
第 9 回 WBTF インターナショナルカップ 関西支部日本代表団 

 

 

【役 員】   副 団 長  水野 啓子              【WBTF役員】スポーツアドミニストレータ―  土屋 素明 

ボランティア通訳  濱本 暖子              【審 査 員】石倉 幸子  斉藤 麻紀  綿貫 真由美 

【コーチ】   稲垣 正司  藤岡 久恵  秋山  薫  粟井 美紀 

飯田 ゆか  大西 晶子  加納 靖子  北田 有加 

坂田 達哉  鈴木智香子  橋本 弥生  橋本 善人 

濱谷 公子  松原 美樹  松本 直子  三觜  唱 

三輪 涼子  森下 智江 

【選 手】 

ソロトワール  女子ジュニア 谷川 実優  大黒 愛美  

女子シニア  近藤  礼  稲熊 小夏  寺島  舞  大島 美紗  畑森 美玖 

女子アダルト 早川 結麻 

男子ジュニア 山田 弦輝  坂本 大星  

男子シニア  髙橋 一生 

男子アダルト 石川  萌 

 

トゥーバトン  女子ジュニア 百冨 真汐  

女子シニア  嶋村 愛香  畑森 美玖 

女子アダルト 伊藤めぐ美 

男子ジュニア 田和 聖也  古賀 大智 

男子シニア  倉地 光悦 

 

スリーバトン  女子シニア  杉山 一花  嶋村 愛香  北口  遥 

男子ジュニア 松尾 志文 

男子シニア  藤原 大智 

男子アダルト 石川  萌 

 

アーティスティックトワール  女子ジュニア 谷川 実優 

女子シニア  稲熊 小夏  藤井  愛  廣瀬  愛  田代 晴香 

男子ジュニア 坂本 大星  田和 聖也 

男子シニア  髙橋 一生  鈴木  治  倉地 光悦 

男子アダルト 田畑 貴大 

 

アーティスティックペア    ジュニア   内藤 未菜/山田 瑠宇  岩井 葵暖/藪田亜佳音  伊藤  文/坂本 大星 

シニア    田代 晴香/廣瀬  愛  野田 有沙/佐々木涼子 

フリースタイルチーム 

ＧＥＮＥＳＩＳ 

小城 桂馬  西村 真祐  鈴木  治  倉地 光悦  大島 美紗  寺島  舞  藤井  愛  田中絵里奈   

樟蔭中学校・高等学校バトントワリング部 

田中 沙弥  中村  優  古賀 栞菜  百冨 真汐  住吉 沙耶  森田 瑠香  髙橋祐津紀  菱谷 咲笑   

中野加奈子  福𠮷𠮷詩恵瑠 



グループ 

ＧＥＮＥＳＩＳ 

橘  千春  小城 桂馬  大上 和博  河原 風雅  熊本 円香  西村 真祐  坂野 千海  鈴木  治 

岩佐 奈美  古賀 風香  大島 美紗  寺島  舞  堀 南々帆  田中絵里奈  寺島  歩 

ＰＬ学園高等学校バトンチーム 

奥村 実佑  清島  綸  後藤 来夢  小林 瑠夏  齋藤 友菜  杉本 真輝  塚本のどか  沼田まろか   

濵野  好  春木 綾香  藤代 結衣  松浦 華月  宮城 百花  森川いずみ  山田祈晏蘭  江頭  唯 

神谷 晴香  佐藤 美結  川原 拓夢  神山 朋巳  草加 彩菜  三木 千尋  西海 美優  稲津 雛乃 

山下 琴音  伊藤  文  松尾 志文  森藤じゅり  菅原 美結  千葉めぐみ  志藤 光幸 
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【役 員】   副 団 長  水野 啓子              【WBTF役員】スポーツアドミニストレータ―  土屋 素明 

ボランティア通訳  濱本 暖子              【審 査 員】石倉 幸子  斉藤 麻紀  綿貫 真由美 

【コーチ】   稲垣 正司  藤岡 久恵  秋山  薫  粟井 美紀 

飯田 ゆか  大西 晶子  北田 有加  坂田 達哉 
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ソロトワール  女子ジュニア 谷川 実優  大黒 愛美  

女子シニア  近藤  礼  稲熊 小夏  寺島  舞  大島 美紗  畑森 美玖 

女子アダルト 早川 結麻 

男子ジュニア 山田 弦輝   

男子シニア  鈴木  治   髙橋 一生 

男子アダルト 石川  萌 

 

トゥーバトン  女子ジュニア 百冨 真汐  

女子シニア  嶋村 愛香  畑森 美玖 
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