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1998 神奈川(03011466) 田村 みのり 日本大学中学校162.0511

1998 神奈川(03010462) 菅谷 真悠子 桐蔭学園中学179.5522

1998 群馬(03009433) 髙橋 莉沙 高崎高松中学校108.4733

1999 茨城(03009622) 石塚 凛 手代木中学校160.0244

1999 群馬(03009569) 松本 なのは 嬬恋中学校164.5455

1999 埼玉(03009833) 小山 恵 朝霞第一中学校190.1966

1998 長野(03010549) 前田 知沙樹 塩尻中学校105.0577

1998 神奈川(03012767) 長澤 美季 自修館中等教育学校162.7988

1998 東京(03011422) 鎌田 優衣 稲城第六中学校158.1099

1998 群馬(03009307) 池田 実句 草津中学校173.531010

1998 東京(03012865) 木下 香穂 ｸﾗﾌﾞﾈｰｳﾞｪ203.311111

1997 富山(03009866) 堀田 璃苑 魚津西部中学校126.711212

1998 埼玉(03011848) 中野 頌子 上柴中学校197.991313

1999 東京(03011343) 石渡 実香 武蔵野市立弟一中学校196.371414

1999 埼玉(03009004) 藤間 藍 開智学園総合部181.131515

1999 千葉(03010459) 深山 笑里 聖徳大学附属女子中学211.721616

1999 群馬(03009368) 柏倉 かほり ぐんま国際ｱｶﾃﾞﾐｰ中等部219.161717

2000 群馬(03011667) 瀬田 玲奈 群馬大学付属中学校221.551818

1997 千葉(03010084) 佐伯 歩 ﾊﾟﾙﾚｰｼﾝｸﾞSC225.711919

1998 東京(03009312) 鈴木 美冬 日本大学第二中学校226.092020

1998 東京(03012871) 渡邉 渓 練馬中学校247.552121

1997 神奈川(03010879) 齋藤 麻梨奈 ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ249.702222

1997 神奈川(03009578) 三宅 優花 相模女子大学中学部250.182323

1998 東京(03011815) 野上 結季乃 学習院女子中学校258.152424

1998 東京(03013044) 小内 玲奈 武蔵野第一中学校259.682525

1999 栃木(03010664) 青木 爽 箒根中学校272.612626

1999 千葉(03013093) 田中 萌々 松戸第一中学校296.052727

1999 埼玉(03011855) 大沼 恭子 本庄東高校附属中学校314.852828

1999 千葉(03013964) 宝田 奈緒 常盤平中学校333.492929

1997 千葉(03011879) 手塚 希望 東邦大学付属東邦中学350.883030

1998 神奈川(03010505) 横山 友里乃 日吉台中学校351.933131

1998 東京(03012802) 原口 玲 法政大学中学373.823232

1997 東京(03009445) 金子 奈央 明星中学校379.933333

1997 東京(03009446) 小野山 耶子 明星中学校388.163434

1998 東京(03011728) 田島 南海 明星中学校422.183535

1999 東京(03012876) 鎌田 理緒 田園調布雙葉中学校435.293636

1997 東京(03012799) 須藤 澪香 法政大学中学479.663737

1997 東京(03012800) 岩橋 妃咲 法政大学中学482.213838

1998 東京(03012803) 天野 美奈 法政大学中学509.433939

1999 東京(03013257) 武藤 優梨巴 法政大学中学649.824040

1998 東京(03011726) 高橋 佑佳 明星中学校653.924141

1999 東京(03013256) 藤原 ひなた 法政大学中学1298.894242

1999 東京(03014586) 三浦 里緒 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ4343

1999 東京(03011729) 藤田 稀美 明星中学校4444

1999 東京(03013878) 設樂 英里子 成城学園中学校4545

1999 東京(03014656) 中田 萌 富士見中学校4646

1999 東京(03012057) 柳 志恵 実践女子学園中学校4747

1999 神奈川(03012875) 遠藤 美紗希 田園調布雙葉中学校4848

1998 東京(03013045) 岩﨑 愛 三鷹第2中学校4949

1998 広島(03010989) 西本 麻紀 四季が丘中学校5050
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1999 神奈川(03013561) 秋山 あいれ 日吉台西中学校5151

1999 東京(03013255) 多賀谷 有沙 法政大学中学5252

1999 東京(03013041) 飛山 深優 ﾓﾝﾀﾅSC5353

2000 神奈川(03014512) 矢吹 沙梨 桐光学園中学校5454

1998 東京(03014657) 後藤 美裕 玉川中学校5555

1999 東京(03010530) 齊藤 友風 成城学園中学校5656

1999 東京(03012798) 中川 碧恵 成蹊中学校5757

1998 東京(03013880) 佃 瞳子 国分寺市立第一中学校5858

1999 埼玉(03011850) 髙山 楓夏 伊奈中学校5959

1998 東京(03014654) 日高 絵梨香 東京学芸大附属中等教育学校6060

1998 東京(03014655) 酒井 あすか 蓮沼中学校6161
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2000 東京(03011819) 山田 大雅 府中第九中学校161.531011

1998 千葉(03011374) 田続 渉 東海大浦安中等部178.621022

1998 山形(03011189) 榎森 啓悟 蔵王第二中学校139.591033

1997 山形(03011192) 平吹 浩一朗 山形大学附属中学校127.841044

1998 東京(03011424) 福岡 利悦 早稲田実業中学校190.171055

1998 神奈川(03009305) 宮崎 尚太朗 法政二中144.861066

1997 東京(03009103) 栗山 一輝 明星中学校190.681077

1998 群馬(03009303) 関 輝 草津中学校135.911088

1998 群馬(03009566) 黒岩 永吉 嬬恋中学校157.361099

1998 東京(03009047) 田中 一輝 暁星中学校161.0611010

1998 群馬(03009374) 箱田 陸歩 草津中学校154.3111111

1997 東京(03009133) 石渡 健 武蔵野市立第一中学校123.7911212

1999 東京(03010637) 仁神 隆志 南ヶ丘中学校175.7011313

1997 福井(03009884) 橋本 連之介 気比中学校137.2211414

2000 東京(03012838) 秋本 健太 佃中学校191.8811515

1999 神奈川(03011499) 村越 公平 つきみ野中学校192.4011616

1998 東京(03012050) 松田 笙太郎 獨協中学校194.7511717

1998 東京(03011465) 頼光 大河 日本工業大駒場中学校194.8411818

1997 神奈川(03010205) 島村 隆矩 菅生中学校197.1411919

1999 東京(03010638) 萩生田 純宇 真光寺中学校200.7412020

1999 東京(03012933) 一ノ瀬 丞 みなみ野中学校201.4312121

1998 神奈川(03010501) 淀渡 元貴 鶴ヶ峯中学校202.2312222

1998 栃木(03010668) 郡司 大雅 厚崎中学校202.4112323

1998 東京(03011894) 木村 知仁 暁星中学校202.9312424

1997 東京(03010646) 水木 汰世 成城学園中学校211.1812525

1997 東京(03011454) 松宮 弘忠 東京都市大学付属中214.7112626

1998 東京(03012077) 今野 太朗 開進第三中学校221.3612727

1998 千葉(03011375) 田続 陸 東海大浦安中等部230.0912828

1999 神奈川(03010561) 坂本 嵐士 ﾊﾞﾃﾞｨｰSC230.6512929

2000 群馬(03011640) 黒岩 秀成 嬬恋中学校241.0813030

1999 東京(03012932) 窪島 竜太 ｽﾉｰﾏﾝ241.6813131

1997 東京(03011468) 高杉 豪 ｽｷｰｻｰｸﾙｽﾘﾑ245.0913232

2000 群馬(03011639) 宮﨑 裕 嬬恋中学校255.7813333

1998 東京(03010991) 北原 貴太 獨協中学校258.7813434

1999 東京(03013785) 康野 皓嗣 暁星中学校265.2113535

1997 東京(03012957) 古澤 雅俊 城北高校272.6513636

1998 東京(03012069) 富久尾 真輝 本郷中学校275.6213737

1998 愛知(03012082) 土屋 元気 南山国際中学校275.7013838

1999 東京(03011345) 新名 亮太 青山学院中学校279.9213939

1998 東京(03012931) 甲田 聖志郎 日野四中283.2814040

1999 東京(03012835) 荒井 元気 東村山第七中学校285.6314141

1999 埼玉(03011847) 阿部 嘉敬 三尻中学校287.4714242

1999 東京(03012826) 鈴木 朋哉 東海大学菅生中学校306.5414343

1998 東京(03012941) 依田 星也 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC315.5314444

2000 東京(03012829) 吉武 竜輝 京華中学校316.8114545

1998 東京(03012911) 前田 湧作 砧南中学校320.3814646

1999 神奈川(03012765) 青木 智洋 小山中学校323.3314747

1999 栃木(03010671) 堀口 直暉 中宮祠中学校329.6114848

1998 東京(03011839) 竹内 宇音 早稲田実業中学校385.2114949

1997 東京(03012960) 小出 峻也 城北中学校387.3315050
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1997 東京(03011455) 大塚 哲志 東京都立大学付属中392.4015151

1998 東京(03011801) 山口 凌佑 ｳﾞｪｰﾃﾞﾙﾝSC398.8815252

1999 埼玉(03012867) 髙荷 智貴 鶴ヶ島中学校400.7115353

1998 東京(03012795) 本山 貴大 法政大学中学407.1415454

1998 東京(03012049) 石井 啓太 獨協中学校442.6815555

1999 東京(03011820) 幸得 凌大 本田中学校460.5615656

1998 東京(03012792) 藤原 耕輔 法政大学中学464.7415757

1998 東京(03012963) 浅野 颯太 城北中学校473.2415858

1997 東京(03012791) 中村 将大 法政大学中学479.9715959

1998 東京(03012796) 早道 奏喜 法政大学中学543.2716060

1997 東京(03012953) 加藤 雄真 城北中学校561.7616161

1998 東京(03011445) 依田 健斗 獨協中学校584.1716262

1997 東京(03012790) 内藤 亮介 法政大学中学601.9816363

1998 東京(03011722) 田中 天章 明星中学校615.8316464

1997 東京(03011332) 上野 雄平 獨協中学校698.3216565

1997 東京(03012047) 嵐 康一朗 獨協中学校706.9516666

1997 東京(03009436) 吉田 恵二朗 明星中学校721.2716767

1998 東京(03013054) 名取 秀悟 東京都市大学付属中734.1416868

1998 東京(03013031) 荻野 悠太郎 城北中学校738.6716969

1997 東京(03012793) 小野 晃暉 法政大学中学751.8717070

1997 東京(03012958) 宮坂 正嗣 城北中学校767.0717171

1997 東京(03012962) 今村 優太 城北中学校865.3717272

1997 東京(03012051) 須藤 優 獨協中学校934.9717373

1997 東京(03012961) 越谷 大輝 城北中学校999.9917474

1997 東京(03012966) 伊藤 尚輝 城北中学校999.9917575

1997 東京(03011414) 長澤 禅王 成城学園高校999.9917676

1998 東京(03011720) 前川 拓海 明星中学校17777

1999 東京(03011119) ミーナン 海 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ17878

1999 東京(03012043) 渡辺 光 成城学園中学校17979

1999 東京(03013790) 宮坂 優希 城北中学校18080

1998 東京(03012964) 足立 渉 城北中学校18181

1997 東京(03009044) 星合 亮尚 暁星中学校18282

2000 東京(03013697) 中山 隼佑 東京都市大付属中学校18383

1997 東京(03011469) 佐々木 洋平 獨協中学校18484

1997 東京(03011342) 栁川 信證 成城学園中学校18585

1999 東京(03013796) 鈴木 啓太 獨協中学校18686

2000 東京(03014675) 小平 健太郎 本郷台中学校18787

1997 東京(03012955) 十字 祥太郎 城北中学校18888

1999 東京(03013699) 芝 諒真 東京都市大付属中学校18989

1997 東京(03013483) 堀 颯希 獨協中学校19090

1997 東京(03013051) 海部 圭伸 東京都市大学付属中19191

1999 東京(03010569) 松田 征大 成城学園中学校19292

1999 神奈川(03006449) 宇野 雄登 法政二中19393

1999 神奈川(03010196) 塚本 文 篠原中学校19494

1999 東京(03013698) 辰巳 晶信 東京都市大付属中学校19595

1998 東京(03013052) 関口 禄太 東京都市大学付属中19696

1999 東京(03013793) 田中 実希 成城学園中学校19797

1999 東京(03014626) 大森 春英 暁星中学校19898

1998 東京(03012956) 西出 真大 城北中学校19999

1999 東京(03013053) 小林 優斗 東京都市大学付属中200100
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1998 東京(03011895) 佐地 慶祐 暁星中学校201101

1998 東京(03013786) 山田 智明 暁星中学校202102

1997 東京(03009040) 山内 健輔 暁星中学校203103

1999 東京(03013344) 大山 穂高 早稲田実業中学校204104

2000 東京(03013701) 高橋 侑作 明星中学校205105

2000 東京(03013788) 竹村 啓佑 城北中学校206106

1999 東京(03014652) 細川 創史 学習院中等科207107

2000 東京(03013695) 清水 颯太 東京都市大付属中学校208108

1997 東京(03009043) 松本 和也 暁星中学校209109

1999 東京(03012939) 大西 望 みなみ野中学校210110

1999 東京(03013787) 中村 涼 城北中学校211111

2000 東京(03012834) 深谷 真央 調布市立第八中学校212112

1999 東京(03013791) 川口 慎司 城北中学校213113

2000 東京(03013694) 杉本 真悟 獨協中学214114

1997 東京(03012959) 伊田 有騎 城北中学校215115

2000 東京(03013798) 髙田 悠平 獨協中学校216116

1998 東京(03012044) 大竹 夏生 獨協中学校217117
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埼玉(06013614) 加藤 未悠 埼玉ﾘベルタ11

2011 東京(06014587) 西沢 菜央 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ22

1950 東京(06014589) 中島 聖生 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ33

2025 神奈川(06012228) 齋藤 杏奈 ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ44

1971 埼玉(06011853) 樋田 葵 星野学園小学校55

2011 千葉(06014487) 佐伯 望 ﾊﾟﾙﾚｰｼﾝｸﾞSC66

10/9 神奈川(06013560) 坂本 華音 ﾊﾞﾃﾞｨｰSC77

2002 東京(06013366) 鈴木 眞乃 練馬区ｽｷｰ協会88

2018 群馬(06011643) 清水 梨桜 田代小学校99

1952 東京(06012186) 佐々木 茜 汐見小学校1010

10/6 東京(06014588) 大川 瑚夏 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ1111

2024 東京(06013042) 宮島 優佳 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC1212

2010 群馬(06011636) 池田 光 草津小学校1313

1960 群馬(06011635) 久々江 涼花 草津小学校1414

2012 東京(06012888) 藤井 直視 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC1515

1961 東京(06011652) 市川 紗理奈 ﾍﾟｶﾞｰｽﾞSC1616

10/4 東京(06014584) 渡辺 ひかる 桃井第一小学校1717
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生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

2001 東京(03014576) 水川 太貴 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ1011

2001 東京(03013240) 榎本 来飛 東京消防庁ｽｷｰ部1022

2001 東京(03013350) 吉田 剛 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝｸｼｮﾝSC1033

2001 群馬(03013210) 瀬田 悠貴 群馬大学付属小学校1044

2001 群馬(03013219) 宮崎 佑馬 前橋市立東小学校1055

2001 東京(03014688) 星野 倭山 ｼｭﾅｯﾌﾟｽSC1066

2001 東京(03014685) 清水 游 中央小学校1077

2000 山形(03011960) 伊東 周悟 蔵王第三小学校1088

2001 東京(03013355) 小池 泰介 ｽｶﾌﾞﾗ･ｸﾗﾌﾞ1099

2001 東京(03012785) 平野 颯人 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝｸｼｮﾝ11010

2001 群馬(03013220) 石井 壱国 草津小学校11111

2001 東京(03013753) 工藤 亮太 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ11212

2001 東京(03013757) 森下 颯大 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC11313

2002 東京(03014575) 須藤 圭一 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ11414

2000 神奈川(03014598) 井上 謙介 立野台小学校11515

2000 神奈川(03012215) 島村 龍彌 菅生小学校11616

2001 東京(03014580) 鈴木 彩生 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ11717

2001 東京(03014581) 佐谷 青星 ﾗｯﾁ(RACH)11818

2000 東京(03012828) 野原 翔平 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ11919

2001 神奈川(03013215) 淀渡 習平 不動丸小学校12020

2001 東京(03013068) 池田 幸大 足立区ｽｷｰ協会12121

2001 東京(03013670) 今野 太生 練馬区ｽｷｰ協会12222

2002 東京(03013764) 栗原 渉 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC12323

2002 東京(03013763) 吉澤 采佑 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC12424

2000 東京(03014653) 境 悠太 練馬区ｽｷｰ協会12525

2001 東京(03014578) 福岡 賢人 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ12626

2000 東京(03012752) 西山 陸斗 ｱｽﾍﾟﾝSC12727

2000 東京(03011674) 市川 岳海 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC12828

2001 東京(03014552) 酒井 風太 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ12929

2000 大阪(03011858) 大谷 友斗 城星学園小学校13030

2000 東京(03012836) 島田 聡太郎 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ13131

2002 東京(03013762) 新名 将也 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC13232

2000 群馬(03011642) 橋詰 大 田代小学校13333

2001 東京(03013460) 石渡 亮 ﾓﾝﾀﾅSC13434

2000 東京(03012827) 吉川 慎太郎 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ13535

2001 東京(03014684) 堀江 玄一郎 ｸﾗﾌﾞﾈｰｼﾞｭ13636

2001 東京(03014553) 藤澤 宏多 ﾁｰﾑﾃｨｰｼｰｴｽ13737

2001 東京(03013759) 宮脇 駿 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC13838

2001 山形(03014140) 今野 拓人 山形大学附属小学校13939
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