
播磨　慧伍 齊田　好峻

（新宿区） （新宿区）

ｂｙｅ 南口　康翔

（　　　） （足立区）

監物　航 大川原　輝樹

（墨田区） （墨田区）

石井　想 佐藤　充樹

（文京区） （板橋区）

望月　遥矢 山本　葵心

（板橋区） （文京区）

関根　輝 甲斐　悠輝

（足立区） （江戸川区）

財津　温仁 久保田　桐将

（新宿区） （墨田区）

今井　雄吾 石井　紀磨

（文京区） （文京区）

村井　開 北山　大輔

（新宿区） （足立区）

大村　 翼人 八木 　大雅

（文京区） （文京区）

松浦　輝 山本　真広

（墨田区） （新宿区）

宮﨑　創 矢作　慶太

（新宿区） （足立区）

広瀬　主真 枇杷阪　蓮

（足立区） （文京区）

増浦　亮太 後藤　真葵

（文京区） （足立区）

田端　琉玖 栗田　修弦

（墨田区） （文京区）

今村　晴樹 岡田　拓海

（足立区） （墨田区）

ｂｙｅ ｂｙｅ

（　　　） （　　　）

原川　雅志 須田　悠仁

（江戸川） （板橋区）
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手塚　拓夢 原川　聡志

（板橋区） （江戸川区）

ｂｙｅ ｂｙｅ

（　　　） （　　　）

石川　航平 松本　大希

（中央区） （墨田区）

寅嶋 一樹 金野　瑛也

（文京区） （足立区）

鈴木　温人 松本　淳志

（足立区） （文京区）

山口　周真 村石　陽斗

（文京区） （足立区）

矢崎　誠人 北村　祐人

（足立区） （墨田区）

前川　茂徹 鈴木　譲

（新宿区） （新宿区）

尾髙 健太 小原　光路

（文京区） （文京区）

江端　駿一 小野　龍一

（墨田区） （足立区）

橘田　楽生 石橋 侃

（文京区） （文京区）

鈴木　陽 高村　洋佑

（新宿区） （墨田区）

上野　温洋 内田　和歩

（板橋区） （板橋区）

小峰　知也 古結　龍人

（墨田区） （足立区）

宮岸　慶伍 伊藤　陽輝

（文京区） （文京区）

石徳　啓人 志賀　奏斗

（墨田区） （墨田区）

奥村　朋矢 酒巻　大

（足立区） （文京区）

荘司　大介 瀬田　和輝

（江戸川区） （新宿区）

53 71

54 72

51 69

52 70

49 67
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45 63
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天野　葉月 榎本　凛子

（足立区） （足立区）

嶋田　彩夏 熊川　茄那

（墨田区） （文京区）

渡邊　未来 渡辺　琴羽

（江戸川区） （足立区）

佐藤　奈波 根本　結名

（板橋区） （足立区）

法月　萌恵 廣田　汐里

（文京区） （文京区）

阿部　夏香 山田　愛実

（足立区） （江戸川区）

佐藤　果凜 黒木　風花

（文京区） （墨田区）

渡邊　遥 野村　杏

（江戸川区） （江戸川）

河野　帆夏 田中　春河

（足立区） （足立区）

中川　玲奈 速水　栞乃

（足立区） （文京区）

石川　保渚美 石山　あんず

（墨田区） （江戸川区）

倉田　優衣 小野里　青風

（足立区） （足立区）

小野里　歩風 伊澤　藍

（足立区） （足立区）

小川　風香 野口　実莉

（墨田区） （足立区）

中村　文香 廣田　希美

（文京区） （墨田区）

平田　珠々 森　和加夏

（足立区） （足立区）

佐藤　日女名 遠山　夏澄

（墨田区） （江戸川区）

小澤　凛華 大倉　千紗

（江戸川区） （文京区）

水口　未來 仲沢　咲希

（墨田区） （足立区）

関　美波 早瀬　温

（文京区） （文京区）

伊藤　実胡 倉掛　真琴

（足立区） （大田区）

諸井　琴美 西田　夏那

（足立区） （足立区）

中島　英 矢花　 優奈

（葛飾区） （墨田区）

久野　珠典 大橋　美音

（足立区） （中央区）
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