
№ 支部 チーム名 チーム名ふりがな 選手１ 選手1ふりがな 選手２ 選手2ふりがな 選手３ 選手3ふりがな 選手４ 選手4ふりがな 選手５ 選手5ふりがな

1 成城 これからガンバル!! これからがんばる!! 北嶋　徳明 きたじま　とくあき北嶋　陽斗 きたじま　はると

2 成城 ドラゴンホース どらごんほーす 河井　一善 かわい　かずよし河井　優之介 かわい　ゆうのすけ

3 成城 忍者　ハットリ にんじゃはっとり 服部　咲音 はっとり　さきね 服部　奏佑 はっとり　そうすけ服部　涼子 はっとり　りょうこ

4 成城 すだ すだ 須田　千鶴 すだ　ちづる 須田　秀実 すだ　ひでみ

5 成城 チーム　加藤 ちーむ　かとう 加藤　裕司 かとう　ゆうじ 加藤　颯大 かとう　そうた

6 成城 オサデス おさです 長　義仁 おさ　よしひと 長　美穂子 おさ　みほこ

7 成城 夢がモリモリ ゆめがもりもり 森　玲子 もり　れいこ 森　耀平 もり　ようへい

8 成城 ＦＣ　バルサ えふしーばるさ 杉山　輝 すぎやま　ひかる杉山　義則 すぎやま　よしのり

9 成城 長さんダｱー ちょうさんだあ 長　英嗣 ちょう　ひでじ 長　和志 ちょう　かずし 長　徳仁 ちょう　のりひと

10 成城 ソダネーズ そだねーず 平川　龍成 ひらかわ　りゅうせい平川　正徳 ひらかわ　まさのり

11 経堂東 経堂ﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ きょうどうまりおぶらざーず 神谷　亮汰 かみや　りょうた 神谷　俊夫 かみや　としお

12 経堂東 ポンポン ぽんぽん 黒川　俊 くろかわ　しゅん 黒川　麻紀子 くろかわ　まきこ

13 経堂東 ﾌｧｲﾅﾙﾌﾗｯｼｭ ふぁいなるふらっしゅ 伊藤　絵里子 いとう　えりこ 伊藤　圭吾 いとう　けいご

14 経堂東 チーム西家 ちーむにしけ 西　恵人 にし　けいと 西　こはる にし　こはる 西　正人 にし　まさと 西　泰代 にし　やすよ

15 経堂東 Ｒ２ あーるとぅー 鈴木　竜太 すずき　りゅうた 鈴木　理仁 すずき　りひと

16 経堂東 シュウマイ しゅうまい 和田　秀斗 わだ　しゅうと 和田　雅行 わだ　まさゆき

17 塚戸南 福の神 ふくのかみ 棚澤　福文 たなさわ　ふくふみ棚澤　高志 たなさわ　たかし

18 塚戸南 ベイマックス べいまっくす 高橋　ののか たかはし　ののか高橋　優奈 たかはし　ゆうだい高橋　智彦 たかはし　ともひこ

19 塚戸南 当たって砕けろ あたってくだけろ 齊藤　大峨 さいとう　たいが 齊藤　美緒 さいとう　みお

20 塚戸 破れかぶれ やぶれかぶれ 木幡　瑛希 こばた　えいき 木幡　瑞希 こばた　みずき 木幡　智子 こばた　さとこ

21 塚戸 ユイヒン ゆいひん 片桐　光蘭 かたぎり　みらん片桐　奈生 かたぎり　なお

22 塚戸 ＫＴ けーてぃ 武田　和樹 たけだ　かずき 武田　圭太 たけだ　けいた

23 塚戸 本田家Ａ ほんだけえー 本田　夏葵 ほんだ　なつき 本田　香織 ほんだ　かおり 本田　天珠 ほんだ　てんまる本田　薫平 ほんだ　くんぺい

24 塚戸 齊藤レディース さいとうれでぃーす 齊藤　凜 さいとう　りん 齊藤　和子 さいとう　かずこ

25 千歳台 チームかまた ちーむかまた 川崎　真大 かわさき　まひろ 川崎　孝典 かわさき　たかのり

26 千歳台 チームうみま ちーむうみま 鵜尾　瑞希 うお　みずき 鵜尾　雅隆 うお　まさたか

27 千歳台 チームかかた ちーむかかた 川村　海斗 かわむら　かいと川村　岳生 かわむら　たけお

28 経堂東 チームこひは ちーむこひは 小林　弘渡 こばやし　ひろと 小林　治男 こばやし　はるお

29 経堂東 チームふさみ ちーむふさみ 藤田　紗英 ふじた　さえ 藤田　美華 ふじた　みか

30 千歳台 チームしょふみ ちーむしょふみ 庄司　風輝 しょうじ　ふうき 庄司　光弘 しょうじ　みつひろ

31 塚戸 チームたへこさ ちーむたへこさ 谷川　平蔵 たにがわ　へいぞう谷川　紘士 たにがわ　こうし 谷川　さとこ たにがわ　さとこ

32 塚戸南 チームみひみ ちーむみひみ 水島　廣明 みずしま　ひろあき水島　美香 みずしま　みか

33 塚戸南 チームさあし ちーむさあし 佐々木　あかり ささき　あかり 佐々木　真二郎 ささき　しいんじろう

34 塚戸南 チームみりゆた ちーむみりゆた 三木　利仁 みき　りひと 三木　雄仁 みき　ゆうと 三木　猛生 みき　たけお

35 塚戸南 チームいじひ ちーむいじひ 石坂　潤 いしざか　じゅん 石坂　博史 いしざか　ひろし

36 塚戸南 チームきれあ ちーむきれあ 北岡　蓮 きたおか　れん 北岡　光 きたおか　あきら

37 塚戸南 チームうゆはよ ちーむうゆはよ 植月　悠智 うえつき　ゆうと 植月　啓智 うえつき　はると 植月　葉子 うえつき　ようこ

38 塚戸南 チームやいこ ちーむやいこ 山野　壱輝 やまの　いつき 山野　晃史 やまの　こうじ

家族対抗


