
ゆりーと杯　５・６年名簿

氏名 かな 所属
MS5 1 福島 幸輝 ふくしま こうき たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS5 2 鈴木 泰芽 すずき たいが たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS5 3 塩谷 禮 しおや れい たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS5 4 林 一郎 はやし いちろう たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS5 5 武丸 侑樹 たけまる ゆうき 渋谷ジュニア
MS5 6 木村 海帆 きむら かいほ 国分寺ジュニア
MS5 7 三ツ橋 和音 みつはし かずね 国分寺ジュニア
MS5 8 中澤 遼行 なかざわ はるゆき 国分寺ジュニア
MS5 9 吉永 暖 よしなが だん 国分寺ジュニア
MS5 10 坂本 惺 さかもと さとる 青梅ジュニア
MS5 11 笹川 優太 ささがわ ゆうた 青梅ジュニア
MS5 12 水野 琉登 みずの りゅうと 青梅ジュニア
MS5 13 関根 賢明 せきね たかあき 調布ジュニア
MS5 14 金 朱暎 きん ちゅよん 豊島シャトルズ
MS5 15 三橋 蒼空 みつはし そら 豊島シャトルズ
MS5 16 川野辺 友太 かわのべ ゆうた ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS5 17 髙﨑 心逢 たかさき とあ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS5 18 細谷 航 ほそや こう ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS5 19 金澤 歩 かなざわ あゆむ 渋谷ジュニア
MS5 20 堀川 夢真 ほりかわ ゆうま 町田ジュニア
MS5 21 冨塚 輝 とみづか ひかる 町田ジュニア
MS5 22 石井 陽親 いしい あきちか 銀座キッズ
MS5 23 桃井 亮磨 ももい りょうま 練馬アドバンス
MS5 24 柴田 航希 しばた こうき 練馬アドバンス
MS5 25 木下 渚 きのした なぎさ 石神井台小ＢＣ
MS5 26 近藤 浩孝 こんどう ひろたか シャトラーズ深川
MS5 27 平本 聡太 ひらもと そうた シャトラーズ深川
MS5 28 石野 竣大 いしの しゅんた シャトラーズ深川
MS5 29 福成 千翔 ふくなり かずと シャトラーズ深川
MS5 30 井川 優月 いがわ ゆづき 有馬シャトル
MS5 31 野村 歩夢 のむら あゆむ 小平ジュニア
MS5 32 水谷 友弥 みずたに ともや 小平ジュニア
MS5 33 岩渕 心人 いわぶち あいと 小平ジュニア
MS5 34 長岡 郁翔 ながおか いくと 小平ジュニア
MS5 35 山縣 壮也 やまがた そうや 宝木塚ジュニア
MS5 36 加藤 瑛之 かとう てるゆき 宝木塚ジュニア
MS5 37 久保田 士道 くぼた しどう 宝木塚ジュニア

MS6 1 西沢 達也 にしざわ たつや 八王子キッズバドラー
MS6 2 野口 駿平 のぐち しゅんぺい たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS6 3 柳川 瑠生 やながわ るい たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS6 4 小見山 和斗 こみやま かずと たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS6 5 平塚 颯人 ひらつか はやと たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS6 6 小堺 天翔 こさかい つばさ 根岸ジュニア
MS6 7 齊藤 遥己 さいとう はるき 稲城ジュニア
MS6 8 関根 翔太 せきね しょうた 青梅ジュニア
MS6 9 金本 光巧 かなもと こうた 青梅ジュニア
MS6 10 田中 駆礼生 たなか くれお 調布ジュニア
MS6 11 三宅 美響 みやけ みおと ＳＵＮＳ ２００４
MS6 12 中島 天 なかしま てん ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 13 指宿 太陽 いぶすき ひかる ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ



MS6 14 沖本 祐 おきもと ゆう ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 15 壷井 達矢 つぼい たつや ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 16 本蔵 大誠 もとくら たいせい ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 17 後藤 優陽 ごとう ゆうひ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 18 指宿 大空 いぶすき そら ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 19 廣谷 柊耶 ひろたに とうや ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 20 鵜殿 大輔 うどの だいすけ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 21 前田 隆之介 まえだ りゅうのすけ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 22 倉山 侑太 くらやま ゆうた ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS6 23 岩田 玄徳 いわた げんとく 住吉ジュニア
MS6 24 馬場 翔兵 ばば しょうへい 渋谷ジュニア
MS6 25 青木 洸明 あおき こうめい 渋谷ジュニア
MS6 26 吉田 直太郎 よしだ なおたろう 金富
MS6 27 猪又 紫遠 いのまた しおん 町田ジュニア
MS6 28 片原 大翔 かたはら ひろと Ｃ・Ｓ・Ａ
MS6 29 赤須 天風 あかす てんぷう 銀座キッズ
MS6 30 山口 泉 やまぐち いずみ 練馬アドバンス
MS6 31 杉本 春輝 すぎもと はるき 練馬アドバンス
MS6 32 櫻井 智規 さくらい ともき 石神井台小ＢＣ
MS6 33 服部 叡樹 はっとり まさき キダッチョ君ジュニア
MS6 34 金野 天真 こんの てんま シャトラーズ深川
MS6 35 前田 知輝 まえだ ともき Ｐｉｘｙ 葛西
MS6 36 石井 涼太 いしい りょうた Ｐｉｘｙ 葛西
MS6 37 佐藤 玄己 さとう はるき 有馬シャトル
MS6 38 衣川 空冴 きぬがわ くうご 八王子ジュニア
MS6 39 臼井 俊輔 うすい しゅんすけ 八王子ジュニア
MS6 40 山下 晃永 やました こうえい 小平ジュニア
MS6 41 倉ケ﨑 遼 くらがさき りょう 小平ジュニア
MS6 42 藪田 龍一 やぶた りゅういち 武蔵村山ジュニア
MS6 43 浦野 大馳 うらの だいち 武蔵村山ジュニア
MS6 44 永田 湊人 ながた そうと 武蔵村山ジュニア
MS6 45 宮本 恒 みやもと わたる 宝木塚ジュニア
MS6 46 佐伯 光次郎 さえき こうじろう 調布ジュニア

WS5 1 小西 彩花 こにし あやか 八王子キッズバドラー
WS5 2 土屋 和心美 つちや なごみ 八王子キッズバドラー
WS5 3 望月 日栞 もちづき ひより 八王子キッズバドラー
WS5 4 池永 芽未 いけなが めいみ 八王子キッズバドラー
WS5 5 石川 乃乃葉 いしかわ ののは たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS5 6 大橋 寧々 おおはし ねね たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS5 7 小口 美結 こぐち みゆう 国分寺ジュニア
WS5 8 光藤 彩羽 みつふじ いろは 国分寺ジュニア
WS5 9 山田 千晴 やまだ ちはる 国分寺ジュニア
WS5 10 梶田 果歩 かじた かほ 稲城ジュニア
WS5 11 大島 雪乃 おおしま ゆきの 稲城ジュニア
WS5 12 山崎 美優 やまざき みゆ 青梅ジュニア
WS5 13 水野 夏芽 みずの なつめ 青梅ジュニア
WS5 14 橋山 結菜 はしやま ゆうな 豊島シャトルズ
WS5 15 松村 涼香 まつむら りょうか ＳＵＮＳ ２００４
WS5 16 神尾 侑里 かみお ゆり ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
WS5 17 宮田 愛理菜 みやた えりな 板橋ジュニア
WS5 18 小林 瑶季 こばやし たまき 板橋ジュニア
WS5 19 内藤 菜々子 ないとう ななこ 住吉ジュニア
WS5 20 山﨑 果音 やまざき かのん 住吉ジュニア
WS5 21 山口 祐香 やまぐち ゆか 渋谷ジュニア



WS5 22 佐藤 ひより さとう ひより 渋谷ジュニア
WS5 23 高橋 優歩 たかはし ゆほ 渋谷ジュニア
WS5 24 八重樫 涼 やえがし すず 町田ジュニア
WS5 25 小野寺 悠花 おのでら はるか 銀座キッズ
WS5 26 篠原 優奈 しのはら ゆうな 銀座キッズ
WS5 27 齋藤 夏音 さいとう かのん 銀座キッズ
WS5 28 小島 優依 こじま ゆい 銀座キッズ
WS5 29 吉田 恵 よしだ めぐみ 練馬アドバンス
WS5 30 佐伯 雛恵 さえき ひなえ 練馬アドバンス
WS5 31 髙橋 由梨佳 たかはし ゆりか 石神井台小ＢＣ
WS5 32 熊谷 舞乃 くまがい まいの キダッチョ君ジュニア
WS5 33 金田 ゆめ かねだ ゆめ シャトラーズ深川
WS5 34 入澤 美空 いりさわ みく 小平ジュニア
WS5 35 白坂 琉璃 しらさか るり 小平ジュニア
WS5 36 山下 恵依 やました えい 小平ジュニア
WS5 37 土屋 明莉 つちや あかり 宝木塚ジュニア
WS5 38 村山 夏海 むらやま なつみ 宝木塚ジュニア

WS6 1 下田 彩葉 しもだ いろはは 八王子キッズバドラー
WS6 2 太田 友歩 おおた ゆうあ 八王子キッズバドラー
WS6 3 河端 葵 かわばた あおい 八王子キッズバドラー
WS6 4 岩佐 瞳 いわさ ひとみ 八王子キッズバドラー
WS6 5 小原 未空 こはら みく たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS6 6 髙井 楓夏 たかい ふうか 根岸ジュニア
WS6 7 大石 凛 おおいし りん 稲城ジュニア
WS6 8 大石 蘭 おおいし らん 稲城ジュニア
WS6 9 東 千優里 ひがし ちゆり 稲城ジュニア
WS6 10 横山 夏空 よこやま くう 稲城ジュニア
WS6 11 斉藤 明衣 さいとう めい 青梅ジュニア
WS6 12 名取 陽菜多 なとり ひなた 調布ジュニア
WS6 13 菅原 玲 すがわら れい 調布ジュニア
WS6 14 上田 夢姫 うえだ みひめ 調布ジュニア
WS6 15 後藤 里菜 ごとう りな 豊島シャトルズ
WS6 16 稲留 千咲 いなどめ ちさ 豊島シャトルズ
WS6 17 杉山 紗帆 すぎやま さほ ＳＵＮＳ ２００４
WS6 18 根本 梨奈 ねもと りな ＳＵＮＳ ２００４
WS6 19 岩岡 祐来 いわおか ゆら ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
WS6 20 佐藤 美海 さとう みみ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
WS6 21 川口 みおな かわぐち みおな 板橋ジュニア
WS6 22 木邨 優月 きむら ゆづき 板橋ジュニア
WS6 23 星 茜音 ほし あかね 住吉ジュニア
WS6 24 名古屋 真里奈 なごや まりな 渋谷ジュニア
WS6 25 小林 朱莉 こばやし しゅり 町田ジュニア
WS6 26 西山 由珠 にしやま ゆず 町田ジュニア
WS6 27 土屋 真歩 つちや まほ 町田ジュニア
WS6 28 栗原 明希 くりはら あき 町田ジュニア
WS6 29 谷口 ここな たにぐち ここな 町田ジュニア
WS6 30 隅田川 花凜 すみだがわ かりん 練馬アドバンス
WS6 31 冨田 美緒 とみた みお 練馬アドバンス
WS6 32 根岸 沙羅 ねぎし さら 練馬アドバンス
WS6 33 葛西 未莉 かさい みり 練馬アドバンス
WS6 34 櫻井 愛実 さくらい まなみ 練馬アドバンス
WS6 35 里村 優衣 さとむら ゆい 練馬アドバンス
WS6 36 齊木 優羽 さいき ゆう シャトラーズ深川
WS6 37 廣中 真美亜 ひろなか まみあ シャトラーズ深川



WS6 38 三橋 史果 みつはし ふみか 八王子ジュニア
WS6 39 小林 花瑠 こばやし はる 八王子ジュニア
WS6 40 臼井 菜摘 うすい なつみ 八王子ジュニア
WS6 41 高野 来蒔 たかの こまき 小平ジュニア
WS6 42 竹内 遥香 たけうち はるか 小平ジュニア
WS6 43 橋村 羽奏 はしむら わかな 小平ジュニア
WS6 44 今村 汐利 いまむら しおり 宝木塚ジュニア
WS6 45 國弘 一葉 くにひろ ひとは 宝木塚ジュニア
WS6 46 鮎渕 ひまわり あゆぶち ひまわり 板橋ジュニア
WS6 47 大松 愛梨 おおまつ あいり 調布ジュニア



ゆりーと杯　２・３・４年名簿

氏名 かな 所属
MS2 1 永井 海成 ながい かいせい 銀座キッズ
MS2 2 岩佐 幸太郎 いわさ こうたろう 八王子キッズバドラー
MS2 3 土屋 和志 つちや かずし 八王子キッズバドラー
MS2 4 玉木 佑弥 たまき ゆうや たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS2 5 塩谷 司 しおや つかさ たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS2 6 佐々木 陽斗 ささき はると たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS2 7 三浦 壮太 みうら そうた たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS2 8 笠井 千璃 かさい せんり 国分寺ジュニア
MS2 9 木村 永希 きむら とき 国分寺ジュニア
MS2 10 髙橋 佑輔 たかはし ゆうすけ 池上ジュニア
MS2 11 本蔵 大翔 もとくら ひろと ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS2 12 金岡 壮達 かなおか そうたつ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS2 13 星 椋太 ほし りょうた 住吉ジュニア
MS2 14 坂口 功 さかぐち こう 渋谷ジュニア
MS2 15 石井 春馬 いしい はるま ホワイトバーズ
MS2 16 堀川 真輝 ほりかわ まさき 町田ジュニア
MS2 17 間瀬 智裕 ませ ともひろ 町田ジュニア
MS2 18 中川 翔護 なかがわ しょうご 町田ジュニア
MS2 19 三木 瑛太 みき えいた シャトラーズ深川
MS2 20 福成 翔太 ふくなり しょうた シャトラーズ深川
MS2 21 堤 恵悟 つつみ けいご 小平ジュニア
MS2 22 白坂 夏絆 しらさか なつき 小平ジュニア
MS2 23 武森 陽向 たけもり ひなた 小平ジュニア
MS2 24 塩谷 朱雀 しおたに すざく 小平ジュニア
MS2 25 鈴木 秀吾 すずき しゅうご 小平ジュニア
MS2 26 依田 周磨 よだ しゅうま 小平ジュニア
MS2 27 関口 蓮 せきぐち れん 小平ジュニア
MS2 28 野口 優 のぐち ゆう 小平ジュニア
MS2 29 小杉 耕勇 こすぎ こうゆう 宝木塚ジュニア
MS2 30 田中 琥太郎 たなか こたろう 宝木塚ジュニア

MS3 1 藤城 武之輔 ふじしろ たけのすけ たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS3 2 合田 拓翔 ごうだ たくと たなしＭＡＸ Ｊｒ．
MS3 3 小口 壮真 こぐち そうま 国分寺ジュニア
MS3 4 松田 智也 まつだ ともや 国分寺ジュニア
MS3 5 荒井 椋太 あらい りょうた 国分寺ジュニア
MS3 6 福山 航大 ふくやま こうた 国分寺ジュニア
MS3 7 渡邉 悠至 わたなべ ゆうし 青梅ジュニア
MS3 8 下川 璃久 しもかわ りく 青梅ジュニア
MS3 9 髙﨑 唯心 たかさき ゆら ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS3 10 廣谷 碧太 ひろたに あおた ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS3 11 野口 馳矢 のぐち としや 町田ジュニア
MS3 12 井渕 史瑛 いぶち しえい サザンウィングス
MS3 13 狩野 幹人 かのう みきと 銀座キッズ
MS3 14 和川 竜也 わがわ たつや 小平ジュニア
MS3 15 城戸 友翔 きど ゆうと 小平ジュニア
MS3 16 戸村 光希 とむら ひかる 小平ジュニア
MS3 17 野口 空 のぐち そら 小平ジュニア
MS3 18 松本 綾太朗 まつもと りんたろう 宝木塚ジュニア
MS3 19 渡邉 響己 わたなべ ひびき 杉並ジュニア
MS3 20 三浦 大翔 みうら ひろと 練馬ジュニア



MS4 1 庄司 慶太郎 しょうじ けいたろう 銀座キッズ
MS4 2 片沼 来知 かたぬま らいち 稲城ジュニア
MS4 3 小澤 悠生 おざわ ゆうせい 稲城ジュニア
MS4 4 小谷 翔太 こたに しょうた 池上ジュニア
MS4 5 湯田 康一郎 ゆだ こういちろう 調布ジュニア
MS4 6 中嶋 真志 なかじま まさし ＳＵＮＳ ２００４
MS4 7 金子 歩夢 かねこ あゆむ ＳＵＮＳ ２００４
MS4 8 石川 良 いしかわ りょう ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS4 9 南谷 樹 みなたに いつき ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
MS4 10 阿部 晴次 あべ せいじ 板橋ジュニア
MS4 11 石井 大翔 いしい ひろと ホワイトバーズ
MS4 12 門井 翔 かどい つばさ ホワイトバーズ
MS4 13 須崎 渉吾 すざき しょうご 町田ジュニア
MS4 14 小宮 研人 こみや けんと 町田ジュニア
MS4 15 片原 拓海 かたはら たくみ Ｃ・Ｓ・Ａ
MS4 16 本橋 幹大 もとはし みきひろ サザンウィングス
MS4 17 黒川 蒼史 くろかわ そうし 練馬アドバンス
MS4 18 小坂部 瑛太 こさかべ えいた シャトラーズ深川
MS4 19 高田 幹樹 たかだ もとき シャトラーズ深川
MS4 20 齋藤 翔 さいとう しょう シャトラーズ深川
MS4 21 齊木 瑛俊 さいき えいしゅん シャトラーズ深川
MS4 22 岩丸 拓真 いわまる たくま シャトラーズ深川
MS4 23 岩丸 遼真 いわまる りょうま シャトラーズ深川
MS4 24 江村 知洸 えむら ともひろ 八王子ジュニア
MS4 25 関口 快斗 せきぐち かいと 小平ジュニア
MS4 26 佐藤 隆一郎 さとう りゅういちろう 小平ジュニア
MS4 27 班 浩文 ばん ひろふみ 小平ジュニア
MS4 28 下野 仁輝 しもの ひとき 小平ジュニア
MS4 29 猪瀬 晴翔 いのせ はると 小平ジュニア
MS4 30 鈴木 宏幸 すずき ひろゆき 小平ジュニア
MS4 31 深尾 優太 ふかお ゆうた 宝木塚ジュニア
MS4 32 弓削 綾登 ゆげ あやと 宝木塚ジュニア
MS4 33 佐藤 策太 さとう さくた 宝木塚ジュニア
MS4 34 吉岡 響 よしおか ひびき 宝木塚ジュニア
MS4 35 平野 真咲 ひらの まさき 宝木塚ジュニア
MS4 36 井上 真斗 いのうえ  まなと 練馬ジュニア
MS4 37 三浦 基治 みうら もとはる 調布ジュニア

WS2 1 森田 七海 もりた ななみ たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS2 2 石川 るるう いしかわ るるう たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS2 3 松井 美遥 まつい みはる 久松ジュニア
WS2 4 竹谷 彩 たけたに あや 久松ジュニア
WS2 5 太田 まりか おおた まりか 久松ジュニア
WS2 6 高橋 結衣 たかはし ゆい 町田ジュニア
WS2 7 光永 理央菜 みつなが りおな 町田ジュニア
WS2 8 増田 蛍 ますだ けい 稲城ジュニア
WS2 9 渡邉 杏梨 わたなべ あんり 青梅ジュニア
WS2 10 薗田 優奈 そのだ ゆうな 青梅ジュニア
WS2 11 飯田 結万 いいだ ゆま 青梅ジュニア
WS2 12 山中 朱哩 やまなか じゅり 青梅ジュニア青梅ジュニア
WS2 13 酒井 結菜 さかい ゆな 調布ジュニア
WS2 14 神尾 明希 かみお あき ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
WS2 15 森 未宇 もり みそら 板橋ジュニア
WS2 16 伴野 碧唯 ばんの あおい ＮＯＣＫＳ



WS2 17 佐藤 つきみ さとう つきみ 渋谷ジュニア
WS2 18 黒川 紗都 くろかわ  さと 練馬アドバンス
WS2 19 齋藤 翼 さいとう つばさ シャトラーズ深川
WS2 20 三木 彩加 みき あやか シャトラーズ深川
WS2 21 藤井 円花 ふじい まどか 有馬シャトル
WS2 22 皆川 恵茉 みながわ えま 小平ジュニア
WS2 23 猪瀬 知恵 いのせ ちえ 小平ジュニア
WS2 24 沖平 絢音 おきひら あやね 小平ジュニア
WS2 25 入澤 美星 いりさわ みほ 小平ジュニア
WS2 26 小野高 杏 おのだか あん 小平ジュニア
WS2 27 大嶽 実央 おおたけ みお 小平ジュニア
WS2 28 佐藤 帆志乃 さとう ほしの 宝木塚ジュニア
WS2 29 鈴木 乃愛 すずき のあ 住吉ジュニア
WS2 30 長友 花 ながとも はな 住吉ジュニア

WS3 1 木田 愛里 きだ あいり たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS3 2 山中 杏哩 やまなか あんり 青梅ジュニア
WS3 3 高木 杏 たかぎ あん 調布ジュニア
WS3 4 酒井 玲菜 さかい れな 調布ジュニア
WS3 5 松山 葵 まつやま あおい 板橋ジュニア
WS3 6 田中 四葉 たなか よつば 渋谷ジュニア
WS3 7 東 里桜 あずま りお 渋谷ジュニア
WS3 8 山口 玲衣 やまぐち れい サザンウィングス
WS3 9 宮本 青璃 みやもと あおり サザンウィングス
WS3 10 大庭 梨暖 おおば りのん 八王子ジュニア
WS3 11 橋村 妃翔 はしむら ひめか 小平ジュニア
WS3 12 小野高 美月 おのだか みづき 小平ジュニア
WS3 13 沖平 和奏 おきひら わかな 小平ジュニア
WS3 14 今村 柊香 いまむら しゅうか 宝木塚ジュニア
WS3 15 広瀬 紗麗 ひろせ さら 宝木塚ジュニア
WS3 16 金澤 采子 かなざわ ことこ 青梅ジュニア
WS3 17 笹川 結衣 ささがわ ゆい 青梅ジュニア
WS3 18 楠田 美空 くすだ みそら 練馬ジュニア
WS3 19 渡辺 葉月 わたなべ はづき 練馬ジュニア

WS4 1 阿部 唯愛来 あべ ゆあら たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS4 2 石井 愛莉 いしい あいり たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS4 3 佐野 はるか さの はるか たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS4 4 長谷川 檎々 はせがわ ここ たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS4 5 三浦 日葵 みうら ひまり たなしＭＡＸ Ｊｒ．
WS4 6 荒木 真彩 あらき まあや 国分寺ジュニア
WS4 7 飯田 志歩 いいだ しほ 青梅ジュニア
WS4 8 薗田 美優 そのだ みひろ 青梅ジュニア
WS4 9 小原 那月 おばら なつき 池上ジュニア
WS4 10 神 綾香 じん あやか 調布ジュニア
WS4 11 金岡 薫 かなおか かおる ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
WS4 12 有住 悠 ありずみ はるか ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
WS4 13 宮本 祐紀未 みやもと ゆきみ ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
WS4 14 森岡 優菜 もりおか ゆうな 板橋ジュニア
WS4 15 柵木 はづき ませき はづき 渋谷ジュニア
WS4 16 赤羽根 円加 あかばね まどか 渋谷ジュニア
WS4 17 安谷屋 悠 あだにや ゆう ホワイトバーズ
WS4 18 谷口 彩夢 たにぐち あゆ 町田ジュニア
WS4 19 太田 みもざ おおた みもざ 久松ジュニア
WS4 20 保坂 美月 ほさか みづき 久松ジュニア



WS4 21 秋葉 咲耶 あきば さや サザンウィングス
WS4 22 萩原 心花 はぎわら みはな サザンウィングス
WS4 23 杉本 優衣 すぎもと ゆい 練馬アドバンス
WS4 24 篠田 真凛 しのだ まりん キダッチョ君ジュニア
WS4 25 長谷川 萌香 はせがわ もか シャトラーズ深川
WS4 26 前田 知花 まえだ ちはな Ｐｉｘｙ 葛西
WS4 27 板垣 美優 いたがき みゆ 八王子ジュニア
WS4 28 小俣 真央 おまた まお 八王子ジュニア
WS4 29 神尾 朱理 かみお あかり 小平ジュニア
WS4 30 今井 乃愛瑠 いまい のえる 小平ジュニア
WS4 31 松浦 歌音 まつうら かのん 小平ジュニア
WS4 32 大嶽 真央 おおたけ まお 小平ジュニア
WS4 33 佐藤 夢來 さとう ゆめな 小平ジュニア
WS4 34 依田 美玲 よだ みれい 小平ジュニア
WS4 35 金沢 つぼみ かなざわ つぼみ 宝木塚ジュニア
WS4 36 田嶋 紗空 たじま さら 稲城ジュニア
WS4 37 上山 美梨 うえやま みなし 杉並ジュニア
WS4 38 吉永 実桜 よしなが みお 杉並ジュニア


