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岩城 慎＠６（三郷ダックス）1

横沢 颯人＠５ （蓮田サウス）2

林 拓磨＠４（ Ｐ Ｈ Ｍ ）3

稲川 陽大＠５ （大宮ウィナーズ）4

田嶋 廉＠６（上里ジュニア）5

加藤 温＠６（出羽バド）6

平田 透和＠６ （チャレンジャー）7

幡谷 陸貴＠６ （小川ドリーム）8

石川 大翔＠５ （アドバンス）9

富田 成貴＠６ （志木ジュニア）10

小堀 善平＠５（行田バド）11

中野 柊太郎＠５ （ 鳩 ヶ 谷 ）12

水村 健人＠５ （志木ジュニア）13

大出 健太＠６ （本庄シャトル）14

上野 稜大＠６ （蓮田サウス）15

鈴木 優馬＠５ （鴻巣リトル）16

上田 恵也＠６ （チャレンジャー）17

福岡 祐希＠６（ 鳩 ヶ 谷 ）18

曽我 亜里＠６ （所沢ジュニア）19

山﨑 一弥＠５ （ＴＥＡＭジュニア）20

村本 拓海＠５ （三郷ダックス）21

渡辺 空＠５（春日部白翔）22

井口 颯人＠５ （久喜ＡＢＣ）23

石崎 陽明＠６（出羽バド）24

鈴木 悠太＠６（出羽バド） 25

富田 光貴＠６ （志木ジュニア） 26

藤岡 勇矢＠６ （所沢ジュニア） 27

小柳 泰知＠５ （三郷ダックス） 28

黒津 勢成＠６（ Ｐ Ｈ Ｍ ） 29

杉浦 希実＠６ （本庄シャトル） 30

高橋 翔太＠６（ 鳩 ヶ 谷 ） 31

川崎 翔馬＠６ （じゃパンダ） 32

宮脇 大輝＠６ （春日部白翔） 33

田辺 陸人＠６（出羽バド） 34

成田 颯＠５ （大宮ウィナーズ） 35

山岡 陸歩＠５ （蓮田サウス） 36

渡辺 凱斗＠５ （三郷ダックス） 37

小野寺 開斗＠５ （ＴＥＡＭジュニア） 38

大屋 光＠６ （チャレンジャー） 39

中岡 光颯蘭＠６ （大宮ウィナーズ） 40

小貝 拓也＠６ （アドバンス） 41

沼田 和真＠６（出羽バド） 42

二宮 彬裕＠６ （久喜ＡＢＣ） 43

浜田 隼弥＠６ （蓮田サウス） 44

岩田 莉玖＠５ （小川ドリーム） 45

吉田 康太＠６ （庄和シャトルズ） 46

清原 慶矢＠５ （三郷ダックス） 47

大澤 史和＠６ （志木ジュニア） 48
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中川 友那＠４ （ 鶴 ヶ 島 ）1

伊藤 充希＠３ （ビッキーズ）2

真下 怜＠４ （飯能シャトル）3

立石 柚月＠４ （上里ジュニア）4

互 成那＠３（春日部白翔）5

熊谷 拓士＠４ （所沢ジュニア）6

山﨑 櫂二＠３ （ＴＥＡＭジュニア）7

伊東 真輝＠３ （久喜ＡＢＣ）8

千葉 太一＠３ （蓮田サウス）9

石井 颯＠４ （庄和シャトルズ）10

守山 大雅＠４ （出羽バド）11

川崎 聖矢＠４ （じゃパンダ）12

田中 天晴＠４ （飯能シャトル）13

有江 琥珀＠３ （ビッキーズ）14

遠田 圭伸＠４ （ 鶴 ヶ 島 ）15

大井 輝＠４ （ＴＥＡＭジュニア）16

堀米 哲平＠３ （久喜ＡＢＣ）17

大澤 琉生＠３ （本庄シャトル）18

稲生 遙希＠４ （三郷ダックス）19

徳原 拳聖＠３ （出羽バド）20

植松 汐仁＠３ （ 鶴 ヶ 島 ）21

熊木 凌也＠４ （チャレンジャー）22

栗野 朝陽＠４ （ 鶴 ヶ 島 ） 23

紺野 希仁＠３ （所沢ジュニア） 24

竹川 侑輔＠３ （ＴＥＡＭジュニア） 25

齋藤 彰一＠４ （飯能シャトル） 26

大手 柊凪＠４ （ビッキーズ） 27

石崎 夏生＠３ （出羽バド） 28

岡﨑 詩＠４（じゃパンダ） 29

森田 侑晟＠４ （アドバンス） 30

大出 悠人＠３ （本庄シャトル） 31

原山 敦地＠４ （久喜ＡＢＣ） 32

津田 光生＠４ （チャレンジャー） 33

古株 大智＠４ （志木ジュニア） 34

森 太陽＠３（ 鶴 ヶ 島 ） 35

田嶋 晄＠４ （上里ジュニア） 36

村上 日向＠４ （チャレンジャー） 37

篠田 凌太郎＠３ （三郷ダックス） 38

小倉 優翔＠３ （所沢ジュニア） 39

大野 圭＠４（久喜ＡＢＣ） 40

森永 晃太＠４ （ビッキーズ） 41

三田 史向＠４ （行田バド） 42

阿部 日彩＠４ （じゃパンダ） 43

伊藤 康太郎＠４ （ 鶴 ヶ 島 ） 44
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石井 叶夢＠２ （ビッキーズ）1

外村 樟太＠１ （所沢ジュニア）2

池上 義康＠２ （志木ジュニア）3

小島 洸翔＠２ （じゃパンダ）4

椎名 洸介＠１ （三郷ダックス）5

古川 湧己＠２（鶴ヶ島）6

木村 一護＠２ （志木ジュニア） 7

宗像 瞬輝＠２ （久喜ＡＢＣ） 8

藤岡 心将＠２ （所沢ジュニア） 9

新垣 琉生＠２（鶴ヶ島） 10

服部 有悟＠１（出羽バド） 11

後藤 洸太＠２ （岩槻ジュニア） 12
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伊藤 康乃＠２ （ 鶴 ヶ 島 ）1

知念 杏奈＠１ （三郷ダックス）2

湯本 姿月＠１ （志木ジュニア）3

渡辺 妃南香＠２ （本庄シャトル）4

岩城 瑚々奈＠１ （三郷ダックス）5

新村 郷子＠１ （ＴＥＡＭジュニア）6

影山 惺南＠２ （加須スターズ）7

高田 沙都＠２ （三郷ダックス）8

佐藤 空菜＠１ （アドバンス）9

榎本 紗楓＠２ （蓮田サウス）10

長谷川 葉月＠１ （ 鶴 ヶ 島 ）11

小島 羽奏＠１ （じゃパンダ）12

阿部 果凛＠２ （志木ジュニア）13

齊藤 愛杏＠２ （ 鳩 ヶ 谷 ） 14

稲生 海優＠１ （三郷ダックス） 15

沼田 唯李＠１ （所沢ジュニア） 16

高田 湖都＠２ （三郷ダックス） 17

櫻井 梨香＠１ （志木ジュニア） 18

舛田 優羽＠２ （いるまっしゅ） 19

嘉陽 花絵＠２ （じゃパンダ） 20

山北 莉緒＠１ （ 鶴 ヶ 島 ） 21

河村 実里＠１ （志木ジュニア） 22

小野 美桜＠１ （三郷ダックス） 23

島﨑 莉央＠２ （加須スターズ） 24

八嶋 未來＠２ （久喜ＡＢＣ） 25
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矢嶋 幸＠６ （志木ジュニア）1

関口 彩＠５ （小川ドリーム）2

堀信 采矢乃＠６ （所沢ジュニア）3

加賀谷 空実＠６ （蓮田サウス）4

澤柳 天音＠６ （じゃパンダ）5

後藤 万茄＠６ （岩槻ジュニア）6

山本 一穂＠６（ 鶴 ヶ 島 ）7

鶴田 彩乃＠５ （三郷ダックス）8

下見 夏月＠６ （チャレンジャー）9

八藤後 美緒＠５ （ＴＥＡＭジュニア）10

池田 心＠５（蓮田サウス）11

内田 実来＠５（行田バド）12

鹿毛 野乃花＠６ （ビッキーズ）13

中村 美紅＠６（ 鶴 ヶ 島 ）14

平野 枝莉＠６ （庄和シャトルズ）15

白鳥 愛和＠５ （春日部白翔）16

宮下 桃佳＠６（ 鳩 ヶ 谷 ）17

鈴木 伶奈＠６ （ビッキーズ）18

松岡 美歩＠５ （蓮田サウス）19

野口 彩花＠６（ Ｓ Ｇ Ａ ）20

好田 朱夏＠６ （小川ドリーム）21

清水 美海＠６ （大宮ウィナーズ）22

小野 佳音＠６ （飯能シャトル）23

妹尾 真花＠５ （三郷ダックス）24

沼田 智咲＠６ （所沢ジュニア）25

北山 茉実＠６ （チャレンジャー） 26

榎本 友里彩＠５ （ビッキーズ） 27

原澤 笙＠６（鴻巣リトル） 28

佐野 真奈花＠６ （ 鶴 ヶ 島 ） 29

中村 恵梨奈＠６ （アドバンス） 30

秋庭 夢来＠６ （蓮田サウス） 31

小島 紗季＠５（ Ｓ Ｇ Ａ ） 32

大熊 優香＠５ （三郷ダックス） 33

互 愛結＠６（春日部白翔） 34

小笠原 志歩＠５ （志木ジュニア） 35

永尾 仁胡＠５ （本庄シャトル） 36

笠原 梨緒＠６ （小川ドリーム） 37

正木 媛乃＠６（ 鶴 ヶ 島 ） 38

黒川 美咲＠６ （上里ジュニア） 39

椎名 美月＠５ （三郷ダックス） 40

守山 愛琉＠６（出羽バド） 41

門倉 菜月＠５ （小川ドリーム） 42

石井 夢楓＠５ （ビッキーズ） 43

髙橋 未成＠６ （所沢ジュニア） 44

倉益 美千香＠６ （志木ジュニア） 45

青木 菜花＠６ （久喜ＡＢＣ） 46

渡辺 若葉＠６ （加須スターズ） 47

馬渕 乙葉＠６（ Ｓ Ｇ Ａ ） 48

八角 真帆＠６ （蓮田サウス） 49
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山北 奈緒＠４（鶴ヶ島）1

佐藤 千風＠３ （アドバンス）2

垣内 杏南＠３ （所沢ジュニア）3

高橋 妃菜花＠３（鳩ヶ谷）4

小野 絢葉＠４ （飯能シャトル）5

星野 咲妃＠４ （大宮ウィナーズ）6

沼田 明子＠４（出羽バド）7

吾妻 佳奈＠４ （チャレンジャー）8

徳永 倫佳＠３ （加須スターズ）9

関脇 文菜＠４ （鴻巣リトル）10

澤柳 穂香＠４ （じゃパンダ）11

上村 彩綾＠４ （春日部白翔）12

松尾 彩音＠４ （久喜ＡＢＣ）13

日野原 颯＠４ （三郷ダックス）14

湯本 凜音＠４ （志木ジュニア）15

小林 南緒＠４ （チャレンジャー） 16

関田 祐実＠４ （出羽バド） 17

松戸 星＠４ （所沢ジュニア） 18

櫻井 優香＠４ （志木ジュニア） 19

森田 倖珠＠３ （アドバンス） 20

萩原 紗月＠４（鳩ヶ谷） 21

宮城 青空＠４ （三郷ダックス） 22

黒川 璃子＠４ （春日部白翔） 23

伊藤 彩＠３ （飯能シャトル） 24

渡辺 結妃＠４ （本庄シャトル） 25

山北 眞緒＠３（鶴ヶ島） 26

野中 望来＠４ （ビッキーズ） 27

山田 光咲＠３ （鴻巣リトル） 28

加賀谷 弥来＠４ （蓮田サウス） 29


