
№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 身長［㎝］

4 北区 東京成徳大学 山﨑 蒼依 やまざき あおい 2 148
5 大田区 馬込 坂井 千夏 さかい ちなつ 2 155
6 東村山市 東村山第六 小野 美乃里 おの みのり 2 157
7 杉並区 宮前 松塚 ひなた まつづか ひなた 2 160
8 府中市 府中第十 鈴木 美緒 すずき みお 2 161
9 小平市 小平第二 渡邊 葵 わたなべ あおい 2 162
10 北区 東京成徳 洪 潤夏 ほん ゆな 2 165
11 国分寺市 第一 文山 乃野楓 ふみやま ののか 2 166
12 東村山市 東村山第五 三國 マインエブス みくに まいんえぶす 1 166
13 八王子市 第一 田中 ナターシャ 絵里 たなか なたーしゃ えり 2 167
14 国立市 国立第三 栗田 圭子 くりた けいこ 2 167
15 目黒区 八雲学園 宮下 愛弥 みやした あや 1 168
16 中野区 実践学園 池田 和奏 いけだ わかな 2 169
17 国分寺市 第一 須永 悠佳子 すなが ゆかこ 2 170
18 立川市 立川第三 西本 有沙 にしもと ありさ 2 170
19 杉並区 杉森 石原 愛実 いしはら あみ 2 170
20 中野区 中野 菅原 彩乃 すがわら あやの 2 170
21 目黒区 八雲学園 吉田 眞子 よしだ まこ 2 171
22 八王子市 長房 新井 ありさ あらい ありさ 2 172
23 福生市 福生第二 瀬沼アイーシャ玲未 せぬまあいーしゃれいみ 2 176

№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 身長［㎝］

4 練馬区 光が丘第三 原 寿未乃 はら すみの 2 157

5 八王子市 甲ノ原 須田 理恵 すだ りえ 1 158

6 八王子市 第一 平尾 彩奈 ひらお あやな 1 158

7 目黒区 八雲学園 阿部 七奈子 あべ ななこ 2 160

8 八王子市 甲ノ原 荒引 里菜 あらびき りな 2 161

9 江東区 深川第一 大森 香歩 おおもり かほ 2 161

10 八王子市 楢原 早川 美優 はやかわ みゆう 2 161

11 北区 東京成徳大学 菊地 梨緒 きくち りお 2 164

12 目黒区 八雲学園 池本 里夏 いけもと りな 2 165

13 東村山市 東村山第五 木下 侑香 きのした ゆうか 2 165

14 大田区 志茂田 斉藤 波奈 さいとう はな 2 166

15 北区 東京成徳大学 野本 美佳子 のもと みかこ 2 168

16 中野区 実践学園 志村 美里 しむら みさと 2 168

17 八王子市 第一 青野 美玖 あおの みく 1 169

18 中野区 実践学園 溝口 愛子 みぞぐち あいこ 1 170

19 目黒区 八雲学園 鈴木かりん すずき かりん 2 171

20 杉並区 高井戸 福井 知里 ふくい ちさと 2 171

21 世田谷区 梅丘 八村 安美菜 はちむら あみな 2 172

22 足立区 第十一 橋本 夏希 はしもと なつき 1 172

23 八王子市 第一 塩谷 心海 しおたに ここみ 2 173
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チーム ＴＯＫＹＯ ＷＨＩＴＥ
ヘッドコーチ 櫻井 美周 八雲学園中学校

アシスタントコーチ 小町紗緒里 八王子市立四谷中学校

アシスタントコーチ 高橋あゆみ 八王子市立陵南中学校

チーム ＴＯＫＹＯ ＢＬＵＥ
ヘッドコーチ 塩田 敦士 東京成徳大学中学校


