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団　体 監督 コーチ

たなしMAX 野口聡 佐藤咲枝 内田壮一郎⑥ 玉木佑弥⑥ 佐々木陽斗⑥ 塩谷司⑤ 石井涼晟③

イシバジャパン 石場隆雄 秋庭亜希子 金岡 壮達⑤ 江口 昂平④ 平林 竜輝⑤ 松尾 尚樹⑤

シャトラーズ深川 平山 政吉 佐々木 年行 福成 翔太⑥ 永井 海成⑥ 大木 省吾⑥ 冨屋 歩希⑤ 勝倉 央太⑥ 小山 太一⑤

八王子ジュニア 石井 暢 板橋 浩気 鈴木 蒼介⑥ 菅野 響生⑥ 山中 健⑥ 山﨑 琉矢④ 小笠原 拓海⑤ 大堀 蓮人⑥

宝木塚ジュニア 鴛海 晴彦 原田 憲明 田中 琥太郎⑥ 丁 徹⑤ 生元 暖人④ 稲葉 隆真④ 渡辺 吏都④ 阿出川 冠④

小平ジュニア 城戸 友行 佐藤 正美 塩谷 朱雀⑥ 白坂 夏絆⑥ 武森 陽向⑥ 堤 恵悟⑥ 田中 星太郎⑤ 野口 優④

池上ジュニア 髙橋 裕里子 髙橋 正喜 宍倉 拓海⑤ 髙橋 佑輔⑤ 石井 羚⑤ 斉藤 寛武⑤ 髙橋 慎吾② 野澤 拓斗④

渋谷ジュニア 杉山 保 茂庭 弘子 坂口 功⑥ 殿川 大地⑥ 塚田 海生⑥ 石井 春馬⑤ 谷戸 翔音⑤ 山口 拓④

町田ジュニア 宮川 光浩 中川 智成 加藤 陽斗⑥ 小杉 一輝⑥ 篠原 壮⑥ 上里 航大⑤ 小池 大和⑤ 中川 翔護⑤

団　体 監督 コーチ 選手

ＰＩＸＹ葛西 高崎 朋子 高崎 朋子 佐藤 凪彩⑥ 野村 佳永⑥ 饗庭 彩花⑥ 福島 希心⑥ 福井 花望⑥ 四宮 千愛⑤

たなしMAX 野口聡 玉木利弥 稲付くるみ⑥ 藤原未釉⑥ 石川るるう⑤ 内田春花③ 庄司蘭③

イシバジャパン 石場 隆雄 秋庭 亜希子 中村 怜奈⑥ 今村 柚稀⑤ 田上 風奈④ 田上 日奈③

サザンウィングス 山岸 洋一 山口 絵美 福山 咲季⑤ 室谷 果凛⑤ 岡川 心麦⑤ 南谷 芹⑤ 水尻 茉那④

シャトラーズ深川 平山 政吉 佐々木 年行 平澤 愛菜⑥ 石川 結友⑥ 細谷 綺希⑤ 杉山 舞⑤

八王子ジュニア 石井 暢 板橋 浩気 蝦名 美宙⑥ 岡部 綾美⑥ 浜岡 紗帆④ 田中 結菜⑥ 江原 羽海⑥ 反町 咲紀④

宝木塚ジュニア 鴛海 晴彦 原田 憲明 佐藤 帆志乃⑥ 日下田 灯⑥ 熊川 瑞乃⑥ 松本 杏珠⑤ 吉長 熙愛④ 鴛海 光④

小平ジュニア 結城 加奈子 城戸 康子 末廣 凜風⑥ 末廣 瑠夏⑥ 坪井 悠月⑥ 皆川 恵茉⑥ 大嶽 実央⑤ 入澤 美星④

渋谷ジュニア 杉山 保 茂庭 弘子 藤井 円花⑥ 藤井 理緒⑥ 粟野 莉央⑥ 金澤 優咲⑥ 平田 葵⑤ 青木 愛④

町田ジュニア 宮川 光浩 高橋 奈緒 高橋 結衣⑥ 光永 理央菜⑥ 有村 陽南⑤ 大槻 結稀④ 篠原 愛果④ 有村 衣央③

練馬アドバンス 梅澤 清和 黒川 亜希子 吉野 羽都希⑥ 黒川 紗都⑥ 小林 梨華⑥ 田中 陽音⑥ 梅澤 唯花⑤

青梅ジュニア 松村 美智子 松村 愛美 森田 七海⑥ 薗田 優奈⑥ 渡邉 杏梨⑥ 神尾 明希⑤ 野﨑 星奈④ 野﨑 花奈④
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