
種目 男女 氏名 かな 所属

1 藤城武之輔 ふじしろたけのすけ たなしＭＡＸ Ｊｒ．

2 合田拓翔 ごうだたくと たなしＭＡＸ Ｊｒ．

3 後藤陽向 ごとうひなた 宝木塚ジュニア

4 堤恵悟 つつみけいご 小平ジュニア

5 野口空 のぐちそら 小平ジュニア

6 佐藤樹 さとういつき ＮＯＣＫＳ

7 石井春馬 いしいはるま ホワイトバ－ズ

8 齊木絆太 さいきはんた シャトラーズ深川

9 坂口功 さかぐちこう 渋谷ジュニア

10 井渕史瑛 いぶちしえい サザンウィングス

11 福山航大 ふくやまこうた サザンウィングス

12 小口壮真 こぐちそうま 国分寺ジュニア

13 松田智也 まつだともや 国分寺ジュニア

14 蒔苗大助 まかないだいすけ 杉並ジュニア

15 大國正夢 おおくにまさむ 杉並ジュニア

16 寺西怜生 てらにしれい 青梅ジュニア

17 平吹曉 ひらぶきあきら 青梅ジュニア

18 赤尾陽向 あかおひなた 八王子ジュニア

19 野口馳矢 のぐちとしや 町田ジュニア

20 間瀬智裕 ませともひろ 町田ジュニア

1 阿部晴次 あべせいじ 板橋ジュニア

2 関口快斗 せきぐちかいと 小平ジュニア

3 佐藤隆一郎 さとうりゅういちろう 小平ジュニア

4 湯田康一郎 ゆだこういちろう 調布ジュニア

5 片原拓海 かたはらたくみ 中央シャトルエンジェルス

6 石川良 いしかわりょう ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ

7 南谷樹 みなたにいつき ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ

8 石井大翔 いしいひろと ホワイトバ－ズ

9 門井翔 かどいつばさ ホワイトバ－ズ

10 小谷翔太 こたにしょうた ホワイトバ－ズ

11 小坂部瑛太 こさかべえいた シャトラーズ深川

12 齊木瑛俊 さいきえいしゅん シャトラーズ深川

13 金子歩夢 かねこあゆむ ＳＵＮＳ ２００４

14 中嶋真志 なかじままさし ＳＵＮＳ ２００４

15 黒川蒼史 くろかわそうし 練馬アドバンス

16 森下蓮也 もりしたれんや 旭工芸ジュニア

17 青柳颯真 あおやぎそうま 旭工芸ジュニア

18 片沼来知 かたぬまらいち 稲城ジュニア

19 江村知洸 えむらともひろ 八王子ジュニア

20 白田光多朗 しらたこうたろう 八王子ジュニア

21 小宮研人 こみやけんと 町田ジュニア
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1 福島幸輝 ふくしまこうき たなしＭＡＸ Ｊｒ．

2 鈴木泰芽 すずきたいが たなしＭＡＸ Ｊｒ．

3 加藤瑛之 かとうてるゆき 宝木塚ジュニア

4 野村歩夢 のむらあゆむ 小平ジュニア

5 水谷友弥 みずたにともや 小平ジュニア

6 須貝崇 すがいしゅう 池上ジュニア

7 関根賢明 せきねたかあき 調布ジュニア

8 石野竣大 いしのしゅんた シャトラーズ深川

9 武丸侑樹 たけまるゆうき 渋谷ジュニア

10 金澤歩 かなざわあゆむ 渋谷ジュニア

11 桃井亮磨 ももいりょうま 練馬アドバンス

12 柴田航希 しばたこうき 練馬アドバンス

13 中澤遼行 なかざわはるゆき 国分寺ジュニア

14 小野寺浩翔 おのでらこうき 豊島シャトルズ

15 木下渚 きのしたなぎさ 石神井台小Ｂ．Ｃ

16 山田崚 やまだりょう 石神井台小Ｂ．Ｃ

17 平吹驍 ひらぶきたける 青梅ジュニア

18 水野琉登 みずのりゅうと 青梅ジュニア

19 冨塚輝 とみづかひかる 町田ジュニア

1 石川るるう いしかわるるう たなしＭＡＸ Ｊｒ．

2 田中四葉 たなかよつば 渋谷ジュニア

3 東里桜 あづまりお 渋谷ジュニア

4 佐藤つきみ さとうつきみ 渋谷ジュニア

5 金澤優咲 かなざわゆさ 渋谷ジュニア

6 橋村妃翔 はしむらひめか 小平ジュニア

7 皆川恵茉 みながわえま 小平ジュニア

8 猪瀬智恵 いのせちえ 小平ジュニア

9 高部希望 たかべのぞみ 調布ジュニア

10 土屋伊織 つちやいおり 調布ジュニア

11 伴野碧唯 ばんのあおい ＮＯＣＫＳ

12 鈴木乃愛 すずきのあ 旭工芸ジュニア

13 大庭梨暖 おおばりのん 八王子ジュニア
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1 木田愛里 きだあいり 森田七海 もりたななみ たなしMAX Jr.

2 今村柊香 いまむらしゅうか 広瀬紗麗 ひろせさら 宝木塚ジュニア

3 佐藤帆志乃 さとうほしの 村山陽香 むらやまはるか 宝木塚ジュニア

4 高橋結衣 たかはしゆい 光永理央菜 みつながりおな 町田ジュニア

5 山中杏哩 やまなかあんり 金澤采子 かなざわことこ 青梅ジュニア

6 渡邉杏梨 わたなべあんり 薗田優奈 そのだゆうな 青梅ジュニア

7 藤井円花 ふじいまどか 長尾咲良 ながおさくら 有馬シャトル

8 山口玲衣 やまぐちれい 宮本青璃 みやもとあおり サザンウィングス

9 楠田美空 くすだみそら 渡辺葉月 わたなべはづき 練馬ジュニア

10 角川凜 かくがわりん 神尾明希 かみおあき TEAM ISHIBA JAPAN

11 高木杏 たかぎあん 酒井玲菜 さかいれな 調布ジュニア

12 小野高美月 おのだかみづき 沖平和奏 おきひらわかな 小平ジュニア

13 小島彩楓 こじまあやか 蓑こころ みのこころ PIXY葛西

1 佐野はるか さのはるか 長谷川檎々 はせがわここ たなしMAX Jr.

2 成田百夏 なりたももか 西結衣 にしゆい 宝木塚ジュニア

3 近藤梨花 こんどうりんか 吉田絢香 よしだあやか 旭工芸ジュニア

4 石川莉々華 いしかわりりか 平松祐香 ひらまつゆか 国分寺ジュニア

5 青木詩花 あおきしいか 内野陽依 うちのひより 八王子キッズバドラー

6 長谷川萌香 はせがわもか 渡部海咲 わたなべうさき シャトラーズ深川

7 今井乃愛瑠 いまいのえる 松浦歌音 まつうらかのん 小平ジュニア

8 大嶽真央 おおたけまお 佐藤夢來 さとうゆめな 小平ジュニア

1 大橋寧々 おおはしねね 三浦日葵 みうらひまり たなしMAX Jr.

2 土屋明莉 つちやあかり 金沢つぼみ かなざわつぼみ 宝木塚ジュニア

3 小杉夏葉 こすぎなつは 内藤菜々子 ないとうななこ 宝木塚ジュニア

4 村山夏海 むらやまなつみ 菅野真綾 かんのまあや 宝木塚ジュニア

5 山崎美優 やまざきみゆ 飯田志歩 いいだしほ 青梅ジュニア

6 堀紗良 ほりさら 三嶋ゆず みしまゆず 銀座キッズ

7 小野寺悠花 おのでらはるか 篠原優奈 しのはらゆうな 銀座キッズ

8 齋藤夏音 さいとうかのん 青木七夏 あおきなのか 銀座キッズ

9 佐々木莉帆 ささきりほ 中島奈津子 なかじまなつこ 銀座キッズ

10 久保寺若菜 くぼでらわかな 橋山結菜 はしやまゆうな 豊島シャトルズ

11 原澤亜美 はらさわあみ 松本唯那 まつもといな 豊島シャトルズ

12 佐藤恵 さとうめぐみ 谷菜々恵 たにななえ PIXY葛西

13 堀内梨緒 ほりうちりお 横山愛菜 よこやまかな PIXY葛西

14 土屋和心美 つちやなごみ 小西彩花 こにしあやか 八王子キッズバドラー

15 望月日栞 もちづきひより 池永芽未 いけながめいみ 八王子キッズバドラー

16 佐藤ひより さとうひより 高橋優歩 たかはしゆほ 渋谷ジュニア

17 入澤美空 いりさわみく 山下恵依 やましたえい 小平ジュニア
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種目 氏名 かな 氏名 かな 所属

1 玉木佑弥 たまきゆうや 内田壮一郎 うちだそういちろう たなしMAX Jr.

2 戸村光希 とむらひかる 松本綾太朗 まつもとりんたろう 宝木塚ジュニア

3 田中琥太郎 たなかこたろう 小杉耕勇 こすぎこうゆう 宝木塚ジュニア

4 渡邉悠至 わたなべゆうし 下川璃久 しもかわりく 青梅ジュニア

5 上田爽人 うえだあきと 専頭瑛太 せんとうえいた 有馬シャトル

6 春日瞬 かすがしゅん 真塩洋太 ましおようた 有馬シャトル

7 岩佐幸太郎 いわさこうたろう 土屋和志 つちやかずし 八王子キッズバドラー

8 井上湊仁 いのうえみなと 宮入悠人 みやいりゆうと 八王子キッズバドラー

9 福成翔太 ふくなりしょうた 三木瑛太 みきえいた シャトラーズ深川

10 髙﨑唯心 たかさきゆら 廣谷碧太 ひろたにあおた TEAM ISHIBA JAPAN

11 伊東凪都 いとうなつ 永田典人 ながたのりと 武蔵村山ジュニア

12 城戸友翔 きどゆうと 和川竜也 わがわたつや 小平ジュニア

13 塩谷朱雀 しおやすざく 武森陽向 たけもりひなた 小平ジュニア

1 弓削綾登 ゆげあやと 佐藤策太 さとうさくた 宝木塚ジュニア

2 吉岡響 よしおかひびき 平野真咲 ひらのまさき 宝木塚ジュニア

3 本橋幹大 もとはしみきひろ 小柳蒼太 こやなぎそうた サザンウィングス

4 髙田幹樹 たかだもとき 齋藤翔 さいとうしょう シャトラーズ深川

5 齋藤幸希 さいとういつき 藪田直輝 やぶたなおき 武蔵村山ジュニア

6 猪瀬晴翔 いのせはると 下野仁輝 しものひとき 小平ジュニア

1 塩谷禮 しおやれい 林一郎 はやしいちろう たなしMAX Jr.

2 山縣壮也 やまがたそうや 深尾優太 ふかおゆうた 宝木塚ジュニア

3 久保田士道 くぼたしどう 上原寛 うえはらゆたか 宝木塚ジュニア

4 田口翼 たぐちつばさ 吉田歩夢 よしだあゆむ 旭工芸ジュニア

5 坂本惺 さかもとさとる 笹川優太 ささがわゆうた 青梅ジュニア

6 川俣匠十 かわまたたくと 宇井誠吾 ういせいご 有馬シャトル

7 岡部瑛利也 おかべえりや 井川優月 いがわゆづき 有馬シャトル

8 後藤田鴻 ごとうだこう チン カシン ちん かしん 有馬シャトル

9 金朱暎 きんちゅよん 三橋蒼空 みつはしそら 豊島シャトルズ

10 木村海帆 きむらかいほ 三ツ橋和音 みつはしかずね 国分寺ジュニア

11 都筑俊志 つづきしゅんじ 井上真斗 いのうえまなと 練馬ジュニア

12 近藤浩孝 こんどうひろたか 平本聡太 ひらもとそうた シャトラーズ深川

13 川野辺友太 かわのべゆうた 髙﨑心逢 たかさきとあ TEAM ISHIBA JAPAN

14 細谷航 ほそやこう 樋口凱 ひぐちかい TEAM ISHIBA JAPAN

15 岩淵心人 いわぶちあいと 長岡郁翔 ながおかいくと 小平ジュニア
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1 阿部唯愛来 あべゆあら たなしＭＡＸ Ｊｒ．

2 石井愛莉 いしいあいり たなしＭＡＸ Ｊｒ．

3 神尾朱理 かみおあかり 小平ジュニア

4 滝沢由羽 たきざわゆう 鷹番ジュニア

5 小原那月 おばらなつき 池上ジュニア

6 池谷葵 いけたにあおい 池上ジュニア

7 石橋未羽 いしばしみう 武蔵村山ジュニア

8 神綾香 じんあやか 調布ジュニア

9 太田みもざ おおたみもざ 久松ジュニア

10 保坂美月 ほさかみづき 久松ジュニア

11 金岡薫 かなおかかおる ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ

12 有住悠 ありずみはるか ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ

13 安谷屋悠 あだにやゆう ホワイトバ－ズ

14 吉岡小粋 よしおかこいき シャトラーズ深川

15 柵木はづき ませきはづき 渋谷ジュニア

16 赤羽根円加 あかばねまどか 渋谷ジュニア

17 杉本優衣 すぎもとゆい 練馬アドバンス

18 萩原心花 はぎわらみはな サザンウィングス

19 秋葉咲耶 あきばさや サザンウィングス

20 前田知花 まえだちはな ＰＩＸＹ葛西

21 丹野沙奈美 たんのさなみ 豊島シャトルズ

22 吉永実桜 よしながみお 杉並ジュニア

23 上山美梨 うえやまみり 杉並ジュニア

24 篠田真凛 しのだまりん キダッチョ君ジュニア

25 板垣美優 いたがきみゆ 八王子ジュニア

26 鈴木遥菜 すずきはるな 八王子ジュニア

27 小俣真央 おまたまお 八王子ジュニア

28 太田佳凜 おおたかりん 八王子ジュニア

29 蝦名柚奏 えびなゆかな 八王子ジュニア

30 佐藤さくら さとうさくら 八王子ジュニア

1 石川乃乃葉 いしかわののは たなしＭＡＸ Ｊｒ．

2 高橋未夢 たかはしみゆ 宝木塚ジュニア

3 神尾侑里 かみおゆり ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ

4 金田ゆめ かねだゆめ シャトラーズ深川

5 松村涼音 まつむらりょうね ＳＵＮＳ ２００４

6 山口祐香 やまぐちゆか 渋谷ジュニア

7 吉田恵 よしだめぐみ 練馬アドバンス

8 比留間美尋 ひるまみひろ サザンウィングス

9 森美葡 もりみぶ サザンウィングス

10 小口美結 こぐちみゆう 国分寺ジュニア

11 髙橋由梨佳 たかはしゆりか 石神井台小Ｂ．Ｃ

12 渡邉綾音 わたなべあやね 杉並ジュニア

13 熊谷舞乃 くまがいまいの キダッチョ君ジュニア

14 大庭菜暖 おおばなのん 八王子ジュニア

15 赤尾晴花 あかおはるか 八王子ジュニア

16 宮田愛理菜 みやたえりな 板橋ジュニア

17 小林瑶季 こばやしたまき 板橋ジュニア
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