
区部東部 区部西部 多摩東部 多摩西部

選手番号 支部 所属 地域 選手番号 支部 所属 地域 選手番号 支部 所属 地域 選手番号 支部 所属 地域

105 千 九段 区東 411 新 西新宿 区西 2501 立 立川一 多東 2401 八 八王子一 多西

107 千 暁星 区東 413 新 新宿四谷 区西 2503 立 立川二 多東 2403 八 八王子二 多西

115 千 白百合 区東 415 新 西早稲田 区西 2505 立 立川三 多東 2405 八 いずみの森 多西

303 港 白金の丘 区東 419 新 新宿西戸山 区西 2507 立 立川四 多東 2407 八 八王子四 多西

323 港 聖心女子学院 区東 422 新 早稲田 区西 2509 立 立川五 多東 2409 八 八王子五 多西

325 港 麻布 区東 424 新 海城 区西 2511 立 立川六 多東 2411 八 八王子六 多西

327 港 慶應 区東 425 新 成城 区西 2517 立 立川九 多東 2415 八 ひよどり山 多西

333 港 広尾学園 区東 427 新 目白研心 区西 2519 立 立川国際 多東 2421 八 横山 多西

335 港 高輪 区東 509 文 文京九 区西 2602 武蔵 武蔵野一 多東 2427 八 椚田 多西

341 港 普連土学園 区東 521 文 小石川中等 区西 2603 武蔵 武蔵野二 多東 2435 八 城山 多西

601 台 上野 区東 531 文 独協 区西 2607 武蔵 武蔵野四 多東 2437 八 恩方 多西

603 台 忍岡 区東 545 文 日大豊山 区西 2611 武蔵 武蔵野六 多東 2439 八 川口 多西

605 台 駒形 区東 1009 目 目黒十 区西 2613 武蔵 都立武蔵 多東 2441 八 楢原 多西

611 台 柏葉 区東 1011 目 目黒十一 区西 2703 三 三鷹二 多東 2443 八 加住 多西

703 墨 本所 区東 1013 目 東山 区西 2705 三 三鷹三 多東 2448 八 打越 多西

705 墨 両国 区東 1015 目 目黒中央 区西 2715 三 三鷹中等 多東 2449 八 みなみ野 多西

711 墨 吾嬬二 区東 1017 目 大鳥 区西 2717 三 明星学園 多東 2451 八 浅川 多西

713 墨 寺島 区東 1203 世 世田谷桜丘 区西 2902 府 府中一 多東 2459 八 中山 多西

715 墨 文花 区東 1205 世 松沢 区西 2903 府 府中二 多東 2463 八 宮上 多西

719 墨 吾嬬立花 区東 1208 世 駒沢 区西 2905 府 府中三 多東 2465 八 別所 多西

721 墨 都立両国 区東 1211 世 緑丘 区西 2907 府 府中四 多東 2467 八 上柚木 多西

801 江東 深川一 区東 1215 世 梅丘 区西 2909 府 府中五 多東 2469 八 松木 多西

803 江東 深川二 区東 1221 世 弦巻 区西 2911 府 府中六 多東 2473 八 七国 多西

805 江東 深川三 区東 1227 世 玉川 区西 2913 府 府中七 多東 2493 八 南多摩 多西

807 江東 深川四 区東 1235 世 用賀 区西 2915 府 府中八 多東 2495 八 八王子学園 多西

809 江東 深川五 区東 1237 世 東深沢 区西 2917 府 府中九 多東 2801 青 青梅一 多西

817 江東 亀戸 区東 1239 世 砧 区西 2920 府 府中十 多東 2803 青 青梅二 多西

821 江東 第三亀戸 区東 1241 世 烏山 区西 2923 府 明星中学 多東 2805 青 青梅三 多西

824 江東 大島 区東 1243 世 千歳 区西 3003 昭 清泉 多東 2807 青 青梅西 多西

829 江東 第二砂町 区東 1257 世 船橋希望 区西 3006 昭 拝島 多東 2809 青 青梅六 多西

839 江東 第二南砂 区東 1261 世 筑波大駒場 区西 3009 昭 福島 多東 2813 青 霞台 多西

841 江東 東陽 区東 1263 世 駒場東邦 区西 3011 昭 瑞雲 多東 2815 青 吹上 多西

843 江東 大島西 区東 1267 世 成城学園 区西 3102 調 調布 多東 2817 青 青梅新町 多西

849 江東 かえつ有明 区東 1269 世 都市大付属 区西 3104 調 神代 多東 2819 青 泉 多西

927 品 八潮学園 区東 1279 世 鴎友女子 区西 3105 調 調布三 多東 3201 町 町田一 多西

933 品 攻玉社 区東 1295 世 三田国際 区西 3109 調 調布五 多東 3203 町 町田二 多西

1113 大 貝塚 区東 1297 世 東京農大一 区西 3115 調 調布八 多東 3205 町 町田三 多西

1115 大 大森四 区東 1303 渋 鉢山 区西 3117 調 桐朋女子 多東 3207 町 町田南 多西

1117 大 大森三 区東 1311 渋 松濤 区西 3123 調 ドルトン 多東 3209 町 薬師 多西

1123 大 大森七 区東 1313 渋 渋谷本町学園 区西 3301 小金 小金井一 多東 3213 町 忠生 多西

1129 大 大森六 区東 1315 渋 原宿外苑 区西 3309 小金 小金井南 多東 3215 町 堺 多西

1135 大 糀谷 区東 1417 中野 緑野 区西 3315 小金 武蔵野東 多東 3217 町 鶴川二 多西

1137 大 出雲 区東 1419 中野 南中野 区西 3317 小金 中央大附属 多東 3219 町 南大谷 多西

1140 大 六郷 区東 1424 中野 都立富士 区西 3404 小平 小平二 多東 3221 町 つくし野 多西

1143 大 南六郷 区東 1425 中野 東大附属 区西 3405 小平 小平三 多東 3225 町 山崎 多西

1145 大 矢口 区東 1429 中野 宝仙学園 区西 3407 小平 小平四 多東 3229 町 南成瀬 多西

1147 大 御園 区東 1511 杉 松溪 区西 3411 小平 小平六 多東 3235 町 小山田 多西

1153 大 東蒲 区東 1517 杉 中瀬 区西 3416 小平 花小金井南 多東 3237 町 金井 多西

1801 荒 荒川一 区東 1519 杉 井荻 区西 3417 小平 創価 多東 3239 町 小山 多西

1803 荒 荒川三 区東 1533 杉 向陽 区西 3601 東村 東村山一 多東 3241 町 桜美林 多西

1815 荒 南千住二 区東 1539 杉 泉南 区西 3603 東村 東村山二 多東 3244 町 日大三 多西

1819 荒 諏訪台 区東 1549 杉 立教女学院 区西 3609 東村 東村山四 多東 3245 町 玉川学園 多西

1821 荒 開成 区東 1558 杉 國學院久我山 区西 3621 東村 日体大桜華 多東 3501 日 日野一 多西

2115 足 足立十一 区東 1609 豊 西池袋 区西 3701 国分 国分寺一 多東 3503 日 日野二 多西

2117 足 足立十二 区東 1611 豊 千登世橋 区西 3705 国分 国分寺三 多東 3509 日 日野四 多西

2119 足 足立十三 区東 1615 豊 明豊 区西 3707 国分 国分寺四 多東 3513 日 大坂上 多西

2122 足 足立十四 区東 1620 豊 学習院 区西 3711 国分 早稲田実業 多東 3901 福 福生一 多西

2132 足 東島根 区東 1621 豊 巣鴨 区西 3807 国立 桐朋 多東 3903 福 福生二 多西

2137 足 東綾瀬 区東 1623 豊 本郷 区西 4003 狛 狛江二 多東 4501 多 多摩 多西

2141 足 蒲原 区東 1625 豊 十文字 区西 4101 東大 東大和一 多東 4505 多 多摩和田 多西

2145 足 西新井 区東 1631 豊 城西 区西 4109 東大 東大和五 多東 4511 多 鶴牧 多西

2149 足 伊興 区東 1703 北 稲付 区西 4207 清 清瀬四 多東 4513 多 多摩永山 多西

2151 足 花畑北 区東 1711 北 王子桜 区西 4301 東久 久留米 多東 4515 多 落合 多西

2163 足 入谷南 区東 1713 北 桐ヶ丘 区西 4313 東久 東久留米中央 多東 4602 稲 稲城一 多西

2165 足 六月 区東 1717 北 十条富士見 区西 4401 武村 武蔵村山一 多東 4604 稲 稲城二 多西

2169 足 千寿桜堤 区東 1721 北 滝野川紅葉 区西 4403 武村 村山学園 多東 4605 稲 稲城三 多西

2203 葛 金町 区東 1723 北 赤羽岩淵 区西 4405 武村 武蔵村山三 多東 4609 稲 稲城五 多西

2205 葛 水元 区東 1725 北 武蔵野 区西 4409 武村 武蔵村山五 多東 4612 稲 稲城六 多西

2207 葛 葛飾新宿 区東 1727 北 東京成徳 区西 4701 羽 羽村一 多西

2209 葛 奥戸 区東 1729 北 星美学園 区西 4703 羽 羽村二 多西

2217 葛 桜道 区東 1733 北 女子聖学院 区西 4705 羽 羽村三 多西

2219 葛 堀切 区東 1901 板 板橋一 区西 4803 あ あきる野東 多西

2223 葛 大道 区東 1911 板 志村一 区西 4805 あ あきる野西 多西

2229 葛 亀有 区東 1915 板 志村三 区西 4807 あ 御堂 多西

2231 葛 立石 区東 1923 板 中台 区西 4811 あ 五日市 多西

2235 葛 一之台 区東 1927 板 上板橋二 区西 5001 西多 瑞穂 多西



2245 葛 葛美 区東 1929 板 上板橋三 区西

2303 江戸 小松川二 区東 1935 板 赤塚一 区西

2305 江戸 小松川三 区東 1937 板 赤塚二 区西

2313 江戸 松江四 区東 1941 板 高島一 区西

2317 江戸 松江六 区東 1945 板 高島三 区西

2319 江戸 二之江 区東 1949 板 城北 区西

2322 江戸 葛西 区東 1951 板 日大豊山女 区西

2323 江戸 葛西二 区東 2007 練 練馬中村 区西

2325 江戸 葛西三 区東 2009 練 開進一 区西

2327 江戸 南葛西 区東 2011 練 開進二 区西

2329 江戸 南葛西二 区東 2015 練 開進四 区西

2331 江戸 西葛西 区東 2017 練 北町 区西

2333 江戸 東葛西 区東 2019 練 練馬 区西

2335 江戸 清新一 区東 2022 練 貫井 区西

2337 江戸 清新二 区東 2023 練 田柄 区西

2339 江戸 瑞江 区東 2025 練 豊渓 区西

2343 江戸 瑞江三 区東 2027 練 石神井 区西

2345 江戸 春江 区東 2033 練 石神井西 区西

2349 江戸 鹿骨 区東 2037 練 大泉 区西

2351 江戸 篠崎 区東 2039 練 大泉学園 区西

2354 江戸 篠崎二 区東 2047 練 大泉西 区西

2358 江戸 小岩二 区東 2051 練 谷原 区西

2360 江戸 小岩三 区東 2053 練 三原台 区西

2361 江戸 小岩四 区東 2057 練 南が丘 区西

2363 江戸 小岩五 区東 2067 練 光が丘三 区西

2365 江戸 上一色 区東


