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1993 東京(03001518) 坂本 貴優 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC51.501011

1992 学連(03001420) 本部 勇貴 日本大学21.821022

1994 群馬(03001144) 金子 友也 尾瀬高校52.121033

1994 埼玉(03001295) 高橋 正太郎 川越東高校44.581044

1992 学連(03003124) 米田 翔 大東文化大学56.761055

1996 長野(03009135) 宮﨑 泰輔 上田東高校53.551066

1993 群馬(03001118) 小野 浩稔 赤城SC33.181077

1992 学連(03002256) 村越 龍馬 東海大学21.211088

1994 群馬(03001151) 星野 尊斗 尾瀬高校49.131099

1995 神奈川(03001647) 皆川 大弥 慶應義塾高校58.0911010

1996 埼玉(03006060) 鈴木 達朗 秀明高校54.4411111

1994 長野(03001890) 田辺 幸汰 上田染谷丘高校53.1711212

1991 学連(03003017) 錦織 聖矢 東京農業大学53.0011313

1992 学連(03001629) 頼光 一太郎 東海大学37.8811414

1993 学連(03001128) 今井 健太朗 東京農業大学39.2211515

1995 東京(03006317) 狐﨑 海 京華高校59.9911616

1996 新潟(03006227) 橋本 周拓 胎内SC60.7011717

1995 群馬(03006011) 千明 聖耶 尾瀬高校61.5211818

1996 群馬(03007554) 黒岩 鈴矢 嬬恋高校62.7611919

1995 群馬(03006010) 入澤 佑弥 尾瀬高校64.9212020

1996 群馬(03007591) 青木 誠也 嬬恋高校66.0512121

1992 学連(03001422) 岡村 祥太 東京農業大学67.3812222

1996 東京(03007972) 萩生田 博之 日出高校67.6412323

1993 東京(03001272) 郷田 翔平 ﾗｯﾁ(RACH)70.6812424

1996 群馬(03007590) 丸山 駿 長野原高校73.1112525

1996 東京(03008034) 井上 岳秋 明星学園高校74.0312626

1993 学連(03001636) 清澤 一輝 中央大学74.1912727

1994 埼玉(03001289) 片野 雄太郎 秀明高校75.6312828

1994 東京(03006315) 大髙 裕生 成蹊高校76.8412929

1994 群馬(03001103) 戸部 剛志 嬬恋高校81.3113030

1994 東京(03009281) 井堀 大智 早稲田高校84.9713131

1994 長野(03001855) 太田 裕也 大町北高校87.1813232

1998 秋田(03009108) 松田 優樹 花輪第一中学校87.3213333

1994 東京(03007971) 谷口 一喜 東京成徳大学高校89.7913434

1995 東京(03005973) 頼光 竜二郎 日本工業大学駒場高校96.6013535

1996 埼玉(03007599) 橋本 理 本庄東高100.7813636

1997 秋田(03008921) 須田 忠厚 生保内中学校101.7313737

1994 東京(03001485) 土田 英 学習院高等科102.0113838

1997 長野(03010278) 平林 安里 白馬中学校107.1713939

1992 学連(03007389) 森山 文彦 学習院大学108.5514040

1997 東京(03010511) 篠原 広大 成蹊中学校110.0614141

1997 長野(03010281) 仲俣 一樹 飯綱中学校119.3814242

1996 長野(03008448) 宮嶋 風太 大町高校119.9714343

1997 東京(03009133) 石渡 健 武蔵野市立第一中学校123.7914444

1997 新潟(03008960) 園部 竜也 湯沢中学校124.1114545

1997 長野(03010275) 森田 龍之進 白馬中学校127.7914646

1993 東京(03001595) 田中 亜留羽 ｸﾗｰｸ記念国際高校130.4414747

1997 長野(03009123) 平澤 拓海 菅平中学校132.4714848

1997 群馬(03009034) 吉澤 功太 草津中学校133.2014949

1997 秋田(03008922) 日高 大樹 生保内中学校133.3115050
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1978 三重(03002600) 鳥山 真也 松阪ﾚｰｼﾝｸﾞSC141.0815151

1997 東京(03009299) 鈴木 修太郎 早稲田実業中学校143.8315252

1997 群馬(03009060) 黒岩 孝光 嬬恋中学校149.0015353

1993 学連(03007286) 原島 崇聡 東京大学150.2015454

1995 埼玉(03006064) 川又 晟延 秀明高校151.6315555

1998 東京(03009104) 本部 斗聖 立教池袋中学校151.8315656

1998 長野(03010274) 横川 大悟 白馬中学校152.7615757

1994 神奈川(03001472) 宇都出 鷹 慶應義塾高校155.2615858

1997 東京(03007631) 伴 健太郎 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC157.1415959

1998 東京(03010628) 加藤 一 弦巻中学校159.3016060

1995 東京(03009267) 荒井 大地 石神井高校159.5816161

1996 東京(03008899) 市川 隼也 青山学院高校160.1016262

1998 東京(03009047) 田中 一輝 暁星中学校161.0616363

1998 東京(03009301) 西尾 一輝 東綾瀬中学校165.3716464

1997 埼玉(03011471) 平本 翼 狭山台中学校167.1016565

1995 神奈川(03011701) 須原 健太 慶應義塾高校167.6016666

1997 東京(03009045) 西山 海斗 暁星中学校168.0116767

1997 長野(03010276) 青田 海人 白馬中学校169.3716868

1994 東京(03009265) 関谷 隼太郎 東海大付属高輪台高校170.3516969

1989 東京(03001414) 髙山 元成 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ171.1617070

1998 長野(03009124) 中澤 駿太郎 菅平中学校172.3017171

1997 新潟(03008959) 橋本 一澄 黒川中学校172.8717272

1996 埼玉(03006061) 片野 景太 秀明高校173.0317373

1995 神奈川(03007801) 田村 雅輝 関東学院高校175.0817474

1997 群馬(03009032) 笹川 佳幹 水上中学校175.5417575

1996 神奈川(03011418) 山﨑 光 桐蔭高校176.1617676

1995 東京(03009443) 鈴木 鷹平 安田学園高校181.6917777

1988 学連(03009229) 鑓水 健也 山形大学182.5617878

1997 長野(03008446) 羽毛田 高聖 白馬高校185.8317979

1996 東京(03007970) 野田 研人 筑波大学附属駒場高校186.6918080

1997 東京(03009103) 栗山 一輝 明星中学校190.6818181

1995 東京(03008033) 鈴木 道大 早稲田実業高校190.9918282

1996 神奈川(03007834) 西川 蘭丸 桐蔭学園191.9618383

1996 千葉(03011488) 富田 達己 専修大学松戸高校196.1218484

1997 長野(03009122) 竹村 征峻 菅平中学校199.4018585

1996 東京(03007539) 横山 真太郎 暁星高校205.3918686

1997 新潟(03008845) 古野 哲也 関根学園高校207.0318787

1951 東京(03001484) 伊藤 裕行 MAXIMUM212.3418888

1997 東京(03011454) 松宮 弘忠 東京都市大学付属中214.7118989

1997 埼玉(03009098) 川又 弘典 秀明中学校216.6819090

1997 千葉(03008893) 椎名 浩基 東京学館高校220.9219191

1996 東京(03011716) 新井 克弥 日本大学第二高校245.5619292

1996 神奈川(03013071) 露木 和秀 荏田高校248.0419393

1970 東京(03001424) 新川 健之 二十日石ｱﾙﾍﾟﾝSC251.3819494

1997 岡山(03013066) 綱澤 徹成 美作中学校258.8919595

1996 東京(03009477) 川村 勇志 明治大学付属中野高校267.0519696

1995 神奈川(03011698) 五十嵐 紀史 慶應義塾高校269.0019797

1977 東京(03001619) 荒井 祐治 ﾓﾝﾀﾅSC283.5319898

1996 新潟(03008409) 石野 潤 関根学園高校294.0319999

1997 長野(03013097) 小林 平 長野工業高校375.26200100
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1994 学連(03008021) 笠間 桂太 東北大学397.73201101

1997 長野(03013096) 鈴木 彩人 長野工業高校449.81202102

1995 神奈川(03012222) 中川 雄介 慶應義塾高校587.66203103

1968 東京(03014698) 野原 徹雄 ｳｨｯﾂ204104

1997 神奈川(03013417) 細野 勇太 桐蔭高校205105

1996 神奈川(03011448) 柳 慎志 慶應義塾高校206106

1996 神奈川(03013418) 泉福 尚紀 桐蔭学園中等教育学校207107

1976 東京(03014573) 山田 裕之 世田谷区ｽｷｰ協会208108

1995 長野(03012575) 甘利 紘二郎 上田染谷丘高校209109

1996 神奈川(03013400) 小柴 黎斗 桐蔭高校210110

1997 神奈川(03013559) 大見 哲平 慶応義塾高校211111

1971 東京(03013671) 海山 智九 ｳｨｯﾂ212112

1996 神奈川(03013416) 北見 晃太郎 桐蔭高校213113

1967 東京(03013357) 加藤 禎博 三鷹市ｽｷｰ連盟214114

1967 東京(03013742) 小宮 章弘 ｽﾗﾛｰﾑSC215115

1985 東京(03003983) 樗澤 啓祐 練馬区ｽｷｰ協会216116

1965 東京(03013749) 吉田 裕 ﾁｰﾑ ﾗｯｼｭ217117

1974 神奈川(03013216) 西山 春之 川崎市役所SC218118

1995 神奈川(03012873) 佐々木 孝俊 慶應義塾高校219119

1961 東京(03014686) 保江 佳克 日立本社ｽｷｰ部220120

1986 東京(03013768) 小寺 匠 ｱｰﾙﾋﾞｰﾄｳｷｮｳ221121

1959 東京(03013666) 古川 浩次 若葉SC222122

1967 東京(03012825) 秋元 嘉幸 ｽﾉｰｳｲﾝﾄﾞSC223123

1974 東京(03013667) 中村 誠 若葉SC224124

1995 神奈川(03011697) 飯塚 宇也 慶應義塾高校225125

1958 東京(03013493) 大江 健嗣 多摩市ｽｷｰ連盟226126

1996 神奈川(03013419) 原田 将太朗 桐蔭学園中等教育学校227127

1959 東京(03013745) 染谷 昌彦 ｴｽﾌﾟﾘﾚｰｼﾝｸﾞ228128

1995 神奈川(03011699) 川合 亮輔 慶應義塾高校229129

1972 東京(03013673) 福嶋 剛 ﾁｰﾑ･ﾋﾞｰﾄｩｰ･ｾﾞｯﾄ230130

1995 神奈川(03012223) 原野 琳太郎 慶應義塾高校231131

1964 東京(03013244) 加藤 裕 清瀬ｽｷｰ倶楽部232132

1968 東京(03013217) 吉澤 雅晴 ｴｰﾃﾞﾙSC233133

1963 東京(03013459) 大平 誠 三鷹市ｽｷｰ連盟234134

1995 神奈川(03013404) 小暮 亮介 慶應義塾高校235135

1966 東京(03013765) 深沢 伸朗 ﾎﾘﾃﾞｨSC236136

1970 東京(03013461) 村本 成洋 ｻｳﾝｽﾞSC237137

1985 東京(03014670) 小宮 康平 野辺山SC238138

1987 東京(03013769) 鈴木 孝宜 ｱｰﾙﾋﾞｰﾄｳｷｮｳ239139

1970 東京(03013112) 坂内 友岳 ﾃﾞｨｯﾌﾟｽSC240140

1972 東京(03014669) 保坂 元 ｱｽﾍﾟﾝSC241141

1986 東京(03014701) 山口 貴大 ﾗｯﾁ(RACH)242142

1964 東京(03013766) 佐藤 太朗 ﾃﾞｨｯﾌﾟｽSC243143

1994 東京(03006347) 小永井 大介 明星高校244144

1965 東京(03013360) 清水 則雪 日立製作所本社ｽｷｰ部245145

1975 長野(03014601) 沢田 健 茅野市ｽｷｰ協会246146
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1995 神奈川(03009584) 山﨑 菜々子 桐光学園高校104.3811

1992 学連(03004687) 吉井 愛渚 日本女子体育大学95.1322

1991 学連(03004658) 宮木 恵理香 大東文化大学46.5133

1991 学連(03004622) 澤部 彩 日本体育大学17.1544

1993 学連(03004304) 佐々木 美友 専修大学97.7455

1993 学連(03004670) 仲村 ひかる 早稲田大学78.4466

1997 愛知(03008191) 伊東 桃花 みよし北中学校92.7277

1991 学連(03004726) 伊東 沙樹 日本女子体育大学33.6788

1993 学連(03004674) 加藤 奈那子 日本大学34.0399

1994 東京(03004774) 仁神 麻里 ｸﾗｰｸ記念国際高校45.751010

1994 学連(03004669) 宮木 亜理紗 大東文化大学47.781111

1997 秋田(03009850) 髙橋 萌恵 横手明峰中学校78.251212

1991 学連(03004590) 小間 菜々香 東北福祉大学55.311313

1995 東京(03007395) 大塚 麻莉奈 青山学院高校87.151414

1994 東京(03004711) 栗山 夏美 明星高校50.231515

1994 三重(03005231) 櫻本 有起 名張桔梗丘高等学校115.661616

1997 新潟(03010337) 渡辺 真夕 湯沢中学校125.471717

1997 東京(03009274) 中渡 智香 入谷中学校126.341818

1997 長野(03010363) 西村 紗英 白馬中学校126.771919

1994 東京(03008908) 安藤 雪乃 国立高校127.022020

1997 長野(03010361) 赤澤 あゆな 白馬中学校127.242121

1997 群馬(03009066) 杉山 文袈 前橋鎌倉中学校128.492222

1997 大阪(03009197) 折口 美沙 旭中学校128.502323

1996 東京(03011353) 大橋 史華 日本大学第二高校130.752424

1996 神奈川(03013214) 明賀 香奈 相模女子大学高等部142.922525

1995 東京(03009222) 三輪 恵子 慶應義塾女子高校146.202626

1997 埼玉(03011428) 島根 咲 富士見勝瀬中学校148.092727

1996 東京(03008888) 富樫 萌 日体荏原高校150.742828

1996 東京(03007745) 渕脇 達代 明星高校155.952929

1996 東京(03009461) 山口 彩希 杉並区ｽｷｰ連盟159.093030

1995 東京(03007973) 加藤 めぐみ 明星学園高校167.593131

1996 千葉(03008096) 鈴木 梓 志学館高等部170.003232

1997 東京(03011416) 寺澤 日和 新宿山吹高校173.603333

1997 東京(03009449) 鈴木 彩香 十文字高校177.883434

1997 長野(03010365) 清原 悠夏 白馬中学校186.533535

1996 東京(03011527) 渡邊 愛美 日体荏原高校196.953636

1994 東京(03009308) 小宮 麻央子 日本大学第二高校203.733737

1998 東京(03009312) 鈴木 美冬 日本大学第二中学校226.093838

1995 東京(03011816) 河合 千月 玉川学園高等部228.703939

1967 東京(03008911) 中谷 順子 ｽﾉｰｽｹｰﾌﾟ264.044040

1966 東京(03004759) 市川 美枝子 若葉SC300.224141

1970 東京(03013497) 深沢 かおり ﾎﾘﾃﾞｨSC4242

1975 新潟(03014500) 高橋 里絵子 浅貝SC4343

1996 東京(03011504) 藤巻 莉奈 東洋英和女学院高校4444

1962 東京(03013704) 笠間 敏江 新宿SC4545

1970 東京(03013838) 宮嶋 有紀子 二十日石ｱﾙﾍﾟﾝSC4646

1961 東京(03014689) 谷 紀子 日立製作所本社ｽｷｰ部4747

1966 東京(03013835) 上村 貴代子 ｴｽﾌﾟﾘﾚｰｼﾝｸﾞ4848

1977 東京(03005860) 吉澤 恭子 ｴｰﾃﾞﾙSC4949

1997 神奈川(03013073) 甘利 奏海 相模女子大学高等部5050
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生年 連盟

【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

1998 東京(03014654) 日高 絵梨香 東京学芸大附属中等教育学校5151

1961 東京(03013831) 染谷 雪恵 ｴｽﾌﾟﾘﾚｰｼﾝｸﾞ5252

1995 東京(03013011) 山田 奈那子 慶応義塾女子高校5353

1997 東京(03013494) 吉村 菜々子 日本大学第二中学校5454
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