
【形の部】

よねや　だいき たにの　かい なんり　ゆいと こいけ　りんじ ひがしだ　こうた あかさか　けい こうじたに　かずま ふじかわ　りょうたろう

米屋　大喜 谷野　楷 南里　唯斗 小池　倫路 東田　康太 赤坂　圭 糀谷　和真 藤川　諒太郎

おかむら　ちさと こたに　すみれ かたやま　いと ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

岡村　千聡 小谷　菫 片山　糸 0 0 #REF! #REF! 0

いしい　りゅうせい こいけ　まなと よしだ　けいじ なかむら　しょう おおや　ふうま あんどう　しょう さかべ　るい やまもと　よしひさ

石井　龍成 小池　真士 吉田　圭志 中村　匠 大矢　楓馬 安藤　奨 坂部　琉偉 山元　恭壽

よしだ　ゆうな しみず　れん なかむら　めい いちかわ　かえで なか　みなみ まつい　しおり わかい　ゆめ かとり　なお

吉田　有那 志水　蓮 中村　愛唯 市川　楓 中　みな美 松井　汐莉 若井　ゆめ 香取　直

しまのえ　りと よしざわ　ゆうた たていし　いぶき すぎやま　まさむね あきもと　よしみ かとう　まさと なかむら　そうのしん つちこ　はるき

島ノ江　理斗 吉澤　悠太 立石　伊武希 杉山　正宗 秋元　善光 加藤　聖都 中村　颯之仁 土子　遥輝

つちや　かのん すがの　はるか もとかわ　りりい いとう　ひなた やまぐち　しおり あきや　りきょう いまむら　ゆきこ たけうち　つばさ

土屋　華音 菅野　遥 元川　璃理衣 伊藤　ひなた 山口　詩織 秋谷　李杏 今村　有紀子 竹内　椿紗

とうやはるのすけ たむら　ゆいと もちづき　ひろ かじなか　ゆうそう てらだ　れん ふじもと　まひろ よしおか　まこと さかぐち　たくと

東谷　晴之助 田村　優弦 望月　裕 鍛冶中　悠創 寺田　蓮 藤本　真央 吉岡　誠 阪口　巧和

とうもと　ななみ なかじま　りさ おき　あんな しんがい　りえる あおき　いろは さの　ひな かどの　めい さだひろ　わかな

東本　七美 中島　梨沙 起　杏奈 新海　莉恵 青木　いろは 佐野　陽菜 角野　夢彩 貞廣　和奏

たかはし　そうや たなか　こうき わかつき　はるま うづか　りゅうせい うちだ　けいでん やなぎ　けんしろう みぞぐち　そうた こまい　けいすけ

髙橋　蒼弥 田中　昊基 若月　暖真 宇塚　隆成 内田　ケイデン 柳　謙史朗 溝口　蒼太 駒井　圭介

ましま　らん よしだ　ゆうか よねや　ゆきな かわばた　あおい たかはし　まい もり　さきね ささき　るい はくた　なお

眞島　蘭 吉田　有花 米屋　ゆきな 河端　青 髙橋　　舞 森　咲希音 佐々木　琉維 白田　菜桜

かわむかい　なるみ ひらしま　こうた はまぐち　あきみち さくさべ　りつ いけうち　きわむ わたなべ　りお むとう　あきと あきもと　ひょうご

河向　成海 平島　煌太 濱口　晃行 作佐部　立 池内　究 渡邊　莉生 武藤　暁翔 秋元　彪吾

さとう　みなみ かねこ　ありあ あおき　ひなた おくやま　りん おくやま　あん ふじもと　ゆずな てらだ　ゆりな あかさか　めい

佐藤　美波 金子　ありあ 青木　ひなた 奥山　凜 奥山　杏 藤本　優沙奈 寺田　百合菜 赤坂　めい

かわまた　こうたろう みずたに　はじめ きむら　けいしん こたに　はるおみ きうち　しれん かわさき　ひかる さいとう　しゅうせい すぎむら　こうすけ

川眞田　紘太郎 水谷　元 木村　圭伸 小谷　晴臣 木内　子蓮 川﨑　光 齊藤　柊成 杉村　幸亮

なかむら　さえ たかはし　こと よこやま　あゆか しんがい　みかる いざわ　はるか うづか　みゆう のむら　ひなこ おおやま　あかり

中村　紗愛 髙橋　胡音 横山　歩華 新海　美輝 井澤　悠 宇塚　美結 野村　日向子 大山　絢伶

しまのえ　あいる やぎぬま　こうた つちや　たけし なかの　けん すずき　あさひ しまだ　まなた かじかわ　じん せつ　かけん

島ノ江　亜琉 栁沼　昊太 土屋　武士 中野　健 鈴木　朝陽 島田　真汰 梶川　陣 薛　華建

すずき　くるみ もちづき　ゆう たなか　ゆう かわさき　みう あらかわ　まりん さの　みより こうの　ゆずか にしお　はんな

鈴木　くるみ 望月　優 田中　優風 川﨑　実侑 荒川　真稟 佐野　海和 河野　柚花 西尾　絆那

ますだ　てるみち たかはししゅんいちろう かわち　けんと たぶち　しゅんせい おみ　だいち せいの　しゅうた つちや　りんたろう おがた　ゆうと

増田　光途 髙橋　舜一郎 河内　賢斗 田渕　駿晟 小見　大地 清埜　嵩大 土屋　麟太郎 緒方　勇人

ひらしま　かほ いとう　あんじゅ うちやま　りり ほった　かんな せつ　しょうか ふりがな ふりがな ふりがな

平島　夏帆 伊藤　杏珠 内山　理莉 堀田　環菜 薛　晶華 0 0 0

すずき　みさき うみの　はるか おがわ　やよい ほし　ひかる おがた　すみれ しらいし　みう ししど　あきこ くにひろ　きみえ

鈴木　美咲 海野　遥 小川　弥生 星　ひかる 緒方　スミレ 白石　未羽 宍戸　顕子 國弘　君恵

こばやし　のぶお ますだ　なおみち たにやま　けんしろう わたなべ　たくや かめい　たかし みのべ　たかやす あみーる　いさむ まさき　つねあき

小林　伸夫 増田　直途 谷山　剣士郎 渡邊　拓也 亀井　高 美濃部　敬靖 アミール　偉 正木　恒明

目黒 小石川

目黒 渋谷邦空館

小石川 目黒

目黒 城南

支部名 支部名

押上 新小岩

練馬 目黒

池上 新小岩

渋谷 メガロス葛飾

両国 両国

自由が丘 自由が丘

押上 板橋

板橋 城南

池袋 メガロス葛飾

光が丘 城南

平和島 大森

世田谷 赤羽

令和４年４月２９日　水元総合スポーツセンター

敢闘賞 敢闘賞

自由が丘 メガロス葛飾

支部名 支部名

城南 両国

自由が丘

一般　男子形の部 目黒 葛西 池袋 練馬 小石川 平和島

　一般　女子形の部 世田谷 目黒 池袋 目黒 城南

新小岩

高校生　女子形の部 池上 渋谷邦空館 赤羽 目黒 新小岩 支部名

　高校生　男子形の部 葛西 世田谷 練馬 赤羽 新小岩

両国

　中学３年生　女子形の部 目黒 押上 城北 新小岩 大森 大泉

　中学３年生　男子形の部 大泉 葛西 目黒 池上 新小岩

新小岩

　中学２年生　女子形の部 押上 目黒 新小岩 新小岩 大泉 自由が丘

　中学２年生　男子形の部 城南 二子玉川 葛西 城南 平和島

練馬

　中学１年生　女子形の部 大泉 大泉 板橋 大泉 大泉 赤羽

　中学１年生　男子形の部 葛西 池上 城南 葛西 大森

小石川

　小学６年生　女子形の部 大泉 城南 板橋 小石川 世田谷 世田谷

　小学６年生　男子形の部 平和島 城南 自由が丘 自由が丘 板橋

赤羽

　小学５年生　女子形の部 城南 大泉 池上 新小岩 板橋 平和島

　小学５年生　男子形の部 世田谷 押上 押上 赤羽 自由が丘

光が丘

　小学４年生　女子形の部 目黒 城南 世田谷 城南 板橋 大泉

　小学４年生　男子形の部 大泉 渋谷邦空館 渋谷邦空館 小石川 両国

城南

　小学３年生　女子形の部 城南 光が丘 押上 平和島 光が丘 自由が丘

　小学３年生　男子形の部 世田谷 世田谷 城南 城南 城南

自由が丘

　小学２年生　女子形の部 城南 城南 自由が丘 支部名 支部名 支部名

　小学２年生　男子形の部 板橋 自由が丘 世田谷 自由が丘 自由が丘

第７１回　東京都大会
優勝 準優勝 3位 ３位 敢闘賞 敢闘賞


