
所属 氏名 かな
MS4 1 板橋ジュニア 内田 洵義 うちだ のぶよし
MS4 2 ホワイトバーズ 石井 春馬 いしい はるま
MS4 3 Ｔ・Ｉ・Ｊ 金岡 壮達 かなおか そうたつ
MS4 4 Ｔ・Ｉ・Ｊ 遠山 修司 とおやま しゅうじ
MS4 5 シャトラーズ深川 大木 省吾 おおき しょうご
MS4 6 八王子ジュニア 鈴木 蒼介 すずき そうすけ
MS4 7 八王子ジュニア 菅野 響生 かんの ひびき
MS4 8 千代田ジュニア 青戸 琳太郎 あおと りんたろう
MS4 9 池上ジュニア 高橋 佑輔 たかはし ゆうすけ
MS4 10 渋谷ジュニア 坂口 功 さかぐち こう
MS4 11 渋谷ジュニア 山口 拓 やまぐち たく
MS4 12 たなしＭＡＸＪｒ． 内田 壮一郎 うちだ そういちろう
MS4 13 たなしＭＡＸＪｒ． 玉木 佑弥 たまき ゆうや
MS4 14 たなしＭＡＸＪｒ． 塩谷 司 しおや つかさ
MS4 15 町田ジュニア 中川 翔護 なかがわ しょうご
MS4 16 町田ジュニア 間瀬 智裕 ませ ともひろ
MS4 17 町田ジュニア 加藤 陽斗 かとう はると
MS4 18 小平ジュニア 堤 恵悟 つつみ けいご
MS4 19 小平ジュニア 白坂 夏絆 しらさか なつき
MS5 1 武蔵村山ジュニア 永田 典人 ながた のりと
MS5 2 武蔵村山ジュニア 伊東 凪都 いとう なつ
MS5 3 宝木塚ジュニア 松本 綾太朗 まつもと りんたろう
MS5 4 杉並ジュニア 蒔苗 大助 まかない だいすけ
MS5 5 杉並ジュニア 渡邉 響己 わたなべ ひびき
MS5 6 町田ジュニア 坪井 春磨 つぼい はるま
MS5 7 小平ジュニア 城戸 友翔 きど ゆうと
MS5 8 小平ジュニア 野口 空 のぐち そら
MS5 9 青梅ジュニア 藤城 武之輔 ふじしろ たけのすけ
MS5 10 青梅ジュニア 平吹 曉 ひらぶき あきら
MS5 11 国分寺ジュニア 小口 壮真 こぐち そうま
MS5 12 八王子ジュニア 赤尾 陽向 あかお ひなた
MS5 13 鷹番ジュニア 河合 大和 かわい やまと
MS5 14 サザンウィングス 福山 航大 ふくやま こうた
MS5 15 サザンウィングス 戸ど 相汰 とど そうた
MS5 16 有馬シャトル 上田 爽人 うえだ あきと
MS6 1 武蔵村山ジュニア 齋藤 幸希 さいとう いつき
MS6 2 武蔵村山ジュニア 神山 悠 こうやま ゆう
MS6 3 稲城ジュニア 片沼 来知 かたぬま らいち
MS6 4 稲城ジュニア 石川 良 いしかわ りょう
MS6 5 町田ジュニア 小宮 研人 こみや けんと
MS6 6 町田ジュニア 須崎 渉吾 すざき しょうご
MS6 7 小平ジュニア 関口 快斗 せきぐち かいと
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MS6 8 小平ジュニア 佐藤 隆一郎 さとう りゅういちろう
MS6 9 青梅ジュニア 野口 渓太 のぐち けいた
MS6 10 板橋ジュニア 阿部 晴次 あべ せいじ
MS6 11 ホワイトバーズ 石井 大翔 いしい ひろと
MS6 12 ホワイトバーズ 門井 翔 かどい つばさ
MS6 13 ホワイトバーズ 小谷 翔太 こたに しょうた
MS6 14 Ｔ・Ｉ・Ｊ 南谷 樹 みなたに いつき
MS6 15 シャトラーズ深川 小坂部 瑛太 こさかべ えいた
MS6 16 八王子ジュニア 白田 光多朗 しらた こうたろう
MS6 17 八王子ジュニア 江村 知洸 えむら ともひろ
MS6 18 鷹番ジュニア 谷戸 璃音 やと りおん
MS6 19 Ｃ・Ｓ・Ａ 片原 拓海 かたはら たくみ
MS6 20 練馬アドバンス 黒川 蒼史 くろかわ そうし
MS6 21 練馬ジュニア 井上 真斗 いのうえ まなと
MS6 22 練馬ジュニア 荒木 馨堯 あらき よしたか
WS4 1 たなしＭＡＸＪｒ． 石川 るるう いしかわ るるう
WS4 2 たなしＭＡＸＪｒ． 稲付 くるみ いなつき くるみ
WS4 3 宝木塚ジュニア 大久保 舞礼 おおくぼ まいら
WS4 4 小平ジュニア 皆川 恵茉 みながわ えま
WS4 5 小平ジュニア 中江 杏 なかえ あん
WS4 6 品川ジュニア 田村 茉桜 たむら まお
WS4 7 板橋ジュニア 森 未宇 もり みそら
WS4 8 シャトラーズ深川 平澤 愛菜 ひらさわ まな
WS4 9 シャトラーズ深川 齋藤 翼 さいとう つばさ
WS4 10 八王子ジュニア 蝦名 美宙 えびな みそら
WS4 11 八王子ジュニア 浜岡 育穂 はまおか いくほ
WS4 12 八王子ジュニア 中村 怜奈 なかむら れいな
WS4 13 八王子ジュニア 佐藤 日和 さとう ひより
WS4 14 鷹番ジュニア 森本 ゆりな もりもと ゆりな
WS4 15 千代田ジュニア 青戸 麻唯菜 あおと まいな
WS4 16 池上ジュニア 松岡 真琴 まつおか まこと
WS4 17 練馬アドバンス 黒川 紗都 くろかわ さと
WS4 18 ＮＯＣＫＳ 伴野 碧唯 ばんの あおい
WS4 19 ＮＯＣＫＳ 木下 結瑛 きのした ゆえ
WS4 20 ＮＯＣＫＳ 青木 愛 あおき あい
WS4 21 サザンウィングス 福山 咲季 ふくやま さき
WS4 22 サザンウィングス 水尻 茉那 みずしり まな
WS4 23 渋谷ジュニア 藤井 円花 ふじい まどか
WS4 24 渋谷ジュニア 酒井 美緒 さかい みお
WS4 25 渋谷ジュニア 平田 葵 ひらた あおい
WS4 26 渋谷ジュニア 南立 紗希 なんだて さき
WS5 1 Ｔ・Ｉ・Ｊ 江口 樹奈 えぐち きな
WS5 2 八王子ジュニア 大庭 梨暖 おおば りのん
WS5 3 池上ジュニア 武田 琴音 たけだ ことね
WS5 4 練馬アドバンス 岩本 莉奈 いわもと りな



WS5 5 渋谷ジュニア 松木 愛鈴 まつき ありん
WS5 6 調布ジュニア 小倉 あや乃 おぐら あやの
WS5 7 旭工芸ジュニア 吉田 絢香 よしだ あやか
WS5 8 宝木塚ジュニア 今村 柊香 いまむら しゅうか
WS5 9 たなしＭＡＸＪｒ． 木田 愛里 きだ あいり
WS5 10 小平ジュニア 橋村 妃翔 はしむら ひめか
WS6 1 旭工芸ジュニア 立澤 七葉 たつざわ なのは
WS6 2 宝木塚ジュニア 山﨑 才 やまざき さい
WS6 3 たなしＭＡＸＪｒ． 長谷川 檎々 はせがわ ここ
WS6 4 杉並ジュニア 吉永 実桜 よしなが みお
WS6 5 杉並ジュニア 貴志 水咲 きし みさき
WS6 6 久松ジュニア 太田 みもざ おおた みもざ
WS6 7 品川ジュニア 石井 真優 いしい まゆ
WS6 8 Ｔ・Ｉ・Ｊ 金岡 薫 かなおか かおる
WS6 9 Ｔ・Ｉ・Ｊ 有住 悠 ありずみ はるか
WS6 10 Ｔ・Ｉ・Ｊ 浅野 杏樹マリ あさの あんじゅまり
WS6 11 シャトラーズ深川 吉岡 小粋 よしおか こいき
WS6 12 八王子ジュニア 板垣 美優 いたがき みゆ
WS6 13 八王子ジュニア 鈴木 遥菜 すずき はるな
WS6 14 八王子ジュニア 小俣 真央 おまた まお
WS6 15 八王子ジュニア 蝦名 柚奏 えびな ゆかな
WS6 16 八王子ジュニア 太田 佳凜 おおた かりん
WS6 17 鷹番ジュニア 滝沢 由羽 たきざわ ゆう
WS6 18 鷹番ジュニア 藤原 乃々 ふじわら のの
WS6 19 鷹番ジュニア 折居 咲良 おりい さくら
WS6 20 池上ジュニア 小原 那月 おばら なつき
WS6 21 池上ジュニア 池谷 葵 いけたに あおい
WS6 22 豊島シャトルズ 丹野 沙奈美 たんの さなみ
WS6 23 練馬アドバンス 新井 萌乃 あらい ほの
WS6 24 練馬ジュニア 尾股 里菜 おまた りな
WS6 25 八王子キッズバドラー 青木 詩花 あおき しいか
WS6 26 八王子キッズバドラー 内野 陽依 うちの ひより
WS6 27 八王子キッズバドラー 内藤 あすか ないとう あすか
WS6 28 渋谷ジュニア 柵木 はづき ませき はづき
WS6 29 調布ジュニア 神 綾香 じん あやか
WS6 30 調布ジュニア 田端 美羽 たばた みう



氏名 かな 所属
MD4 1 小平ジュニア 塩谷　朱雀 しおたに すざく 武森　陽向 たけもり ひなた
MD4 2 小平ジュニア 鈴木　秀吾 すずき しゅうご 田中　星太郎 たなか しょうたろう
MD4 3 シャトラーズ深川 三木　瑛太 みき えいた 福成　翔太 ふくなり しょうた
MD4 4 鷹番ジュニア 殿川　大地 とのかわ だいち 谷戸　翔音 やと かのん
MD4 5 八王子キッズバドラー 岩佐　幸太郎 いわさ こうたろう 土屋　和志 つちや かずし
MD5 1 青梅ジュニア 渡邉　悠至 わたなべ ゆうし 下川　璃久 しもかわ りく
MD5 2 Ｔ・Ｉ・Ｊ 髙﨑　唯心 たかさき ゆら 廣谷　碧太 ひろたに あおた
MD5 3 シャトラーズ深川 齊木　絆太 さいき はんた 滝川　翔太 たきがわ しょうた
MD5 4 銀座キッズ 狩野　幹人 かのう みきと 曾野田　拓洋 そのだ たくみ
MD5 5 豊島シャトルズ 片山　朝陽 かたやま あさひ 石田　莉一 いしだ りいち
MD5 6 練馬アドバンス 梅澤　翼 うめざわ つばさ 大國　正夢 おおくに まさむ
MD5 7 練馬アドバンス 髙城　直輝 たかぎ なおき 中野　凱音 なかの かいと
MD5 8 八王子キッズバドラー 宮入　悠人 みやいり ゆうと 井上　湊仁 いのうえ みなと
MD5 9 宝木塚ジュニア 後藤　陽向 ごとう ひなた 田中　琥太郎 たなか こたろう
MD5 10 たなしMAXJr. 合田　拓翔 ごうだ たくと 佐々木　陽斗 ささき はると
MD5 11 小平ジュニア 植木　渉 うえき わたる 葭原　知宙 よしはら ちひろ
MD6 1 シャトラーズ深川 高田　幹樹 たかだ もとき 齊木　瑛俊 さいき えいしゅん
MD6 2 シャトラーズ深川 齋藤　翔 さいとう しょう 田村　優太 たむら ゆうた
MD6 3 サザンウィングス 本橋　幹大 もとはし みきひろ 小柳　蒼太 こやなぎ そうた
MD6 4 調布ジュニア 高橋　佑輔 たかはし ゆうすけ 湯田　康一郎 ゆだ こういちろう
MD6 5 杉並ジュニア 甲斐　光 かい ひかる 甲斐　恒 かい わたる
MD6 6 旭工芸ジュニア 森下　蓮也 もりした れんや 青柳　颯真 あおやぎ そうま
MD6 7 宝木塚ジュニア 深尾　優太 ふかお ゆうた 佐藤　策太 さとう さくた
MD6 8 宝木塚ジュニア 弓削　綾登 ゆげ あやと 吉岡　響 よしおか ひびき
MD6 9 宝木塚ジュニア 平野　真咲 ひらの まさき 戸村　光希 とむら ひかる
MD6 10 SUNS2004 金子　歩夢 かねこ あゆむ 中嶋　真志 なかじま まさし
MD6 11 町田ジュニア 上里　祐斗 かみさと ゆうと 内田　一希 うちだ かずき
MD6 12 小平ジュニア 猪瀬　晴翔 いのせ はると 下野　仁輝 しもの ひとき
WD4 1 青梅ジュニア 渡邉　杏梨 わたなべ あんり 薗田　優奈 そのだ ゆうな
WD4 2 T・I・J 角川　凜 かくがわ りん 神尾　明希 かみお あき
WD4 3 銀座キッズ 久保　黎華 くぼ れいか 烏山　唯 からすやま ゆい
WD4 4 練馬アドバンス 梅澤　唯花 うめざわ ゆいか 吉野　羽都希 よしの はづき
WD4 5 渋谷ジュニア 金澤　優咲 かなざわ ゆさ 佐藤　つきみ さとう つきみ
WD4 6 町田ジュニア 高橋　結衣 たかはし ゆい 光永　理央菜 みつなが りおな
WD4 7 PIXY葛西 佐藤　凪彩 さとう なぎさ 野村　佳永 のむら かな
WD4 8 小平ジュニア 猪瀬　智恵 いのせ ちえ 大嶽　美央 おおたけ みお
WD5 1 ソレイユBC 加藤　真奈美 かとう まなみ 中田　侑那 なかた ゆな
WD5 2 旭工芸ジュニア 鈴木　乃愛 すずき のあ 松澤　未來 まつざわ みら
WD5 3 宝木塚ジュニア 広瀬　紗麗 ひろせ さら 佐藤　帆志乃 さとう ほしの
WD5 4 小平ジュニア 赤島　里香 あかしま りか 小野髙　美月 おのだか みづき
WD5 5 青梅ジュニア 山中　杏哩 やまなか あんり 森田　七海 もりた ななみ
WD5 6 鷹番ジュニア 雑賀　日茉里 さいか ひまり 中村　有里 なかむら ゆり
WD5 7 サザンウィングス 山口　玲衣 やまぐち れい 宮本　青璃 みやもと あおり
WD5 8 練馬ジュニア 楠田　美空 くすだ みそら 渡辺　葉月 わたなべ はづき
WD5 9 渋谷ジュニア 東　里桜 あずま りお 田中　四葉 たなか よつば
WD5 10 調布ジュニア 酒井　玲菜 さかい れな 高木　杏 たかぎ あん
WD5 11 調布ジュニア 高部　希望 たかべ のぞみ 土屋　伊織 つちや いおり
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WD6 1 旭工芸ジュニア 近藤　梨花 こんどう りんか 小野寺　彩葉 おのでら さいは
WD6 2 旭工芸ジュニア 金沢　つぼみ かなざわ つぼみ 山田　美智花 やまだ みちか
WD6 3 宝木塚ジュニア 成田　百夏 おおた ももか 西　結衣 にし ゆい
WD6 4 たなしMAXJr. 石井　愛莉 いしい あいり 阿部　唯愛来 あべ ゆあら
WD6 5 PIXY葛西 前田　知花 まえだ ちはな 蓑　こころ みの こころ
WD6 6 小平ジュニア 今井　乃愛瑠 いまい のえる 松浦　歌音 まつうら かのん
WD6 7 小平ジュニア 大嶽　真央 おおたけ まお 佐藤　夢來 さとう ゆめな
WD6 8 青梅ジュニア 佐野　はるか さの はるか 飯田　志歩 いいだ しほ
WD6 9 国分寺ジュニア 岡野　里菜 おかの りな 平松　祐香 ひらまつ ゆか
WD6 10 シャトラーズ深川 長谷川　萌香 はせがわ もか 渡部　海咲 わたなべ うさき
WD6 11 銀座キッズ 青木　七夏 あおき なのか 長谷川　麗 はせがわ うらら
WD6 12 銀座キッズ 坂口　夏佳 さかぐち なつか 堀　結月 ほり ゆづき
WD6 13 豊島シャトルズ 松本　唯那 まつもと いな 大池　絵万里 おおいけ えまり
WD6 14 練馬アドバンス 吉野　穂乃花 よしの ほのか 吉野　陽向多 よしの ひなた
WD6 15 サザンウィングス 萩原　心花 はぎわら みはな 秋葉　咲耶 あきば さや
WD6 16 練馬ジュニア 竹山　結菜 たけやま ゆいな 尾崎　南柚 おざき なゆ
WD6 17 調布ジュニア 鵜澤　里緒子 うざわ りおこ 西原　凜 にしはら りん


