
監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 補員１ 補員２
富山市Ａ 中川　拓也 小松　瑚舶 太田　裕矢 田口　智貴 柴田　壮 山田　芳尚 田口　翔貴 冨田　達也
富山市Ｂ 末上　裕也 丸岡　颯士 有沢　拓真 牧野　航大 増田　大一郎 佐伯　亮 水島　光希 鷲津　生心
富山市Ｃ 多田　幸誉 山田　芳将 石丸　裕己 串田　信陽 渡部　祥一朗 浅野　寛人 須川　恋太 若木　耀
高岡市Ａ 畠山　浩一郎 安井　詩温 石崎　新太 中井　健人 大坪　宙夢 西田　祥仁 澤田　亮平 藤田　航輝
高岡市Ｂ 大村　彩 有沢　陸 牧野　能武 多田　和真 中川　吏空 高多　英章 橋場　聖悟 前田　陸斗
魚津市 塩原　こずえ 大澤　圭吾 佐藤　瑠楽 広瀬　悠賀 水島　虎胤 南塚　晴貴 南　智也 伊田　唯京
氷見市 氷見　諭芳 宮下　晃 酒井　優 坂下　碧 廣澤　祐誠 番匠　亘地 越田　恵太
滑川市 上坂　明未 市江　悠真 小林　大朗 飯田　翔伍 山岸　歩夢 細岡　悠人 中田　唯斗 津田　光流
黒部市 水島　直純 坂藤　翔一朗 内呂　勇揮 高澤　恭平 平野　克明 小林　遥和 小室　知慈 織田　颯真
砺波市 野村　高志 吉田　賢次郎 前田　洋平 石黒　哲己 平木　城愼 高池　慶悟 古野　集大 齊藤　達也
小矢部市 松山　佳苗 和世　貴都 遠藤　大暉 中山　翔 辻　元太 山本　将典 石村　遥己 河岸　虹磨
南砺市 山田　智生 寺脇　輝 辻村　侑音 中井　将馬 松川　穂高 篠原　一星 髙田　翔盛 藤井　篤也
射水市Ａ 黒川　雄介 阪口　陵 堀　龍平 上野　友詩 八木　悠介 佐々木　一成 三島　涼雅 小久保　宗一郎

射水市Ｂ 中島　俊行 福田　薫 松岡　礼二 菊井　拓真 丸池　由大 四柳　雄資 竹内　祐樹 濵野　慶悟
中新川郡 山岸　翔 澤崎　隼輔 中田　瑞紀 野中　翔伍 稲葉　祐磨 加藤　慎之介 石田　旭 安田　優斗
下新川郡 木村　さやか 金森　貴陽 篠崎　響 矢木　勇雅 草野　大和 末上　佳聖 能村　天嘉 笹島　大樹

監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 補員１ 補員２
富山市Ａ 橋本　明博 奥村　彩桜 飯田　空良 澤田　遙子 團　茉咲 水戸　柚月 向出　珠羽 覚井　菜月
富山市Ｂ 室林　潤一 關谷　薫 宇尾　知花 山本　紗綾 中　双葉 奥村　友紀 藤原　佑芽 横山　瑚々那

富山市Ｃ 高野　紗矢香 小林　陽菜 竹原　優里菜 田近　優 恒川　らむか 桑山　瑚雪 勅使川原　笑佳 四谷　綾乃
高岡市Ａ 結城　貴大 河原　百花 中川　果歩 長澤　尚 渡部　桃子 高　ちひろ 平下　ひなた 吉田　ひなた
高岡市Ｂ 末岡　多賀孝 倉　萌子 武内　志央凜 大庭　碧海 笠谷　彩華 西田　陽和子 高田　和 中木　麗未
魚津市 有澤　祐子 藤野　友香 笹山　柚葉 滝川　未来仁 武岡　千優理 梅次　咲希 米田　怜未 八田　桜
氷見市 嶋　正史 河端　ひなた 田園　千映 小橋　桃子 水谷　結 内田　花野 園　鈴菜 祖父江　宇天奈

滑川市
黒部市 八田　剛志 野口　凪沙 髙橋　実冬 高本　祐佳 籠浦　理紗 川端　万葉 辻　美南 鍋谷　香利奈

砺波市 林　香里 井上　寿々 齋藤　美來 川島　三沙希 井上　実奈 横川　陽夏羽 竹下　茉莉花 中井　花音
小矢部市 松山　佳苗 西尾　真弥 和世　結希 西尾　紗弥 中島　菜緒 永田　桜月
南砺市 堀江　祐美 木田　愛梨 大橋　美和 嶋田　美志乃 齊藤　咲良 石川　絢菜 野村　妃希 髙桑　羽奏
射水市Ａ 角谷　壮績 髙堂　好花 西川　紗矢 荒井　澄華 小山内　菜々美 村井　晶 中山　珠結 酒井　志帆
射水市Ｂ 藤田　恵三 山川　百香 矢野　楓華 岩瀬　真琴 澤村　理帆 山下　千依 丸田　菜々美 荒瀧　葵
中新川郡 山岸　翔 西井　夢良 藤田　明香里 横谷　葵紗 吉尾　かなう 松井　芽依 土肥　楓 堀田　美咲
下新川郡 山田　智徳 田島　楓 大割　愛心 増山　称 平田　琴海 清水　さくら 田島　椰 本村　彩乃

監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 補員１ 補員２
富山市Ａ 浅野　浩平 藤巻　凌 北川　新悟 飯島　悠一 増田　純也 下玉利　安史 東海　由浩 安心院　淳
富山市Ｂ 牧　勇人 多田　幸誉 中川　拓也 室林　潤一 橋本　明博 牧　勇人 高野　紗矢香 末上　裕也
富山市Ｃ 秋目　敏彦 奥田　晴貴 西部　優人 辻　晶平 川口　詩織 佐藤　秀哉 藤田　忍 久富　政宏
高岡市Ａ 舘　智親 吉田　大嘉 寺林　湧人 村井　亮介 清水　翔平 竹内　諒太朗 舘　智親
高岡市Ｂ 川原　和浩 吉田　郁登 又川　翔旭 小西　耕平 林　雅彦 松川　勇人 川原　和浩
魚津市 千葉　信一 竹　千鶴 澤田　智尋 清水　雄太 田中　志郎 竹　貴士 佐藤　裕治 森田　裕史
氷見市 余川　豊一 越田　剛史 西川　純一 田中　一範 阿原　大輔 廣瀬　卓可 前田　亮 荒井　久也
滑川市 飯田　昌和 松村　龍児 廣澤　優佳 廣澤　共康 指中　弘成 山岸　直斗 市山　菜月 横山　麻穂
黒部市 川端　浩嗣 高本　涼太 丹保　陽登 山口　朋文 地田　勝博 若田　和城 五十川　徳倫 草別　英紀
砺波市 武波　一昭 島田　裕己 吉田　晋太郎 菊池　和史 扇割　達也 齊藤　洋文 埴山　法慧 渡辺　滉司
小矢部市 和田　司 津田　昌明 村田　高章 松山　佳苗 松木　聡 筱岡　貞晴 加賀谷　竜也 神島　将雄
南砺市 山田　佳奈恵 篠原　天馬 山本　麻紗子 松田　尚之 神田　佳典 青山　空 池澤　恭輔 青山　若葉
射水市Ａ 山田　哲夫 筒井　裕亮 加藤　功基 宮垣　泰行 村松　将成 堀　悦郎 山田　哲夫
射水市Ｂ 山田　哲夫 古橋　将輝 松沢　健斗 西川　健二 三井　慎一郎 串田　信民 青山　瑛次
中新川郡 嶋作　勝行 木倉　健成 松本　爽詩 髙田　哲宏 菅原　康司 久保　伸一郎 大法　祐輔
下新川郡 岩城　佳弘 大和　洋行 松山　智里 鍋島　祥太 山田　智徳 魚津　孝義 平田　達夫 柚木　崇
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