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 〇

５位 大久　陽依梨 クレインバトンスタジオ 群馬県 〇 ５位 藤澤　妃代里 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 〇

６位 伊藤　里菜 Blue Twinkle 埼玉県 〇 ６位 中川　歩来 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 〇

７位 荒木　芽玖 TWIRL i 東京都 〇 ７位 草間　暖奈 リトル・マーメイド 東京都 〇

８位 菅原　のぞみ ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ 神奈川県 ８位 大野　かおる ツインバトンスタジオ　 東京都

＜ソロトワール＞女子ジュニアⅠ ＜ソロトワール＞女子ジュニアⅡ



第48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 高橋　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 〇 １位 小梁川　舞 自由が丘バトンクラブ 東京都 〇

２位 朝倉　茉央 Blue Twinkle 埼玉県 〇 ２位 大島　愛美 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 〇

３位 平田　釉莉 LITTLE STAR BATON TEAM 神奈川県 〇 ３位 平久井　愛由 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 〇

４位 池田　りずむ ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 〇 ４位 杉山　一花 clear Baton 千葉県 〇

５位 河南　花音 美聡バトン 埼玉県 〇 ５位 石馬場　南美 自由が丘バトンクラブ 東京都 〇

６位 古川　芙月 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 〇 ６位 森　海莉 雪谷バトンクラブ 東京都 〇

７位 安井　草蘭 ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ 神奈川県 〇 ７位 徳永　優衣 ドリームチーム・Tokyo 東京都 〇

８位 山田　向日葵 東京成徳大学高等学校バトンチーム 東京都 ８位 大島　有未 TWIRL i 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 鈴木　柊 Blue Twinkle 埼玉県 〇 １位 川口　調 自由が丘バトンクラブ 東京都 〇

２位 須永　有雅 クレインバトンスタジオ 群馬県 ２位 上田　琉楓 clear Baton 千葉県

３位 大久　晴士 クレインバトンスタジオ 群馬県 ３位 日比野　遥斗 雪谷バトンクラブジュニアチーム 東京都

４位 榎　将臣 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

５位 花輪　秀秋 自由が丘バトンクラブ 東京都

６位 深田　陽斗 雪谷バトンクラブジュニアチーム 東京都

７位 小澤　友貴 水戸バトンスタジオ 茨城県

８位 大原　央士 東京バトン 東京都

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 齋藤　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

２位 西垣　秀隆 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

＜ソロトワール＞女子シニアⅠ ＜ソロトワール＞女子シニアⅡ

＜ソロトワール＞男子シニア

＜ソロトワール＞男子アンダージュニア ＜ソロトワール＞男子ジュニア



第48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 折茂　桜 Blue Twinkle 埼玉県 ○ １位 大久　陽依梨 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○

２位 小原　摩耶 バトンスタジオA&B 東京都 ○ ２位 海老原　晏 clear Baton cute 千葉県 ○

３位 須永　唯 クレインバトンスタジオ 群馬県 ３位 堀　ひなた ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ 神奈川県 ○

４位 石澤　明 ZEROⅢ 東京都 ４位 森　絆菜 LITTLE STAR BATON TEAM 神奈川県 ○

５位 重田　千咲妃 CROWN BATON ARTS Jr. 神奈川県 ５位 古澤　美凪 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

６位 山下　晴 さくらバトンクラブ東京ジュニア 東京都 ６位 大竹　加恋 ちくみバトンクラブ 埼玉県

７位 中村　花子 K☆bracing 東京都 ７位 長谷川　実和 フェアリーズバトンスタジオ 東京都

８位 フォスターミッセン　璃花 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 朝倉　珠生 Blue Twinkle 埼玉県 ○ １位 山田　向日葵 東京成徳大学高等学校バトンチーム 東京都 ○

２位 伊藤　友莉佳 ちくみバトンクラブ 埼玉県 ○ ２位 今井　瑚雪 美聡バトン 埼玉県 ○

３位 落合　舞桜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ３位 草間　瀬里亜 Star☆Child 東京都 ○

４位 草間　暖奈 リトル・マーメイド 東京都 ○ ４位 宮良　優衣 Baton Team YuuS 東京都 ○

５位 大野　かおる ツインバトンスタジオ　 東京都 ○ ５位 中村　未来 ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ 神奈川県 ○

６位 宮岡　瑠泉 TWIRL i 東京都 ○ ６位 齋藤　伶菜 雪谷バトンクラブ 東京都

７位 神原　葵 日出学園中学校バトントワーリング部 千葉県 ○ ７位 荒木　佑芽 TWIRL i 東京都

８位 玉井　宙瑠 美聡バトン 埼玉県 ８位 井上　保奈美 鶴見バトンスタジオ 神奈川県

＜トゥーバトン＞女子ジュニアⅡ ＜トゥーバトン＞女子シニアⅠ

＜トゥーバトン＞女子アンダージュニア ＜トゥーバトン＞女子ジュニアⅠ



第48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 石馬場　南美 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○ １位 鈴木　柊 Blue Twinkle 埼玉県 ○

２位 越智田　珠希 Blue Twinkle 埼玉県 ○

３位 齋藤　真菜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○

４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 榎　将臣 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○ １位 西垣　秀隆 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

２位 橋本　紫音 ちくみバトンクラブ 埼玉県

３位 小澤　友貴 水戸バトンスタジオ 茨城県

＜トゥーバトン＞男子シニア

＜トゥーバトン＞男子アンダージュニア＜トゥーバトン＞女子シニアⅡ

＜トゥーバトン＞男子ジュニア



第48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 渡辺　紗菜 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○ １位 長谷川　実和 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○

２位 古澤　美凪 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

３位 斎藤　陽葵 clear Baton cute 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 神原　葵 日出学園中学校バトントワーリング部 千葉県 ○ １位 池田　りずむ ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

２位 渡邉　由奈 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ２位 上田　莉夢 clear Baton 千葉県 ○

３位 落合　舞桜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ３位 神楽　梨緒 日出学園高等学校バトントワーリング部 千葉県 ○

４位 荻野　蒼空 ツインバトンスタジオ　 東京都 ○ ４位 桑野　花音 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○

５位 玉井　宙瑠 美聡バトン 埼玉県 ○ ５位 古澤　涼華 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 佐藤　湖々 バトンチーム真.TOKYO 東京都

７位 松田　麗美 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ７位 宮﨑　華 TWIRL i Majorettes 埼玉県

８位 大貫　桜子 TWIRL i Majorettes 埼玉県

＜スリーバトン＞女子アンダージュニア ＜スリーバトン＞女子ジュニアⅠ

＜スリーバトン＞女子ジュニアⅡ ＜スリーバトン＞女子シニアⅠ



第48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 越智田　珠希 Blue Twinkle 埼玉県 ○ １位 上田　琉楓 clear Baton 千葉県 ○

２位 杉山　一花 clear Baton 千葉県 ○ ２位 橋本　紫音 ちくみバトンクラブ 埼玉県 ○

３位 齋藤　真菜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ３位 日比野　遥斗 雪谷バトンクラブジュニアチーム 東京都 ○

４位 新城　真弥 ツインバトンスタジオ　 東京都 ４位 松本　新大 雪谷バトンクラブジュニアチーム 東京都

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 ○ ＜男子アンダージュニアはエントリー無＞

＜スリーバトン＞男子ジュニア

＜スリーバトン＞男子シニア

＜スリーバトン＞女子シニアⅡ



第48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 渡辺　杏朱菜 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○ １位 大田　希乃羽 Blue Twinkle 埼玉県 ○

２位 植木　莉愛 SUNマーチングスクール湘南　Fatina 東京都 ２位 平田　愛奈 TWIRL i Majorettes 埼玉県 ○

３位 吉田　怜奈 Blue Twinkle 埼玉県 ３位 洌鎌　明日春 ちくみバトンクラブ 埼玉県

４位 井上　紗良 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 ４位 水岡　優月 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

５位 玉谷　瑠海 Blue Twinkle 埼玉県 ５位 玉井　彩吹 美聡バトン 埼玉県

６位 谷口　南海 バトンスタジオA&B 東京都 ６位 折茂　初菜 Blue Twinkle 埼玉県

７位 窪川　いちか 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ７位 田中　歩乃 リトル・マーメイド フェスタ 東京都

８位 仲宗根　伊澄 さくらバトンクラブ東京ジュニア 東京都 ８位 市川　瑚子 Baton Team T'sY 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 中村　雛子 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○ １位 相蘇　蘭音 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

２位 鈴木　愛弓 ツインバトンスタジオ　 東京都 ○ ２位 斎藤　葉 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

３位 小原　沙羅 相模女子大学中学部バトントワーリング部 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 ○

４位 笠原　樹 リトル・マーメイド 東京都 ４位 安野　友惟 クレインバトンスタジオ 群馬県 ○

５位 藤澤　妃代里 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ５位 山本　ひなた SUNマーチングスクール湘南　Fatina 東京都 ○

６位 及川　里蘭 ちくみバトンクラブ 埼玉県 ６位 酒井　玲奈 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

７位 嶋田　栞奈 CROWN BATON ARTS 神奈川県 ７位 上田　明 TWIRL i 東京都 ○

８位 梶川　華蓮 バトンスタジオA&B 東京都 ８位 竹内　朋夏 さくらバトンクラブ東京 東京都

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 荒井　秋乃 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

２位 関　　桃子 Baton Team T'sY 千葉県 ○

３位 中元　未来 clear Baton 千葉県 ○

４位 高橋　麻由子 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

５位 渡邊　久瑠美 TWIRL i 東京都 ○

６位 山口　日菜子 TWIRL i 東京都 ○

７位 仲村　彩楓 clear Baton 千葉県 ○

８位 柴　智穂 clear Baton 千葉県

＜ソロストラット＞ジュニアⅡ ＜ソロストラット＞シニアⅠ

＜ソロストラット＞アンダージュニア ＜ソロストラット＞ジュニアⅠ

＜ソロストラット＞シニアⅡ



第48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 高梨　実咲 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ １位 水坂　芽生 Blue Twinkle 埼玉県 ○

２位 山下　佳蓮 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 ○ ２位 大庭　実与 Blue Twinkle 埼玉県 ○

３位 藤田　果帆 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ３位 岡安　優華 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

４位 谷口　南海 バトンスタジオA&B 東京都 ４位 前川　遥佳 フェアリーズバトンスタジオ 東京都

５位 川野　亜希子 リトル・マーメイド フェスタ 東京都 ５位 折茂　初菜 Blue Twinkle 埼玉県

６位 クライシ　伊スマ 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ６位 荒木　芽玖 TWIRL i 東京都

７位 黒瀬　叶穏 バトンスタジオA&B 東京都 ７位 中原　掬乃 LITTLE STAR BATON TEAM 神奈川県

８位 森　柚有姫 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ８位 宮澤　琴菜 ZEROⅢ 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 中川　歩来 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ １位 齋藤　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 ○

２位 鈴木　愛弓 ツインバトンスタジオ　 東京都 ○ ２位 高橋　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

３位 中川　歩ノ果 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○ ３位 相蘇　蘭音 自由が丘バトンクラブ 東京都 ○

４位 小西　あかね 相模女子大学中学部バトントワーリング部 神奈川県 ○ ４位 田澤　那波 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 ○

５位 鮏川　莉桜 品川アクアシャイントワラーズ 東京都 ５位 内田　百香 TWIRL i 東京都 ○

６位 今井　珠愛 美聡バトン 埼玉県 ６位 上田　明 TWIRL i 東京都 ○

７位 曽山　ななこ 自由が丘バトンクラブ 東京都 ７位 河南　花音 美聡バトン 埼玉県 ○

８位 梶川　華蓮 バトンスタジオA&B 東京都 ８位 安野　友惟 クレインバトンスタジオ 群馬県

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

１位 藤巻　沙耶 TWIRL i 東京都 ○

２位 大島　愛美 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 ○

３位 安藤　りん 自由が丘バトンクラブ 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 鈴木　綾 TWIRL i 東京都 ○

６位 斉藤　彩華 ドリームチーム・Tokyo 東京都 ○

７位 鈴木　瑞穂 TWIRL i - park・kids 埼玉県 ○

８位 中島　香歩 TWIRL i 東京都

＜ダンストワール＞アンダージュニア ＜ダンストワール＞ジュニアⅠ

＜ダンストワール＞ジュニアⅡ ＜ダンストワール＞シニアⅠ

＜ダンストワール＞シニアⅡ



第48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

森　美俐亜 伊藤　みずき

中西　咲帆 伊藤　里菜

須貝　珠理菜 中原　掬乃

須貝　優美菜 森　絆菜

星　ひまり 岩本　結葉

荒木　千奈 芳澤　実里

竹石　夕真

杉本　美咲

新村　凜

秋山　姫菜乃

橋本　志茉

奥津　桃羽

高田　榛乃

北原　伶夏

阿久津　陽菜乃

野勢　朋花

〇

２位

バトンチームチェリーズ

〇

〇

〇

〇

埼玉県

神奈川県

神奈川県

下馬L.M.C．ジュニアフレンズ

＜ペア＞アンダージュニア ＜ペア＞ジュニアⅠ

１位 〇K☆bracing Blue Twinkle１位東京都

〇 LITTLE STAR BATON TEAM

４位

埼玉県

千葉県 ３位

Blue Twinkle２位

３位 カレイジャストワラーズジュニア

６位

７位

バトンチームチェリーズ

エンジェルバトンチーム

東京都５位

ザ・スピリッツ 千葉県

〇神奈川県

埼玉県

チェリーズバトンクラブ　ピンキーズ 東京都８位



第48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

今本　怜伽 古橋　百合愛

鈴木　心和 本間　詩央

五十嵐　美聡 細野　玲美

五十嵐　美優 毛須　夏美

石毛　めい 〆谷　理帆

今井　珠愛 斎藤　葉

三田　結音 草間　瀬里亜

野本　葉己 草間　瀬緒奈

及川　里蘭 安井　草蘭

洌鎌　明日春 中村　未来

中川　歩ノ果 湯浅　未羽

岡安　優華 松井　凜

藤田　美桜 佐藤　湖々

矢島　蒼葉 宮﨑　紗莱

瀧口　佳菜 吉田　圭来

小林　由結 吉田　栞里

順位 氏名 所属団体 都県 推薦

小梁川　舞

駒田　圭佑

仲村　彩楓

中村　智美

渡邊　久瑠美

鈴木　綾

中元　未来

柴　智穂

永谷　結

池渕　真帆

東京都 〇

＜ペア＞シニアⅡ

１位

８位 品川アクアシャイントワラーズ 東京都 ８位 自由が丘バトンクラブ 東京都

自由が丘バトンクラブ

東京都 〇

６位

ＰＬ神奈川第一ＭＢＡ 神奈川県

千葉県 〇

〇

自由が丘バトンクラブ

７位 バトンチーム真.TOKYO

〇 ザ・スピリッツ

７位 チェリーズバトンクラブ 東京都

６位 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

埼玉県

リトル・マーメイド 東京都

埼玉県TWIRL i Majorettes

３位

４位

５位

東京都Star☆Child

東京都

〇 １位

＜ペア＞シニアⅠ

〇〇

〇〇

〇

埼玉県

東京都

東京都

〇

４位

３位

５位 〇

〇

東京都

２位リトル・マーメイド

＜ペア＞ジュニアⅡ

１位

２位

ちくみバトンクラブ

さくらバトンクラブ東京

美聡バトン

２位 clear Baton 千葉県 〇

３位 TWIRL i

５位 下馬L.M.C． 東京都

４位 clear Baton 千葉県 〇

東京都 〇



第48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

＜IBTFソロトワール＞女子ユース ＜IBTFソロトワール＞女子ジュニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

水坂　芽生 Blue Twinkle 埼玉県 瓜生　陽花 Blue Twinkle 埼玉県

平田　愛奈 TWIRL i Majorettes 埼玉県 小原　沙羅 相模女子大学中学部バトントワーリング部 神奈川県

朝倉　珠生 Blue Twinkle 埼玉県

中村　雛子 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

＜IBTFソロトワール＞女子シニア ＜IBTFソロトワール＞女子アダルト

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

高橋　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県 小梁川　舞 自由が丘バトンクラブ 東京都

平田　釉莉 LITTLE STAR BATON TEAM 神奈川県 平久井　愛由 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

池田　りずむ ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 杉山　一花 clear Baton 千葉県

古川　芙月 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 石馬場　南美 自由が丘バトンクラブ 東京都

＜IBTFソロトワール＞男子ジュニア ＜IBTFソロトワール＞男子シニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

上田　琉楓 clear Baton 千葉県 齋藤　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県



第48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

＜IBTFトゥーバトン＞女子ユース ＜IBTFトゥーバトン＞女子ジュニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

古澤　美凪 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 朝倉　珠生 Blue Twinkle 埼玉県

伊藤　友莉佳 ちくみバトンクラブ 埼玉県

落合　舞桜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都

草間　暖奈 リトル・マーメイド 東京都

＜IBTFトゥーバトン＞女子シニア ＜IBTFトゥーバトン＞女子アダルト

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

宮良　優衣 Baton Team YuuS 東京都 石馬場　南美 自由が丘バトンクラブ 東京都

越智田　珠希 Blue Twinkle 埼玉県

＜IBTFトゥーバトン＞男子ジュニア ＜IBTFトゥーバトン＞男子シニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

榎　将臣 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県 西垣　秀隆 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県



第48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

＜IBTFスリーバトン＞女子ユース ＜IBTFスリーバトン＞女子ジュニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

古澤　美凪 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 神原　葵 日出学園中学校バトントワーリング部 千葉県

落合　舞桜 フェアリーズバトンスタジオ 東京都

＜IBTFスリーバトン＞女子シニア ＜IBTFスリーバトン＞女子アダルト

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

池田　りずむ ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県 越智田　珠希 Blue Twinkle 埼玉県

上田　莉夢 clear Baton 千葉県 杉山　一花 clear Baton 千葉県

神楽　梨緒 日出学園高等学校バトントワーリング部 千葉県 新城　真弥 ツインバトンスタジオ　 東京都

桑野　花音 フェアリーズバトンスタジオ 東京都

古澤　涼華 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

＜IBTFスリーバトン＞男子ジュニア ＜IBTFスリーバトン＞男子シニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

橋本　紫音 ちくみバトンクラブ 埼玉県 荒井　久範 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県



第48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

＜アーティスティックトワール＞女子ユース ＜アーティスティックトワール＞女子ジュニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

関本　月葉 クッキーズバトンクラブ 茨城県 中村　雛子 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

前川　遥佳 フェアリーズバトンスタジオ 東京都 瓜生　陽花 Blue Twinkle 埼玉県

水坂　芽衣 Blue Twinkle 埼玉県 笠原　樹 リトル・マーメイド 東京都

中川　歩来 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

藤澤　妃代里 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

鈴木　愛弓 ツインバトンスタジオ　 東京都

中川　歩ノ果 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

＜アーティスティックトワール＞女子シニア ＜アーティスティックトワール＞女子アダルト

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

前田　明日香 Baton Team T'sY 千葉県 大島　有未 TWIRL i 東京都

内田　百香 TWIRL i 東京都 関　桃子 Baton Team T'sY 千葉県

菅家　陽香 Star☆Child 東京都 徳永　優衣 ドリームチーム・Tokyo 東京都

古川　芙月 筑波シャイニーバトンクラブ 茨城県 蛯名　舞 自由が丘バトンクラブ 東京都

田澤　那波 ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

高橋　歩暖 大越多美子・バトン・スタジオ・ 埼玉県

里吉　七星 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

＜アーティスティックトワール＞男子ジュニア ＜アーティスティックトワール＞男子シニア

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

上田　琉楓 clear Baton 千葉県 齋藤　晟 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

榎　将臣 杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県



第48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

氏名 所属団体 都県

平久井　愛由
齋藤　晟

杉浦紀子バトンスタジオ 神奈川県

桑野　花音
神楽　梨緒

フェアリーズバトンスタジオ
日出学園高等学校バトントワーリング部

東京都

荒井　秋乃
荒井　久範

ヨコハマリトルメジャレッツ 神奈川県

阿部　祥子
越智田　珠希

Blue Twinkle 埼玉県

中元　未来
柴　智穂

clear Baton 千葉県

渡邊　久瑠美
鈴木　綾

TWIRL i 東京都

仲村　彩楓
中村　智美

clear Baton 千葉県

＜アーティスティックグループ＞

氏名 所属団体 都県 氏名 所属団体 都県

吉江貴美佳 藤巻　沙耶

前田明日香 中島　香歩

加藤　梨乃 大島　有未

山根　彩楓 内田　百香

小林　和夏 荒木　佑芽

國安　真優 花井　琴音

市川　瑚子 黒﨑　葵

大橋芙多葉 保田　ひな子

川上　はな 宮岡　瑠泉

奈良美祐葵 松浦　心羽

加藤　茉子 上田　明

Baton Team T'sY 千葉県 TWIRL i 東京都

＜アーティスティックペア＞シニア


