
NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U16男子） 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 赤堀 星斗 あかほり らいと 中 2 179 右 
岡山県 

総社市立総社西中学校 

LB, CB, RB, LW, 

RW 

２ 市川 皓晴 いちかわ こうせい 中 3 179 左 
高知県 

土佐中学校 
RB, RW 

３ 市原 駿太 いちはら しゅんた 高１ 184 右 
大阪府 

大阪体育大学浪商高等学校 
PV 

４ 江口 ケンデ えぐち けんで 中１ 185 右 
岡山県 

HC岡山ユース 
LB, RB 

５ 尾石 洋太郎 おいし ようたろう 中 3 176 右 
東京都 

東久留米市立西中学校 
LB, CB, LW 

６ 大木 羽琉 おおき はる 中 3 178 左 
神奈川県 

相模原市立弥栄中学校 
CB, RB, RW 

７ 大腰 諒 おおごし りょう 高１ 185 右 
埼玉県 

浦和実業学園高等学校 
LB, LW 

８ 大島 泰河 おおしま たいが 中 3 178 右 
埼玉県 

大崎ジュニアクラブ 
LB, CB, RB 

９ 大橋 真人 おおはし まさと 中 3 180 右 
茨城県 

土浦市立土浦第三中学校 
LB, CB 

１０ 沖 啓成 おき ひろな 中 3 184 右 なし LB 

１１ 貝塚 遥輝 かいつか はるき 中 2 180 右 
茨城県 

行方市立玉造中学校 
LB, RB, LW, PV 

1２ 金沢 孝太 かなざわ こうた 中 2 180 左 
愛知県 

知立市立竜北中学校 
RB, RW 

１３ 工藤 優斗 くどう ゆうと 中 3 179 右 
京都府 

京田辺市立田辺中学校 
LB, CB, RB, LW 

１４ 熊谷 継 くまがい けい 中 3 175 左 
茨城県 

土浦市立土浦第三中学校 
CB, RB, RW 

１５ 小泉 侑磨 こいずみ ゆうま 中 3 182 右 なし PV 

１６ 小波津 周希 こはつ しゅうき 中 3 172 右 
沖縄県 

浦添市立神森中学校 
LB, CB, RB, LW 

１７ 坂本 佑希 さかもと ゆうき 中 3 173 右 
熊本県 

玉名市立玉名中学校 
LB, CB, RB, LW 

１８ 下村 楓斗 しもむら ふうと 高１ 175 右 
宮崎県 

小林秀峰高等学校 
LB, CB, RB, PV 

１９ 竹嶋 泉模 たけしま いずも 高１ 182 両 
愛知県 

岡崎城西高等学校 
LB, RB, LW, RW 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ2DoRTIJG8
https://www.youtube.com/watch?v=Lu4WPFRUf8k
https://youtu.be/zI4IHLoPwCM
https://youtube.com/watch?v=QoaecOtdg6k
https://youtu.be/UjwNB9aQgNI
https://youtu.be/Df38bDhDvTo
https://youtu.be/P5wcSc6KLwA
https://youtu.be/tXDEk0KHMCY
https://youtu.be/MUhWQbiVBvs
https://youtu.be/ammJfJAVnFc
https://youtu.be/tWUvjGFpPWk
https://youtu.be/i2UHelUXA5k
https://youtu.be/u9WKrQb-Mk4
https://youtu.be/BU1E2Z5u7S0
https://youtu.be/WiNyO6K8_O4
https://youtu.be/XUfyAQjWlr8
https://youtu.be/e5J8geK-VeQ
https://www.youtube.com/watch?v=EEyuIRluFoY
https://youtu.be/ZqnOw8KFt9c


２０ 中村 颯汰 なかむら そうた 中 2 181 右 
岡山県 

倉敷市立多津美中学校 
GK, LB, RW, PV 

２１ 南城 魁星 なんじょう かいせい 中 3 194 右 
群馬県 

富岡市立南中学校 
LB, CB, RB, PV 

２２ 平野 太一 ひらの たいち 高１ 182 右 
愛知県 

愛知高等学校 
LW, PV 

２３ 堀坂 渉太 ほりさか しょうた 中 2 188 左 
岐阜県 

クラウドセブン 
RB 

２４ 本川 拓斗 ほんがわ たくと 高１ 174 右 
富山県 

氷見高等学校 
LB, CB 

２５ 増田 蔵之心 ますだ くらのしん 高１ 188 右 
静岡県 

静岡農業高等学校 
PV 

２６ 山口 凪翔 やまぐち なぎと 高１ 181 右 
鳥取県 

境高等学校 
LB, CB, RB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U16男子）＜GK＞ 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 阿部 竜士 あべ りゅうじ 中 3 182 右 
埼玉県 

吉川市立中央中学校 
GK 

２ 小幡 駿陽 おばた としや 中 3 182 右 
滋賀県 

彦根市立鳥居本中学校 
GK 

３ 上西 光生 じょうにし みつき 中 3 181 右 
茨城県 

土浦第三中学校 
GK 

４ 瀬戸 啓詩 せと けいし 高 1 185 右 
京都府立 

洛北高等学校 
GK 

５ 長谷川 奏太 はせがわ そうた 高 1 181 右 
愛知県 

大同大学大同高等学校 
GK 

６ 山下 敦也 やました あつや 高 1 181 右 
三重県 

四日市工業高等学校 
GK 

https://youtu.be/Iia-xWRR8IM
https://youtu.be/BaPsisx-w3U
https://youtu.be/sAdgHvHe2DI
https://youtu.be/jLCRg7UF4zE
https://youtu.be/y0IbJTYsEY0
https://youtu.be/GyyKAT4GJLs
https://youtu.be/UivxTCDriPY
https://youtube.com/watch?v=5tYOI8bQTIY&feature=share
https://youtu.be/qkJjH2Y7KCo
https://youtu.be/1pw7smxgYHI
https://youtu.be/MPqZ1dzqN7Y
https://youtu.be/Dx1e-HNE6b4
https://youtu.be/n71UP4OOHKo


NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U16女子） 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 妹背 瑠依 いもせ るい 中 2 171 右 
大阪府 

大阪ジュニアクラブ 

LB, CB, RB, LW, 

RW 

２ 内田 心羽 うちだ ここは 中 2 173 右 
神奈川県 

川崎市立生田中学校 
CB, LW 

３ 木尾 珠里奈 きお じゅりな 中 3 165 右 
東京都 

東久留米市立西中学校 

LB, CB, RB, LW, 

RW, PV 

４ 北野 千晶 きたの ちあき 中 3 170 右 
埼玉県 

川口市立戸塚西中学校 
LB 

５ 久米 珠璃亜 くめ じゅりあ 中 2 165 右 
愛知県 

名古屋市立守山中学校 
LB, CB 

６ 桑迫 寧々 くわさこ ねね 中 2 169 右 
千葉県 

千葉市立花園中学校 
LB 

７ 古賀 真尋 こが まひろ 中 2 163 右 
佐賀県 

神埼市立神埼中学校 
LB 

８ 佐藤 希 さとう のぞみ 中 3 176 左 なし 未経験 

９ 塩津 心美 しおつ ここみ 中 3 167 右 
岡山県 

HC岡山 
LB 

１０ 下田 橙和 しもだ とわ 中 3 163 右 
大阪府 

大阪ジュニアクラブ 

LB, CB, RB, LW, 

RW 

１１ 末廣 涼 すえひろ すず 中 3 162 左 
大分県 

大分市立原川中学校 
CB, RW 

１２ 菅原 鈴 すがわら すず 中 3 169 右 
神奈川県 

相模原中等教育学校 
LB, LW 

１３ 杉山 日菜 すぎやま ひな 中 3 173 左 
神奈川県 

相模原市立田名中学校 
RB, RW 

１４ 高月 佑菜 たかつき ゆな 中 2 168 右 
兵庫県 

神戸市立本山中学校 
LB, CB, RB 

１５ 友 春乃 とも はるの 中 3 165 右 
大分県 

大分市立原川中学校 

LB, CB, RB, LW, 

PV 

１６ 中野 暁音 なかの あかね 中 3 158 両 
岩手県 

滝沢市立滝沢南中学校 

LB, CB, RB, LW, 

RW, PV 

１７ 中野 柚季 なかの ゆずき 中 3 162 両 
大阪府 

大阪ジュニアクラブ 
CB 

１８ 中村 真心 なかむら まみ 中 3 162 右 
千葉県 

昭和学院中学校 
CB 

https://youtu.be/925fBI7osq8
https://youtu.be/ItGSwQ2qo9g
https://youtu.be/wkeuNK2zuyc
https://youtu.be/0Bs6Yo3nYBQ
https://youtu.be/nTsLG_-ZmNE
https://youtu.be/mGOr-x4NIF4
https://youtu.be/eSqr4dQtryU
https://youtu.be/mCT55hEK8Fk
https://youtu.be/BKDN57Dsg-8
https://youtu.be/fJATrGZibdo
https://urldefense.com/v3/__https:/youtube.com/watch?v=8-kkDO0tWuQ&feature=share__;!!H9nueQsQ!qik7Pq2krB_mo-IvK-44Qs8KFkvgJUuydY1vf4_a4R1L6saQVrUQhnFJZdRxQ8BIJcpqng$
https://youtu.be/R0c66jvNVic
https://youtu.be/9DH1vxTMiC0
https://youtu.be/B3oZJ1nfeeQ
https://youtu.be/ScRjR-OSsMQ
https://youtu.be/wuRq9ewtUe4
https://youtu.be/TCphBcsOZ_A
https://youtu.be/yY8hSW83J2Q


１９ 野底 桃伽 のそこ ももか 中 3 164 右 
沖縄県 

浦添市立仲西中学校 
LB 

２０ 平井 咲良 ひらい さくら 高 1 171 右 
福岡県 

明光学園高等学校 

LB, CB, RB, LW, 

PV 

２１ 堀 緋奈乃 ほり ひなの 高 1 156 右 
富山県 

氷見高等学校 
LB, CB 

２２ 本田 心那 ほんだ ここな 中 3 175 右 
京都府 

京田辺市立大住中学校 
LB, PV 

２３ 松井 あぐり まつい あぐり 高 1 166 左 
富山県 

氷見高等学校 
RB, RW 

２４ 村松 未来 むらまつ みく 中 3 160 右 なし RB, RW 

２５ 山口 涼乃 やまぐち すずの 中 2 163 右 
鳥取県 

境港市立第一中学校 
LB, CB, LW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U16女子）＜GK＞ 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 新井 麻希 あらい まき 中 3 170 右 
埼玉県 

川口市立十二月田中学校 
GK 

２ 佐藤 愛桜 さとう まお 中 2 157 右 
東京都 

東久留米市立西中学校 
GK 

３ 鈴木 舞 すずき まい 中 2 157 右 
宮城県 

大崎市立古川中学校 
GK 

４ 中澤 春陽 なかざわ はるひ 中 2 160 右 
群馬県 

GHR 
GK 

５ 仲西 涼夏 なかにし りょうか 中 3 168 右 
沖縄県 

浦添市立仲西中学校 
GK 

6 宮本 愛莉 みやもと あいり 中 3 160 右 
大阪府 

大阪ジュニアクラブ 
GK 

https://youtu.be/AH6cjUmAxYw
https://youtu.be/wcRoV8xadq4
https://youtu.be/kGv2tdaz4jg
https://youtu.be/rTuj8uWPwlI
https://youtu.be/eKSK_j5W7j0
https://youtu.be/5l_2Pie3MmE
https://youtu.be/BPOYYK9qvqs
https://youtu.be/_x-o-AoS9NI
https://youtu.be/kW2t7xM6dII
https://youtu.be/QCaaIOs49SU
https://youtu.be/4sVwlIAOSaY
https://youtu.be/58IgYlHKIXs
https://youtu.be/jWSVFqaW-aU


NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U13男子）＜CP＞ 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 石神 煌 いしがみ こうき 中１ 170 右 
茨城県 

行方市立麻生中学校 
GK, LB, CB, RB 

２ 位田 大地 いんでん だいち 中１ 175 右 
三重県 

菰野町立菰野中学校 
LB, CB, LW 

３ 上田 健介 うえだ けんすけ 小６ 177 右 
福岡県 

KINGS ハンドボールクラブ 
LB, PV 

４ 大村 陽祐 おおむら ようすけ 中１ 169 右 
東京都 

府中市立府中第六中学校 
LB 

５ 貝塚  啓斗 かいつか  ひろと 小６ 173 右 なし 未経験 

６ 鈴木 蒼士 すずき そうし 小６ 170 右 
埼玉県 

三郷ハンドボールクラブ 
LB, RB, LW 

７ 大田 琉心 おおた りゅうしん 中１ 170 右 
愛知県 

ブレスド名古屋 Jr.ハンドボールクラブ 
CB, RB 

８ 沖田 優泰 おきた ゆうと 中１ 176 右 
宮城県 

大崎市立古川中学校 
LB, CB, RB 

９ 楠原 楓也 くすはら ふうや 中１ 163 右 
大阪府 

大阪体育大学附属浪商中学校 
LB, CB, RB 

１０ 國岡 杏里 くにおか あんり 小６ 155 右 
茨城県 

豊里 HC 
LB, CB 

１１ 小波津 和史 こはつ かずし 中１ 175 左 
沖縄県 

浦添市立神森中学校 
RB, RW 

１２ 西脇 海人 にしわき かいと 中１ 175 右 
愛知県 

一宮市立北部中学校 
LB, RB, RW 

１３ 軒田 翔太 のきた しょうた 中１ 167 右 
静岡県 

清水東HC 
LB, CB 

1４ 萩原 一颯 はぎわら  いぶき 中１ 174 右 
群馬県 

GHR 
LB, CB, RB, PV 

１５ 長谷川 蒼 はせがわ あおい 中１ 175 両 
東京都 

東久留米市立西中学校 

LB, CB, RB, RW, 

PV 

１６ 服部 拓真 はっとり たくま 中１ 173 右 
愛知県 

ブレスド名古屋 Jr.ハンドボールクラブ 
RB, RW 

１７ 原口 昊士 はらぐち こうし 小６ 174 右 
鹿児島県 

HKSC隼人 HC 
LB 

１８ 東谷 昊祐 ひがしたに こうすけ 中１ 162 右 
大阪府 

大阪体育大学附属浪商中学校 
LB, LW 

https://youtu.be/Vxphv12Ezho
https://www.youtube.com/watch?v=5iuCW7uiMM8
https://youtu.be/fC36RQat-AQ
https://youtu.be/i1D-batNFfs
https://youtu.be/zo5Q5Lr_amM
https://youtu.be/NYlByy-DPnU
https://youtu.be/F3lUnmzGiWA
https://m.youtube.com/watch?v=cWjoqNvL7ps&feature=youtu.be
https://youtu.be/mFqj0lmQYnU
https://youtu.be/hZ8PamYkimA
https://youtu.be/6OvtigUftZU
https://youtu.be/j0uCYTAX68w
https://youtu.be/X--rGnvuF54
https://youtu.be/U5qEx1vCDUw
https://youtu.be/0uZwY1hJFTg
https://youtu.be/lA0LOX5Iw4Y
https://youtu.be/PIWTIDVyPWk
https://youtu.be/7Lv1H8gCSqI


１９ 藤本 向陽 ふじもと こうよう 中１ 173 右 
鹿児島県 

霧島クラブ 
LB, RB, LW, RW 

２０ 堀田 賢志郎 ほりた けんじろう 中１ 178 右 
北海道 

札幌市立厚別中学校 
LB, CB, PV 

２１ 宮内 悠行 みやうち はるき 中１ 166 右 
茨城県 

行方市立麻生中学校 
LB, RB, LW, RW 

２２ 宮本 雄翔 みやもと ゆうと 中１ 173 右 
愛知県 

大同ハンドボールアカデミー 
CB 

２３ 矢島 遼 やじま りょう 中１ 178 右 
群馬県 

GHR 
RB, LW, PV 

２４ 安田 昇馬 やすだ しょうま 中１ 168 右 
三重県 

ヴィアティン三重ハンドボールクラブ 
LB, CB 

２５ 吉原 陽 よしはら ひなた 中１ 173 右 
三重県 

ヴィアティン三重ハンドボールクラブ 
CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U13男子）＜GK＞ 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 石神 煌 いしがみ こうき 中１ 170 右 
茨城県 

行方市立麻生中学校 
GK, LB, CB, RB 

２ 菊地 健斗 きくち けんと 中１ 180 右 
茨城県 

守谷市立けやき台中学校 
GK 

３ 平沼 海 ひらぬま かい 小６ 177 右 
群馬県  

渋川ハンドボールスクール 
GK 

４ 平山 舜也 ひらやま しゅんや 小６ 173 右 
神奈川県 

川崎ハンドボールアカデミー 
GK 

５ 吉田 晃和 よしだ  こうわ 中１ 178 右 
愛知県 

ブレスド名古屋 Jr.ハンドボールクラブ GK 

https://youtu.be/IvimqBZK7VY
https://youtube.com/watch?v=Z7egDXo_vD4&feature=share
https://youtu.be/dAxR2uo02TQ
https://youtu.be/zO0ywxHPC6Y
https://youtu.be/RgVnYuqh3tM
https://youtu.be/61zAg6gzZoA
https://youtu.be/xz_6w1GllX4
https://youtu.be/Vxphv12Ezho
https://youtu.be/a_pEtto8tRg
https://youtu.be/8q0b94WAxVs
https://youtu.be/nUyGw-NX4Bk
https://youtu.be/ms0KwN0fKoA


NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U13女子）＜CP＞ 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 麻田 梨心 あさだ りこ 中１ 165 右 
京都府 

京田辺市立培良中学校 
LB, CB 

２ 大澤 心愛 おおさわ こあ 中１ 164 右 
群馬県 

GHR 

LB, CB, RB, LW, 

RW, PV 

３ 鎌田 心南 かまた こなな 中１ 164 右 
大阪府 

大阪ジュニアクラブ 
RB 

４ 河本 彩夢 かわもと あゆ 中１ 160 右 
兵庫県 

明石市立望海中学校 
CB 

５ 北原 萌菜 きたはら もえな 中１ 165 右 
長野県 

千曲市立埴生中学校 
LB, CB, RW, PV 

６ 木村 愛姫 きむら らぶ 小６ 154 右 
群馬県 

高崎ジュニアハンドボールクラブ 

LB, CB, RB, LW, 

RW 

７ 梶野 菜月 かじの なつき 小６ 160 
左 

 

埼玉県 

さいたま市ハンドボールクラブ 
CB, RB, RW 

８ 久保 星良 くぼ せいら 小６ 165 右 
兵庫県 

きさきネクサス HC 
LB, CB, RB 

９ 小坪 夏星 こつぼ ななせ 中１ 164 右 
富山県 

氷見市立北部中学校 
LB 

１０ 小村 ひより こむら ひより 小６ 160 右 
愛知県 

一宮市ハンドボールスクール 
CB, RB 

１１ 佐藤 優依 さとう ゆい 小６ 153 左 
千葉県 

HC市川 
CB, RB, RW 

１２ 佐藤 優羽 さとう ゆう 小６ 158 右 
東京都 

東久留米ハンドボールクラブ 

LB, CB, RB, LW, 

RW 

１３ 清水 伶衣 しみず れい 中１ 173 左 
神奈川県 

川崎市立生田中学校 
RB 

１４ 髙橋 琉維 たかはし るい 中１ 160 右 
宮城県 

大崎市立田尻中学校ハンドボール部 
LB, RB, LW, RW 

１５ 髙橋 琉 たかはし るい 小６ 158 右 
大分県 

下郡ハンドボールスポーツ少年団 
LB, LW 

１６ 竹内 心美 たけうち ここみ 中１ 168 右 
茨城県 

守谷市立けやき台中学校 
LB, PV 

１７ 武田 桜麗 たけだ くらら 中１ 163 右 
滋賀県 

彦根市立鳥居本中学校 
LB, CB, LW 

１８ 照沼 ひなた てるぬま ひなた 中１ 160 右 
神奈川県 

横浜市立西柴中学校ハンドボール部 
LB, CB, RB 

https://www.youtube.com/watch?v=EMTuB3unkwo
https://youtu.be/CVhAfttGKzE
https://youtu.be/WloYCOE1PwQ
https://youtu.be/738SiMCGF_A
https://youtu.be/Xhzn9SBtIcQ
https://youtu.be/6KxJ17d5GJI
https://youtu.be/9OZLUefTeOE
https://youtu.be/5-5f-XCOCv4
https://youtu.be/QLkCGUI5fSs
https://youtu.be/USdMu6gfqtw
https://youtu.be/NkZxs6ZDZAc
https://youtu.be/0P_74C4Kn6A
https://youtu.be/giNBUA0qzYY
https://youtu.be/1kNrwiuSQm4
https://youtu.be/q1RgjI8hHC4
https://youtu.be/wu5YfGhH_UY
https://youtu.be/Q9kNrEzfPVw
https://youtu.be/ca6JHIkFfYA


１９ 中村 華菜子 なかむら かなこ 小６ 168 右 
岡山県 

天城ジュニアハンドボールクラブ 
GK, LB, CB 

２０ 橋本 来夢 はしもと らむ 小６ 150 右 
三重県 

ヴィアティン三重ハンドボールクラブ 
LB, CB, LW 

２１ 普久原 光怜 ふくはら ひかり 中１ 151 右 
東京都 

東久留米市立西中学校 
LB, CB, RB 

２２ 細川 葵未 ほそかわ きみ 小６ 158 右 
千葉県 

HC市川 
LW 

２３ 堀田 夢歩 ほりた  ゆあ 中１ 155 右 
三重県 

ヴィアティン三重ハンドボールクラブ 

LB, CB, RB, LW, 

RW 

２４ 茂木 紫妃 もてぎ さき 小６ 157 右 
千葉県 

ハンドボールクラブ市川 
CB 

２５ 葭岡 椛音 よしおか もね 中１ 152 左 
兵庫県 

明石市立望海中学校 
CB, RB, RW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTS2021 チャレンジトレーニング（兼 NTS2021-2022 センタートレーニング）  

 NTA推薦選手（U13女子）＜GK＞ 

 

学年および所属は、応募当時のものです。５０音順に列記しています。 

動画 名前 ふりがな 学年 身長 利腕 学校・所属チーム ポジション 

１ 佐々木 音杜 ささき おと 中１ 168 右 
宮城県 

大崎市立田尻中学校ハンドボール部 
GK 

２ 迫 みる曖 さこ みるあ 小６ 161 右 
鹿児島県 

ブルーサクヤ Jr. 
GK 

３ 谷下 茉優 たにした まゆ 小６ 160 右 
兵庫県 

きさきネクサス HC 
GK 

４ 峯村 心 みねむら しん 小６ 160 右 
千葉県 

HC市川 
GK 

 

https://youtu.be/zveyOFMN53I
https://youtu.be/oRl_GHYt5wE
https://youtu.be/pyGh6HxeaHY
https://youtu.be/bvqnDKsv_hg
https://youtu.be/2VZR3Qedetk
https://youtu.be/j5wMzPpnK_Q
https://youtu.be/RgLHI_drT5o
https://youtu.be/rP_GBy5t6_Q
https://youtu.be/ulOa39nqbHc
https://youtu.be/TbrThP1Dp4c
https://youtu.be/SxXRauoB3Kw

