
種目 No. 参加者 参加者 所属
6BD 1 加藤 陽斗 篠原 壮 Ｍａｃｈｉ１
6BD 2 小杉 一輝 中川 翔護 Ｍａｃｈｉ１
6BD 3 内田壮一郎 玉木佑弥 たなしＭＡＸ
6BD 4 佐々木陽斗 塩谷司 たなしＭＡＸ
6BD 5 本田奏介 森尾颯天 たなしＭＡＸ
6BD 6 大堀 蓮人 金岡 壮達 イシバジャパン
6BD 7 本橋 潤一 戸圡 陽稀 サザンウィングス
6BD 8 福成 翔太 永井 海成 シャトラーズ深川
6BD 9 岩佐 幸太郎 土屋 和志 八王子Ｋ・Ｂ
6BD 10 鈴木 蒼介 菅野 響生 八王子ジュニア
6BD 11 山中 健 井上 知己 八王子ジュニア
6BD 12 笠井 千璃 木村 永希 国分寺ジュニア
6BD 13 二瓶 颯太 富久田 誠士郎 国分寺ジュニア
6BD 14 田中 琥太郎 浅野 樹 宝木塚ジュニア
6BD 15 斉藤 拓 杉谷 天稀 宝木塚ジュニア
6BD 16 塩谷 朱雀 武森 陽向 小平ジュニア
6BD 17 坂口 功 山口 拓 渋谷ジュニア
6BD 18 殿川 大地 塚田 海生 渋谷ジュニア
6BD 19 近衛 優斗 小林 拓豊 練馬ジュニア
6BD 20 石田 莉一 江崎 純乃介 豊島シャトルズ
5BD 1 上里 航大 廣瀬 修平 Ｍａｃｈｉ１
5BD 2 平林 竜輝 松尾 尚樹 イシバジャパン
5BD 3 佐々木 徳彰 宮本 陽瑠 サザンウィングス
5BD 4 冨屋 歩希 小山 太一 シャトラーズ深川
5BD 5 小笠原 拓海 山﨑 琉矢 八王子ジュニア
5BD 6 鎌田 悠生 横田 智也 八王子ジュニア
5BD 7 田中 星太郎 鈴木 秀吾 小平ジュニア
5BD 8 井嶋 啓翔 吉村 颯真 小平ジュニア
5BD 9 尾鳥 葵音 関根 陽琉 小平ジュニア
5BD 10 髙橋 佑輔 斉藤 寛武 池上ジュニア
5BD 11 石井 春馬 谷戸 翔音 渋谷ジュニア
5BD 12 福井 敬介 田中 崚登 練馬アドバンス
4BD 1 森田創之 石井涼晟 たなしＭＡＸ
4BD 2 Ｒｏｕｔ Ｓｕｂｈｒａｊｅｅｔ 冨屋 逢斗 シャトラーズ深川
4BD 3 尾副 凜和 野村 龍星 八王子Ｋ・Ｂ
4BD 4 田中 晴 木之下 恵勇 八王子Ｋ・Ｂ
4BD 5 稲葉 隆真 阿出川 冠 宝木塚ジュニア
4BD 6 関口 蓮 野口 優 小平ジュニア
4BD 7 田代 惺大 山本 悠惺 小平ジュニア
4BD 8 松﨑 龍太朗 三浦 聖 小平ジュニア
4BD 9 野澤 拓斗 髙橋 慎吾 池上ジュニア
4BD 10 佐藤 将磨 田中 朔 練馬アドバンス
4BD 11 松浦 倫太朗 川口 月斗 練馬ジュニア
4BD 12 坂村 斗優 青山 天煌 青梅ジュニア
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3BD 1 高橋 潤平 廣瀬 佳晃 Ｍａｃｈｉ１
3BD 2 江原 和祈 山中 遙 八王子ジュニア
3BD 3 北田 海 岡田 陽介 杉並ジュニア
3BD 4 佐野 健太 森田 悠生 青梅ジュニア
2BD 1 高瀬 一吾 井上 丈太郎 みなとウインズ
2BD 2 新開 悠翔 栗原 瑛虎 小平ジュニア
2BD 3 大木 十真 倉田 駿太郎 旭工芸ジュニア
6GD 1 高橋 結衣 光永 理央菜 Ｍａｃｈｉ１
6GD 2 伴野 碧唯 木下 結瑛 ＮＯＣＫＳ
6GD 3 佐藤 凪彩 四宮 千愛 ＰＩＸＹ葛西
6GD 4 福島 希心 饗庭 彩花 ＰＩＸＹ葛西
6GD 5 野村 佳永 福井 花望 ＰＩＸＹ葛西
6GD 6 稲付 くるみ 石川 るるう たなしＭＡＸ
6GD 7 平山 菜桜 藤原 光梨 イシバジャパン
6GD 8 早川 未央 室谷 果凛 サザンウィングス
6GD 9 平澤 愛菜 細谷 綺希 シャトラーズ深川
6GD 10 蝦名 美宙 田中 結菜 八王子ジュニア
6GD 11 岡部 綾美 江原 羽海 八王子ジュニア
6GD 12 青戸 麻唯菜 森本 ゆりな 千代田ジュニア
6GD 13 小林 珠希 日下田 灯 宝木塚ジュニア
6GD 14 熊川 瑞乃 長谷川 心陽 宝木塚ジュニア
6GD 15 皆川 恵茉 坪井 悠月 小平ジュニア
6GD 16 末廣 瑠夏 末廣 凜風 小平ジュニア
6GD 17 中江 杏 猪瀬 智恵 小平ジュニア
6GD 18 荒澤 ゆずか 大山 心美 成隣バド
6GD 19 三上 美空 青柳 陽咲 旭工芸ジュニア
6GD 20 垰下 かの 清水 美理 杉並ジュニア
6GD 21 粟野 莉央 藤井 理緒 渋谷ジュニア
6GD 22 藤井 円花 酒井 美緒 渋谷ジュニア
6GD 23 金澤 優咲 佐藤 つきみ 渋谷ジュニア
6GD 24 吉野 羽都希 梅澤 唯花 練馬アドバンス
6GD 25 小林 梨華 田中 陽音 練馬アドバンス
6GD 26 飯田 望月 塩原 真花 豊島シャトルズ
6GD 27 薗田 優奈 渡邉 杏梨 青梅ジュニア
6GD 28 森田 七海 神尾 明希 青梅ジュニア
5GD 1 有村 陽南 有村 衣央 Ｍａｃｈｉ１
5GD 2 河合 優空 饗庭 こはく ＰＩＸＹ葛西
5GD 3 小野 未玲菜 林田 笑莉 みなとウインズ
5GD 4 福山 咲季 南谷 芹 サザンウィングス
5GD 5 小間 椿 伊藤 りの 国分寺ジュニア
5GD 6 松本 杏珠 川端 惟希 宝木塚ジュニア
5GD 7 大嶽 実央 今村 柚稀 小平ジュニア
5GD 8 永松 椛 原 夏穂 小平ジュニア
5GD 9 佐々木 心羽 村上 笑瑠 旭工芸ジュニア
5GD 10 小日向 由莉 木村 瀬夏 杉並ジュニア
5GD 11 平田 葵 齋藤 鏡花 渋谷ジュニア
5GD 12 南立 紗希 青木 愛 渋谷ジュニア
5GD 13 山本 智加 王 翊霖 練馬ジュニア
5GD 14 石上 琴美 田端 優羽 調布ジュニア



4GD 1 大槻 結稀 篠原 愛果 Ｍａｃｈｉ１
4GD 2 水尻 茉那 早川 杏梨 サザンウィングス
4GD 3 秋元 美結奈 大村 明花 ハナマウイＪｒ．
4GD 4 反町 咲紀 浜岡 紗帆 八王子ジュニア
4GD 5 吉長 煕愛 鴛海 光 宝木塚ジュニア
4GD 6 鄭 芊芊 川端 佑奈 宝木塚ジュニア
4GD 7 臧 明佳 入澤 美星 小平ジュニア
4GD 8 池田 茉悠 栁 絢心 小平ジュニア
4GD 9 弓削 心咲 三上 美月 旭工芸ジュニア
4GD 10 渡邊 夏美 加藤 芙美乃 旭工芸ジュニア
4GD 11 土佐 美玲 青葉 香音 渋谷ジュニア
4GD 12 平 梨花 渡辺 千潤 練馬ジュニア
4GD 13 木庭 彩花 井口 凜 豊島シャトルズ
3GD 1 内田春花 庄司らん たなしＭＡＸ
3GD 2 張 容榕 山口 理英 シャトラーズ深川
3GD 3 近藤 結名 野村 帆菜 宝木塚ジュニア
3GD 4 臧 佳純 佐藤 由羽 小平ジュニア
3GD 5 山本 真帆 執行 藍 小平ジュニア
3GD 6 石井 伊織 田中 志歩 渋谷ジュニア
2GD 1 栗原 花楓 大﨑 美怜 小平ジュニア
2GD 2 三浦 睦 和光 愛美 小平ジュニア
2GD 3 小野瀬 愛良 安田 風華 小平ジュニア
2GD 4 栁 心咲 佐藤 藍羽 小平ジュニア
2GD 5 猪口 優笑 太田 桜羽 旭工芸ジュニア
2GD 6 飯田 望海 石田 葵陽 豊島シャトルズ
2GD 7 藤城 百蘭 小出 鈴 青梅ジュニア


