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1 関根　　晨 ｲﾄﾏﾝ東伏見 39 渡部　悠人 東京ＳＣ 77 谷山　　華 東京ＳＣ 115 荻谷　実咲 ＭＹＳ花畑

2 江藤　　駿 ｲﾄﾏﾝ東伏見 40 菊池　　駿 東京ＳＣ 78 長島　佳歩 東京ＳＣ 116 石井　なな ＭＹＳ花畑

3 今野　颯人 ｲﾄﾏﾝ東伏見 41 森　勇太朗 東京ＳＣ 79 伊藤菜々子 東京ＳＣ 117 石上　紗英 ＭＹＳ花畑

4 新井　陽之 ｲﾄﾏﾝ東伏見 42 森　　悠馬 東京ＳＣ 80 鶴澤　　舞 東京ＳＣ 118 池ノ内陽太 ｽｳｨﾝ高島平

5 近藤　隆大 ｲﾄﾏﾝ東伏見 43 田中　達也 東京ＳＣ 81 鈴木　梨乃 東京ＳＣ 119 木村　汰壽 ｽｳｨﾝ高島平

6 茂木　悠和 ｲﾄﾏﾝ東伏見 44 片桐　　蓮 東京ＳＣ 82 東出　珠乃 東京ＳＣ 120 奥平　優里 ｽｳｨﾝ高島平

7 伊藤　乃絵 ｲﾄﾏﾝ東伏見 45 佐藤　　今 東京ＳＣ 83 原　　杏実 東京ＳＣ 121 成島　悠真 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾

8 中川　芙希 ｲﾄﾏﾝ東伏見 46 黒田　　瞬 東京ＳＣ 84 今泉　水里 東京ＳＣ 122 宮村　優利 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾

9 榎戸いち花 ｲﾄﾏﾝ東伏見 47 中内　碧唯 東京ＳＣ 85 小関結希帆 東京ＳＣ 123 原　　海慎 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾

10 浅水　美愛 ｲﾄﾏﾝ東伏見 48 齋藤　蒼太 東京ＳＣ 86 室田かんな 東京ＳＣ 124 徳永亜楽太 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾

11 宮澤　香果 ｲﾄﾏﾝ東伏見 49 永持　蓮治 東京ＳＣ 87 岩谷日南乃 東京ＳＣ 125 大川畑莉桜 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾

12 岩村　有美 ｲﾄﾏﾝ東伏見 50 髙橋　　穂 東京ＳＣ 88 下山あか音 東京ＳＣ 126 成島　理央 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾

13 大河原優菜 ｲﾄﾏﾝ東伏見 51 原　　貫太 東京ＳＣ 89 久保木梨花 東京ＳＣ 127 原　　瑠咲 ﾒｶﾞﾛｽ葛飾

14 佐藤　芽衣 ｲﾄﾏﾝ東伏見 52 角谷　　迅 東京ＳＣ 90 下嶋　心寧 東京ＳＣ 128 佐々木敬斗 板橋体協ﾄﾞｰﾑ

15 成田　桜和 ｲﾄﾏﾝ東伏見 53 神　悠倫太 東京ＳＣ 91 川田知可子 東京ＳＣ 129 大岡　　譲 板橋体協ﾄﾞｰﾑ

16 矢島あかり ｲﾄﾏﾝ東伏見 54 奥本　　葵 東京ＳＣ 92 七呂　瑚都 東京ＳＣ 130 高橋　佳吾 板橋体協ﾄﾞｰﾑ

17 前田　衛人 東京ＳＣ 55 二木彩未花 東京ＳＣ 93 伊藤壮太朗 三菱養和ＳＳ 131 木村　紗羽 板橋体協ﾄﾞｰﾑ

18 菊池　研佑 東京ＳＣ 56 木内　絢耶 東京ＳＣ 94 新井　稜士 三菱養和ＳＳ 132 吉岡　　凛 板橋体協ﾄﾞｰﾑ

19 若林　丈治 東京ＳＣ 57 山本　雲々 東京ＳＣ 95 仲川　諒一 三菱養和ＳＳ 133 保坂　　琉 CS自由が丘

20 関口　優輝 東京ＳＣ 58 北島　　玲 東京ＳＣ 96 長島　　新 三菱養和ＳＳ 134 川隅　泰造 CS自由が丘

21 原　　一也 東京ＳＣ 59 吉田桧奈々 東京ＳＣ 97 津雲　翔平 三菱養和ＳＳ 135 金山　真菜 CS自由が丘

22 大瀧　天平 東京ＳＣ 60 千葉　絵鈴 東京ＳＣ 98 池田　　匠 三菱養和ＳＳ 136 田寺真奈佳 CS自由が丘

23 中田　瑛裕 東京ＳＣ 61 呂　　悠琦 東京ＳＣ 99 安藤　　唯 三菱養和ＳＳ 137 竹石凜々衣 BleikurST

24 佐藤　雄大 東京ＳＣ 62 倉持　歩希 東京ＳＣ 100 松波　彩帆 三菱養和ＳＳ

25 八代　栄嘉 東京ＳＣ 63 千葉　心陽 東京ＳＣ 101 仲宗根花那 三菱養和ＳＳ

26 八代　光嘉 東京ＳＣ 64 谷口　恵真 東京ＳＣ 102 深沢　千嘉 三菱養和ＳＳ

27 野原　弘大 東京ＳＣ 65 小林　春椛 東京ＳＣ 103 五島　綾香 三菱養和ＳＳ

28 麻生　東希 東京ＳＣ 66 永井　菜子 東京ＳＣ 104 宮田　結衣 三菱養和ＳＳ

29 櫻井　裕心 東京ＳＣ 67 萱場　一花 東京ＳＣ 105 田端　彩乃 三菱養和ＳＳ

30 丸山　創士 東京ＳＣ 68 北島　裕子 東京ＳＣ 106 古鳥琥太郎 ＭＹＳ花畑

31 松浦　良大 東京ＳＣ 69 竹山　明里 東京ＳＣ 107 村田　遼汰 ＭＹＳ花畑

32 尾崎　稜悟 東京ＳＣ 70 福田　夏子 東京ＳＣ 108 齋藤　惟人 ＭＹＳ花畑

33 上木　花空 東京ＳＣ 71 岩淵愛美里 東京ＳＣ 109 井上　奏翔 ＭＹＳ花畑

34 堀川　颯馬 東京ＳＣ 72 足立　結乃 東京ＳＣ 110 木村　　司 ＭＹＳ花畑

35 稲田　信義 東京ＳＣ 73 髙島　巴奈 東京ＳＣ 111 藤野煌之助 ＭＹＳ花畑

36 菅　　大地 東京ＳＣ 74 七呂　理瑚 東京ＳＣ 112 野呂　空叶 ＭＹＳ花畑

37 中田　大智 東京ＳＣ 75 小林優梨愛 東京ＳＣ 113 日比谷果音 ＭＹＳ花畑

38 久保　竜斗 東京ＳＣ 76 髙本奈緒子 東京ＳＣ 114 前野ひかり ＭＹＳ花畑
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