
府県名
新潟県
富山県

福井県

岐阜県

愛知県

京都府

大阪府
兵庫県

　西宮広田
鳥取県
島根県

滋賀県

計

府県名
栃木県 　　　今市中学校 （日光市）

　　　今市クラブ （日光市）
新潟県 　　　坂井輪中学校 （新潟市）
富山県 　　　石動中学校 （小矢部市） 　　　石動中学校 （小矢部市）

　　　石中ボーイズ （小矢部市） 　　　大谷中学校 （小矢部市）
　　　大谷中学校 （小矢部市） 　　　蟹谷中学校 （小矢部市）
　　　大谷クラブ （小矢部市） 　　　津沢中学校 （小矢部市）
　　　蟹谷・大谷中学校 （小矢部市）
　　　津沢中学校 （小矢部市）

石川県 　　　富来中学校 （志賀町） 　　　富来中学校 （志賀町）
福井県 　　　朝日中学校 （越前町） 　　　朝日中学校 （越前町）

　　　朝日ＪＨＳ （越前町） 　　　朝日クラブ （越前町）
　　　朝日Ｂｌｕｅ （越前町） 　　　織田・鯖江中学校 （越前町・鯖江市）
　　　朝日Ｒｅｄ （越前町） 　　　鯖江中学校 （鯖江市）
　　　織田中学校 （越前町）
　　　鯖江中学校 （鯖江市）

長野県 　　　赤穂中学校 （駒ヶ根市） 　　　赤穂中学校 （駒ヶ根市）
岐阜県 　　　稲羽中学校 （各務原市） 　　　稲羽中学校 （各務原市）

　　　蘇原中学校 （各務原市） 　　　かかみのｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ （各務原市）
　　　中央中学校 （各務原市） 　　　蘇原中学校 （各務原市）
　　　那加中学校 （各務原市） 　　　中央中学校 （各務原市）

　　　那加中学校 （各務原市）
京都府 　　　蒲生野中学校 （京丹波町） 　　　蒲生野中学校 （京丹波町）

　　　瑞穂中学校 （京丹波町） 　　　立命館中学校 （京都市）
　　　立命館中学校 （京都市）

大阪府 　　　羽衣学園中学校 （高石市）
兵庫県 　　　甲南中学校 （芦屋市）

　　　篠山中学校 （篠山市）
奈良県 　　　畝傍中学校 （檀原市） 　　　畝傍中学校 （檀原市）

　　　郡山西中学校 （大和郡山市） 　　　郡山西中学校 （大和郡山市）
　　　郡山南中学校 （大和郡山市） 　　　郡山南中学校 （大和郡山市）

和歌山県 　　　吉備中学校 （有田川町） 　　　吉備中学校 （有田川町）
島根県 　　　仁多中学校 （奥出雲町） 　　　仁多中学校 （奥出雲町）

　　　横田中学校 （奥出雲町） 　　　横田中学校 （奥出雲町）
　　　横田ブルー （奥出雲町） 　　　横田ガールズ （奥出雲町）

滋賀県 　　　彦根南中学校 （彦根市） 　　　彦根南中学校 （彦根市）
　　　伊吹山中学校 （米原市） 　　　伊吹山中学校 （米原市）

計

　若葉スポーツ少年団 彦根ワイルドキッズ 　春照ホッケースポーツ少年団
　山東ホッケースポーツ少年団

21

　春照レインボーガールズ

　みなりホッケースポーツ少年団
　馬木ホッケースポーツ少年団

　篠山ジュニアホッケークラブ

　各務原ホワイトドラゴンズ

　篠山ジュニアホッケークラブ

　鳥取Jrホッケークラブ

　みなりホッケースポーツ少年団

　島本ホッケークラブ

　ＴＡＭＢＡスティックス
　瑞穂ホッケースポーツ少年団 　瑞穂ホッケースポーツ少年団

　鳥上ホッケースポーツ少年団 　馬木ホッケースポーツ少年団

32 30

　春照ホッケースポーツ少年団
　春照ガッツボーイズ

24

中学男子 中学女子

　各務原ホッケースポーツ少年団 　各務原ホッケースポーツ少年団
　各務原ホワイト

　鳥取Jrホッケークラブ

　ウィル大口スポーツクラブ
　村雲スポーツ少年団
　ＴＡＭＢＡボーイズ

　朝日ボーイズ 　朝日ガールズ

　Echizen HOMES²（エチゼンホームズ） 　Echizen HOMES²（エチゼンホームズ）
　常磐ホッケースポーツ少年団 　Echizen Little Stars (エチゼン　リトル　スターズ）

　小矢部選抜 　小矢部選抜　ＯＮＥ
　ＲＥＤ　ＯＸ　ｇｉｒｌｓ

　朝日ホッケースポーツ少年団 　朝日ホッケースポーツ少年団

　常磐ホッケースポーツ少年団

　朝日スマイル　朝日チャンピオンズ

第３６回西日本小学生・中学生６人制ホッケー選手権大会　参加チームリスト
小学男子 小学女子

　新潟ＣＲＥＳＴ 　新潟ＣＲＥＳＴ
　ＡＬＬ　ＯＹＡＢＥ 　ＡＬＬ　ＯＹＡＢＥ



府県名
新潟県
富山県

福井県

長野県
岐阜県

　ホワイトベアーズ

愛知県

京都府

島根県

滋賀県

計

府県名
栃木県 　　　今市クラブ （日光市）

　　　今市ボーイズ （日光市）
富山県 　　　石動中学校 （小矢部市） 　　　石動中学校 （小矢部市）

　　　大谷中学校 （小矢部市） 　　　大谷中学校 （小矢部市）
　　　蟹谷・津沢中学校 （小矢部市） 　　　蟹谷・津沢中学校 （小矢部市）
　　　津沢中学校 （小矢部市） 　　　津沢中学校 （小矢部市）

石川県 　　　富来中学校 （志賀町） 　　　富来中学校 （志賀町）
福井県 　　　朝日中学校 （越前町） 　　　朝日中学校 （越前町）

　　　朝日ＪＨＳ （越前町） 　　　朝日クラブ （越前町）
　　　朝日クラブ （越前町） 　　　織田・鯖江中学校 （越前町・鯖江市）
　　　織田中学校 （越前町） 　　　鯖江中学校 （鯖江市）
　　　鯖江中学校 （鯖江市）

岐阜県 　　　稲羽中学校 （各務原市） 　　　稲羽中学校 （各務原市）
　　　蘇原中学校 （各務原市） 　　　蘇原中学校 （各務原市）
　　　中央中学校 （各務原市） 　　　中央中学校 （各務原市）
　　　那加中学校 （各務原市） 　　　那加中学校 （各務原市）

京都府 　　　蒲生野中学校 （京丹波町） 　　　蒲生野中学校 （京丹波町）
　　　瑞穂中学校 （京丹波町） 　　　立命館中学校 （京都市）
　　　立命館中学校 （京都市）

大阪府 　　　羽衣学園中学校 （高石市）
兵庫県 　　　甲南中学校 （芦屋市） 　　　篠山・丹南中学校 （篠山市）
奈良県 　　　畝傍中学校 （檀原市） 　　　郡山西中学校 （大和郡山市）

　　　郡山西中学校 （大和郡山市） 　　　郡山南中学校 （大和郡山市）
　　　郡山南中学校 （大和郡山市）

鳥取県 　　　中央中学校 （八頭町） 　　　中央中学校 （八頭町）
島根県 　　　仁多中学校 （奥出雲町） 　　　仁多中学校 （奥出雲町）

　　　横田中学校 （奥出雲町） 　　　横田中学校 （奥出雲町）
　　　横田中サテライト （奥出雲町）

滋賀県 　　　彦根南中学校 （彦根市） 　　　彦根南中学校 （彦根市）
　　　伊吹山中学校 （米原市） 　　　伊吹山中学校 （米原市）

計

第３５回西日本小学生・中学生６人制ホッケー選手権大会　参加チームリスト

小学男子 小学女子
　新潟ＣＲＥＳＴ 　新潟ＣＲＥＳＴ
　大谷ﾎｯｹｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 　大谷ﾎｯｹｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

　東部ホッケースポーツ少年団 　東部ホッケースポーツ少年団
　朝日ホッケースポーツ少年団 　朝日ホッケースポーツ少年団
　朝日ボーイズ 　朝日ガールズ

　駒ヶ根スポーツ少年団
　レッドフェニックス 　各務原市ホッケースポーツ少年団
　ホワイトシャークス

　朝日チャンピオンズ 　Echizen　HOMES（エチゼン　ホームズ）

　Echizen　HOMES（エチゼン　ホームズ）
　常磐ホッケースポーツ少年団

　竹野ホッケースポーツ少年団 　ＴＡＭＢＡスティックス
　瑞穂ホッケースポーツ少年団 　瑞穂ホッケースポーツ少年団

　ブルースカイズ
　朝日丘ＨＣ
　ウィル大口スポーツクラブ

　彦根ワイルドキッズ 　彦根ワイルドキッズ

　馬木ホッケースポーツ少年団 　馬木ホッケースポーツ少年団
　みなりホッケースポーツ少年団

　彦根ファイターズ 　春照ホッケースポーツ少年団
　山東ホッケースポーツ少年団 　春照レインボーガールズ
　春照ホッケースポーツ少年団 　春照フレンドガールズ

29 24

総合計 98

　春照ガッツボーイズ
26 19

中学男子 中学女子

　おやべスポーツクラブ　ＡＬＬ　ＯＹＡＢＥ 　おやべスポーツクラブ　ＡＬＬ　ＯＹＡＢＥ
　おやべスポーツクラブ　小矢部選抜 　おやべスポーツクラブ　小矢部選抜

　朝日ダイヤモンズ
　朝日ファイターズ

　常磐ホッケースポーツ少年団



府県名
新潟県
富山県

福井県

長野県
岐阜県

愛知県

京都府

島根県

岡山県
滋賀県

計

府県名
栃木県 　　　今市中学校 （日光市）

　　　今市クラブ （日光市）
富山県 　　　石動中学校 （小矢部市） 　　　石動中学校 （小矢部市）

　　　大谷中学校 （小矢部市） 　　　大谷中学校 （小矢部市）
　　　蟹谷・津沢中学校 （小矢部市） 　　　蟹谷・大谷中学校 （小矢部市）
　　　津沢中学校 （小矢部市） 　　　津沢中学校 （小矢部市）

石川県 　　　富来中学校 （志賀町） 　　　富来中学校 （志賀町）
福井県 　　　朝日中学校 （越前町） 　　　朝日中学校 （越前町）

　　　朝日ＪＨＳ （越前町） 　　　朝日クラブ （越前町）
　　　朝日ピンク （越前町） 　　　鯖江中学校 （鯖江市）
　　　朝日ブルー （越前町）
　　　鯖江中学校 （鯖江市）
　　　SABAE　SPORTS　CLUB　（鯖江市）

岐阜県 　　　稲羽中学校 （各務原市） 　　　稲羽中学校 （各務原市）
　　　各務原中央中学校 （各務原市） 　　　各務原中央中学校 （各務原市）
　　　蘇原中学校 （各務原市） 　　　蘇原中学校 （各務原市）
　　　那加中学校 （各務原市） 　　　那加中学校 （各務原市）

京都府 　　　蒲生野中学校 （京丹波町） 　　　蒲生野中学校 （京丹波町）
　　　瑞穂中学校 （京丹波町） 　　　瑞穂中学校 （京丹波町）
　　　立命館中学校 （京都市） 　　　立命館中学校 （京都市）

大阪府 　　　羽衣学園中学校 （高石市）
兵庫県 　　　甲南中学校 （芦屋市） 　　　篠山中学校 （篠山市）

　　　篠山中学校 （篠山市）
奈良県 　　　畝傍中学校 （檀原市） 　　　郡山西中学校 （大和郡山市）

　　　郡山西中学校 （大和郡山市） 　　　郡山南中学校 （大和郡山市）
　　　郡山南中学校 （大和郡山市）

島根県 　　　仁多中学校 （奥出雲町） 　　　仁多中学校 （奥出雲町）
　　　仁多中クラブ （奥出雲町） 　　　横田中学校 （奥出雲町）
　　　横田中学校 （奥出雲町） 　　　横田クラブ （奥出雲町）
　　　横田中学校サテライト （奥出雲町）

滋賀県 　　　彦根南中学校 （彦根市） 　　　彦根南中学校 （彦根市）
　　　彦根南クラブ （彦根市） 　　　伊吹山中学校 （米原市）
　　　伊吹山中学校 （米原市）

計

　ウィル大口スポーツクラブ
　木曽川ＣＳＣ　フラスケット木曽川

　東宇治クラブ（府商ホッケー）
　ＴＡＭＢＡスティックス

　朝日ホッケースポーツ少年団

　朝日チャンピオンズ

　朝日丘ＨＣ

　常磐ホッケースポーツ少年団男子
　Echizen　HOMES（エチゼン　ホームズ）

　ガールズときわ

　朝日スマイル

　ホワイトビーズ

第３４回西日本小学生・中学生６人制ホッケー選手権大会　参加チームリスト

　馬木ホッケースポーツ少年団 　馬木小学校ホッケースポーツ少年団

　朝日ホッケースポーツ少年団
　朝日ボーイズ 　朝日ガールズ

　小矢部スポーツクラブ　小矢部選抜
　小矢部スポーツクラブ　小矢部RED OX Jr 　小矢部スポーツクラブ　小矢部RED OX Jr

　小矢部スポーツクラブ　小矢部選抜

　馬木ＦＨＣジュニア

　彦根ワイルドキッズ（若葉スポーツ少年団）

　春照レインボーガールズ
　春照フレンドガールズ

　馬木小学校ホッケークラブウイング

101総合計

　彦根ワイルドキッズ（若葉スポーツ少年団）

　春照ガッツ

2630

中学男子 中学女子

　春照ホッケースポーツ少年団
　山東ホッケースポーツ少年団

　ホワイトボーイズ

　彦根ファイターズ（若葉スポーツ少年団）

　瀬戸ホッケークラブ

2025

　春照ホッケースポーツ少年団

　瑞穂ホッケースポーツ少年団

　八川ホッケースポーツ少年団

　ＴＡＭＢＡボーイズ
　瑞穂ホッケースポーツ少年団

小学女子小学男子

　オレンジクイーンズ

　新潟ＣＲＥＳＴ 　新潟ＣＲＥＳＴ

　Echizen　HOMES（エチゼン　ホームズ）
　常磐ホッケースポーツ少年団女子

　駒ヶ根市スポーツ少年団
　レッドボーイズ



府県名
新潟県
富山県
石川県
福井県

長野県
岐阜県

京都府

兵庫県
鳥取県
島根県

佐賀県
滋賀県

計

府県名
富山県 　　　石動中学校 （小矢部市） 　　　石動中学校 （小矢部市）

　　　観音町クラブ （小矢部市） 　　　大谷中学校 （小矢部市）
　　　蟹谷・大谷中学校 （小矢部市） 　　　蟹谷・大谷中学校 （小矢部市）
　　　津沢中学校 （小矢部市） 　　　津沢中学校 （小矢部市）

石川県 　　　富来中学校 （志賀町）
福井県 　　　朝日中学校 （越前町） 　　　朝日中学校 （越前町）

　　　朝日ピンク （越前町） 　　　鯖江中学校 （鯖江市）
　　　朝日ブルー （越前町）
　　　鯖江中学校 （鯖江市）
　　　SABAE　SPORTS　CLUB　（鯖江市）

岐阜県 　　　稲羽中学校 （各務原市） 　　　各務原中央中学校 （各務原市）
　　　各務原中央中学校 （各務原市） 　　　蘇原・稲羽中学校 （各務原市）
　　　蘇原中学校 （各務原市） 　　　キャロットＨＣ （各務原市）
　　　那加中学校 （各務原市）

京都府 　　　大谷中学校 （京都市） 　　　瑞穂中学校 （京丹波町）
　　　蒲生野中学校 （京丹波町） 　　　立命館中学校 （京都市）
　　　瑞穂中学校 （京丹波町）
　　　立命館中学校 （京都市）

大阪府 　　　羽衣学園中学校 （高石市）
兵庫県 　　　甲南中学校 （芦屋市） 　　　篠山中学校 （篠山市）

　　　篠山中学校 （篠山市）
　　　篠山クラブ （篠山市）

奈良県 　　　畝傍中学校 （檀原市） 　　　郡山南中学校 （大和郡山市）
　　　郡山西中学校 （大和郡山市）
　　　郡山南中学校 （大和郡山市）

島根県 　　　仁多中学校 （奥出雲町） 　　　仁多中学校 （奥出雲町）
　　　横田中学校 （奥出雲町） 　　　横田中学校 （奥出雲町）
　　　SELRIO　YOKOTA （奥出雲町） 　　　横田クラブ （奥出雲町）

滋賀県 　　　彦根南中学校 （彦根市） 　　　彦根南中学校 （彦根市）
　　　伊吹山中学校 （米原市） 　　　伊吹山中学校 （米原市）

計

　各務原市ホワイトドルフィン

　ＴＡＭＢＡガールズ

　Echizen　HOMES（ｴﾁｾﾞﾝ　ﾎｰﾑｽﾞ）

　瑞穂ホッケースポーツ少年団

2028

　常磐ホッケースポーツ少年団女子
　常磐ホッケースポーツ少年団男子

中学男子 中学女子

　駒ヶ根スポーツ少年団

24

　春照レインボーガールズ

小学女子小学男子

　篠山ジュニアホッケークラブ

　各務原市オーシャンズ

　各務原市オレンジシャークス

92総合計

　若葉スポーツ少年団　彦根Wild-Kid's

　春照ガッツボーイズ

　東宇治ガールズ

20

　馬木小学校ホッケースポーツ少年団

　各務原市レッドボーイズ
　各務原市ホワイトボーイズ

　山東ホッケースポーツ少年団
　若葉スポーツ少年団　彦根ファイターズ

　鳥取Ｊｒホッケークラブ

　ＴＡＭＢＡボーイズ

　伊万里ＦＨＣ

　志賀町ホッケースポーツ少年団
　おやべスポーツクラブ　小矢部RED OX U-12 　おやべスポーツクラブ　小矢部RED OX U-12

　志賀町ホッケースポーツ少年団
　朝日ホッケースポーツ少年団

　朝日チャンピオンズ 　朝日スマイル

　Echizen　HOMES（ｴﾁｾﾞﾝ　ﾎｰﾑｽﾞ）
　エチスポ　ジョーカーズ

　春照ホッケースポーツ少年団

　春照フレンドガールズ

　伊万里ＦＨＣ

　春照ホッケースポーツ少年団

第３３回西日本小学生・中学生６人制ホッケー選手権大会　参加チームリスト

　阿井小学校 　馬木小学校ホッケースポーツ少年団

　朝日ホッケースポーツ少年団
　朝日ボーイズ 　朝日ガールズ

　鳥取Ｊｒホッケークラブ

　新潟ＣＲＥＳＴホッケークラブ 　新潟ＣＲＥＳＴホッケークラブ

　瑞穂ホッケースポーツ少年団



府県名
石川県
富山県

福井県

岐阜県

京都府

兵庫県
鳥取県
島根県

滋賀県

計

府県名
石川県 　　　富来中学校 　　　富来中学校
富山県 　　　石動中学校 　　　石動中学校

　　　石動クラブ 　　　大谷中学校
　　　大谷中学校 　　　津沢中学校
　　　津沢中学校 　　　蟹谷・津沢中学校
　　　蟹谷・津沢中学校

福井県 　　　朝日中学校 　　　朝日中学校
　　　朝日クラブ 　　　鯖江中学校
　　　朝日ブルー
　　　朝日レッド
　　　鯖江中学校

岐阜県 　　　稲羽中学校 　　　稲羽中学校
　　　中央・那加中学校 　　　中央中学校

　　　那加中学校
京都府 　　　蒲生野中学校 　　　蒲生野中学校

　　　瑞穂中学校 　　　立命館中学校
　　　立命館中学校

奈良県 　　　畝傍中学校 　　　郡山南中学校
　　　郡山南中学校
　　　郡山南クラブ

大阪府 　　　羽衣学園中学校
和歌山県 　　　箕島中学校
兵庫県 　　　甲南中学校 　　　篠山中学校

　　　篠山中学校 　　　ＵＲＩＢＯＷＳ
　　　ブラックビーンズ

島根県 　　　仁多中学校 　　　仁多中学校
　　　横田中学校 　　　横田中学校
　　　セルリオ横田

滋賀県 　　　彦根南中学校 　　　彦根南中学校
　　　伊吹山中学校 　　　伊吹山中学校

計

　糸生ホッケースポーツ少年団

　春照ホッケースポーツ少年団

　各務原市ホッケースポーツ少年団

　山東ホッケースポーツ少年団
　若葉スポーツ少年団　彦根ファイターズ

　鳥取県選抜
　馬木小学校ホッケースポーツ少年団

　糸生ボーイズ　ホッケースポーツ少年団

　横田ホッケースポーツ少年団 　横田ホッケースポーツ少年団

　Echizen　HOMES（ｴﾁｾﾞﾝ　ﾎｰﾑｽﾞ）

　京丹波ホッケースポーツ少年団

　各務原市・飛鳥

　篠山ジュニアホッケークラブ

　各務原・キッズ

第３２回西日本小学生・中学生６人制ホッケー選手権大会　参加チームリスト

　東部ホッケースポーツ少年団

　朝日チャンピオンズ

　東部ホッケースポーツ少年団

小学女子

　おやべスポーツクラブ　小矢部RED OX U-12

小学男子
　志賀町ホッケースポーツ少年団

　糸生ホッケースポーツ少年団

　朝日ホッケースポーツ少年団　朝日ホッケースポーツ少年団
　朝日ダイヤモンズ 　朝日レインボー

　朝日レッドソックス 　常磐ホッケースポーツ少年団女子

　朝日ボーイズ
　Echizen　HOMES（ｴﾁｾﾞﾝ　ﾎｰﾑｽﾞ）

94

　常磐ホッケースポーツ少年団男子

総合計

　若葉スポーツ少年団　彦根Wild-Kid's

　春照・山東スーパースターズ

　京丹波クラブ

　鳥取県選抜

　府商ガールズ

　京丹波ホッケースポーツ少年団

　志賀町ホッケースポーツ少年団
　おやべスポーツクラブ　小矢部RED OX U-12

20

　若葉スポーツ少年団　彦根Wild-Kid's

　春照フレンドガールズ

　春照ホッケースポーツ少年団
　春照レインボーガールズ

　各務原市ホッケースポーツ少年団

28

　糸生ガールズ　ホッケースポーツ少年団
　朝日ファイターズ

中学男子 中学女子

2224

　馬木小学校ホッケースポーツ少年団


