
墨田　秀昭 北村　祐人
（板橋区） （墨田区）

長谷川 伊織
（文京区）

八木 大雅 望月　遙矢
（文京区） （板橋区）

伊藤　佑輝 木間　　快
（足立区） （板橋区）

播磨　慧伍 畠山 小太朗
（新宿区） (品川区)

光田　優太郎 西山　尭志
（墨田区） （板橋区）

小原 光路 木下 遥翔
（文京区） （文京区）

佐々木　啓人 手塚　拓夢
（板橋区） （板橋区）

田村　陸翔 相内　祐貴
（足立区） （足立区）

小林　　優 大野　秀将
（板橋区） （板橋区）

川端　隆誠 塚田 青那
（新宿区） （文京区）

内田　和歩 大森　柊哉
（板橋区） （足立区）

佐藤　伊吹 會田　宇寿
（墨田区） （江戸川区）

百田　圭吾 吉村　遼
（江戸川区） （墨田区）

高橋　宏輔 西塚　崇人
（墨田区） （足立区）

井上　陽斗 襲　靖丞
（板橋区） （板橋区）

三春　伶士 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ　勇太郎
（足立区） （江東区）
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石田　凜太郎 佐野　京冬
（板橋区） （足立区）

松本 悠太郎 高野　純明
（新宿区） （板橋区）

磯原 万尉斗 斉藤　康平
（足立区） （墨田区）

岡本　涼 奥　千隼
（新宿区） （新宿区）

原川　雅志 加藤　理人
（江戸川区） （板橋区）

中田　琉聖 梅沢 大誠
（足立区） （文京区）

川添　皓介 瀬田　和輝
（板橋区） （新宿区）

大塚　洸輝 近藤　匠悟
（足立区） （足立区）

佐藤　充樹 甲斐　悠輝
（板橋区） （江戸川区）

鈴木　温人 松岡 瞭介
（足立区） （文京区）

真船　智之 鳥山　隼平
（墨田区） （板橋区）

小山 遥也 安藤　昴星
（文京区） （墨田区）

池田　一磨 蟹沢 歩
（足立区） （文京区）

小林　裕太 荘司　大介
（新宿区） （江戸川区）

石橋　侃 深尾　賢希
（文京区） （新宿区）

貴田　悠斗 右川　玲央
（目黒区） （板橋区）
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弥富 十和 田村 真千
（文京区） （文京区）

小澤　凛華 菊池 万由子
（江戸川区） （文京区）

村河 佳乃 芝山　真由
（文京区） （葛飾区）

渡辺　くるみ 三原　七菜
（葛飾区） （　港区　）

遠山　夏澄 山田　愛実
（江戸川区） （江戸川区）

大橋　美音 田中 めい
（中央区） （文京区）

久野　珠典 天野　葉月
（足立区） （足立区）

伊澤　藍 朝本　仁子
（足立区） （足立区）

野村　杏 萩原 智夏
（江戸川区） （文京区）

内藤　 輝 木　萌桃
（文京区） （葛飾区）

小田島　仁美 川桝 孝乃
（葛飾区） （文京区）

加藤　真以子 東條 千鶴
（　港区　） （文京区）

山口 凜々子 渡辺　遙
（文京区） （江戸川区）

渡辺　未来
（江戸川区）

水野 里香 飯干 成美
（文京区） （文京区）
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