
種目 No. 参加者 参加者 所属
1 黒川蒼史 梅沢翼 練馬アドバンス
2 野口渓太 平吹曉 青梅ジュニア
3 片沼来知 石川良 稲城ジュニア
4 小坂部瑛太 齋藤翔 シャトラーズ深川
5 高田幹樹 齊木瑛俊 シャトラーズ深川
6 岩丸拓真 岩丸遼真 シャトラーズ深川
7 江村知洸 白田光多朗 八王子ジュニア
8 佐藤策太 弓削綾登 宝木塚ジュニア
9 平野真咲 吉岡響 宝木塚ジュニア

10 中嶋真志 金子歩夢 SUNS2004
11 須﨑渉吾 小宮研人 町田ジュニア
12 関口快斗 佐藤隆一郎 小平ジュニア
13 猪瀬晴翔 下野仁輝 小平ジュニア
14 石井大翔 門井翔 ホワイトバーズ
15 小谷翔太 石井春馬 ホワイトバーズ
16 本橋幹大 小柳蒼太 サザンウィングス
17 齋藤幸希 薮田直輝 武蔵村山ジュニア
18 小口壮真 小林侑太 国分寺ジュニア
1 金朱暎 三橋蒼空 豊島シャトルズ
2 須貝崇 平島大輝 池上ジュニア
3 木下渚 山田崚 石神井台小B.C
4 冨塚輝 古澤虎太郎 町田ジュニア
5 水谷友弥 城戸友翔 小平ジュニア
6 岩渕心人 長岡郁翔 小平ジュニア
7 山懸壮也 深尾優太 宝木塚ジュニア
8 加藤瑛之 久保田士道 宝木塚ジュニア
9 上原寛 後藤陽向 宝木塚ジュニア

10 吉田歩夢 田口翼 旭工芸ジュニア
11 福島幸輝 鈴木泰芽 たなし MAX Jr.
12 桃井亮磨 柴田航希 練馬アドバンス
13 坂本惺 笹川優太 青梅ジュニア
14 平吹驍 水野琉登 青梅ジュニア
15 近藤浩孝 平本聡太 シャトラーズ深川
16 髙﨑心逢 南谷樹 TEAM ISHIBA JAPAN
17 細谷航 樋口凱 TEAM ISHIBA JAPAN
18 武丸侑樹 金澤歩 渋谷ジュニア
19 木村海帆 三ッ橋和音 国分寺ジュニア
20 中澤遼行 吉永暖 国分寺ジュニア
1 石井愛莉 阿部唯愛来 たなし MAX Jr.
2 佐野はるか 長谷川檎々 たなし MAX Jr.
3 秋葉咲耶 萩原心花 サザンウィングス
4 滝沢由羽 折居咲良 鷹番ジュニアBC
5 吉野穂々花 吉野陽向多 練馬アドバンス
6 青木詩花 浅野杏樹マリ 八王子キッズバドラー
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7 内野陽依 内藤あすか 八王子キッズバドラー
8 板垣美優 大庭梨暖 八王子ジュニア
9 小俣真央 鈴木遥菜 八王子ジュニア

10 佐藤さくら 太田佳凜 八王子ジュニア
11 有住悠 角川凜 TEAM ISHIBA JAPAN
12 山﨑才 西結衣 宝木塚ジュニア
13 近藤梨花 吉田絢香 旭工芸ジュニア
14 立澤七葉 山田美智花 旭工芸ジュニア
15 吉永実桜 上山美梨 杉並ジュニア
16 青木七夏 長谷川麗 銀座キッズ
17 田端美羽 神綾香 調布ジュニア
18 山田菜乃葉 根岸アンジェリー 調布ジュニア
19 松浦歌音 今井乃愛瑠 小平ジュニア
20 佐藤夢來 大嶽真央 小平ジュニア
1 土屋和心美 小西彩花 八王子キッズバドラー
2 望月日栞 池永芽未 八王子キッズバドラー
3 高津悠希 大島雪乃 稲城ジュニア
4 坂東美柚 伊藤美和 稲城ジュニア
5 大庭菜暖 赤尾晴花 八王子ジュニア
6 神尾侑里 金岡薫 TEAM ISHIBA JAPAN
7 佐藤ひより 高橋優歩 渋谷ジュニア
8 土屋明莉 内藤菜々子 宝木塚ジュニア
9 村山夏海 菅野真綾 宝木塚ジュニア

10 高橋未夢 成田百夏 宝木塚ジュニア
11 原澤亜美 松本唯那 豊島シャトルズ
12 久保寺若菜 橋山結菜 豊島シャトルズ
13 堀紗良 三嶋ゆず 銀座キッズ
14 宮田愛理菜 小林瑶季 板橋ジュニア
15 松本栞祐 小原那月 池上ジュニア
16 八重樫凉 谷口彩夢 町田ジュニア
17 光岡智晴 野田遥 調布ジュニア
18 宮島萌々 田中碧 調布ジュニア
19 入澤美空 山下恵依 小平ジュニア
20 白坂琉璃 神尾朱理 小平ジュニア
21 玉木亜弥 石川乃乃葉 たなし MAX Jr.
22 大橋寧々 三浦日葵 たなし MAX Jr.
23 比留間美尋 森美葡 サザンウィングス
24 水尻紗也 佐藤寧々 サザンウィングス
25 城戸春菜 殿川結衣乃 鷹番ジュニアBC
26 吉田恵 佐伯雛恵 練馬アドバンス
27 岩本夕奈 新井萌乃 練馬アドバンス
28 山崎美優 飯田志歩 青梅ジュニア
29 小口美結 平松祐香 国分寺ジュニア
30 光藤彩羽 石川莉々華 国分寺ジュニア
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種目 No. 参加者 参加者 所属
1 太田羽駆斗 小杉耕勇 宝木塚ジュニア
2 田中星太郎 鈴木秀吾 小平ジュニア
3 関口蓮 野口優 小平ジュニア
4 塩谷司 佐野健太 たなし ＭＡＸ Ｊｒ．
1 田中琥太郎 菅野真広 宝木塚ジュニア
2 手塚奏佑 山田奏汰 石神井台小Ｂ．Ｃ
3 間瀬智裕 中川翔護 町田ジュニア
4 堤恵悟 白坂夏絆 小平ジュニア
5 塩谷朱雀 武森陽向 小平ジュニア
6 三木瑛太 福成翔太 シャトラーズ深川
7 岩佐幸太郎 土屋和志 八王子キッズバドラー
8 殿川大地 谷戸翔音 鷹番ジュニアＢＣ
9 玉木佑弥 内田壮一郎 たなし ＭＡＸ Ｊｒ．

10 佐々木陽斗 三浦壮太 たなし ＭＡＸ Ｊｒ．
11 笠井千璃 木村永希 国分寺ジュニア
1 松田智也 高浜平太 国分寺ジュニア
2 藤城武之輔 合田拓翔 たなし ＭＡＸ Ｊｒ．
3 戸土聡太 福山航大 サザンウィングス
4 渡邉悠至 下川璃久 青梅ジュニア
5 赤尾陽向 鈴木蒼介 八王子ジュニア
6 髙﨑唯心 廣谷碧太 ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
7 箕輪成 金岡壮達 ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
8 内野寛太 盛山直哉 ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
9 松本綾太郎 戸村光希 宝木塚ジュニア

10 蒔苗大助 大國正夢 杉並ジュニア
11 伊藤律貴 野田輝 調布ジュニア
12 野口空 葭原知宙 小平ジュニア
1 福山咲季 水尻茉那 サザンウィングス
2 神尾明希 南谷芹 ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ
3 齋藤翼 三木彩加 シャトラーズ深川
4 細谷綺希 杉山舞 シャトラーズ深川
5 青柳陽咲 佐々木心羽 旭工芸ジュニア
6 有村陽南 有村衣央 町田ジュニア
7 酒井結菜 田端優羽 調布ジュニア
8 猪瀬智恵 入澤美星 小平ジュニア
9 小野高杏 臧明佳 小平ジュニア
1 森田七海 石川るるう たなし ＭＡＸ Ｊｒ．
2 黒川紗都 梅澤唯花 練馬アドバンス
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3 渡邉杏梨 薗田優奈 青梅ジュニア
4 飯田結万 山中朱哩 青梅ジュニア
5 蝦名美宙 佐藤日和 八王子ジュニア
6 佐藤つきみ 金澤優咲 渋谷ジュニア
7 佐藤帆志乃 村山陽香 宝木塚ジュニア
8 高橋結衣 光永理央菜 町田ジュニア
1 橋村妃翔 皆川恵茉 小平ジュニア
2 三好桜 大嶽実央 小平ジュニア
3 木田愛里 稲付くるみ たなし ＭＡＸ Ｊｒ．
4 山口玲衣 宮本青璃 サザンウィングス
5 山中杏哩 金澤采子 青梅ジュニア
6 田中四葉 東里桜 渋谷ジュニア
7 今村柊香 広瀬紗麗 宝木塚ジュニア
8 松澤未來 清水瑠莉 旭工芸ジュニア
9 酒井玲菜 高木杏 調布ジュニア

10 土屋伊織 高部希望 調布ジュニア
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