
学校名・チーム名一覧コード表

コード 新チーム名称 チームフリガナ

ア 000001 ｱｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｽｷｰﾁｰﾑ ｱｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｽｷｰﾁｰﾑ
000002 ｱｰﾄｽﾎﾟｰﾂSC ｱｰﾄｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000003 R･I SC ｱｰﾙｱｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000004 RSﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｰﾙｴｽﾜﾀﾅﾍﾞ
000005 ｱｰﾙﾋﾞｰﾄｳｷｮｳ ｱｰﾙﾋﾞｰﾄｳｷｮｳ
000006 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞSC ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000007 相生中学校 ｱｲｵｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000008 合川中学校 ｱｲｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000009 愛教大附名古屋中 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲﾌﾅｺﾞﾔﾁｭｳ
000010 愛工大名電高校 ｱｲｺｳﾀﾞｲﾒｲﾃﾞﾝｺｳｺｳ
000011 ｱｲｻﾞｯｸSC ｱｲｻﾞｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000012 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC ｱｲｼｰｱｲｲｼｲｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000013 ｱｲｼﾝ・ｴｰｱｲ(株)ｽｷｰ部 ｱｲｼﾝｴｰｱｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｷｰﾌﾞ
000014 ｱｲｼﾝAWSC ｱｲｼﾝｴｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000015 ｱｲｼﾝ精機SC ｱｲｼﾝｾｲｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000016 AIZU.S.R.T ｱｲｽﾞｴｽｱｰﾙﾃｨ
000017 愛SC ｱｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000018 ICE HIROSHIMA ｱｲｽﾋﾛｼﾏ
000019 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
000020 愛知学校ｽｷｰ協議会 ｱｲﾁｶﾞｯｺｳｽｷｰｷｮｳｷﾞｶｲ
000021 愛知啓成高校 ｱｲﾁｹｲｾｲｺｳｺｳ
000022 愛知県庁はなのきSC ｱｲﾁｹﾝﾁｮｳﾊﾅﾉｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000023 愛知工業大学 ｱｲﾁｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000024 愛知高校 ｱｲﾁｺｳｺｳ
000025 愛知ｼﾆｱｽｷｰRC ｱｲﾁｼﾆｱｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
000026 愛知淑徳高校 ｱｲﾁｼｭｸﾄｸｺｳｺｳ
000027 愛知淑徳大学 ｱｲﾁｼｭｸﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸ
000028 愛知大学 ｱｲﾁﾀﾞｲｶﾞｸ
000029 会津OBｸﾗﾌﾞ ｱｲﾂﾞｵｰﾋﾞｰｸﾗﾌﾞ
000030 会津学鳳 ｱｲﾂﾞｶﾞｸﾎｳ
000031 会津工業高校 ｱｲﾂﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
000032 会津高校 ｱｲﾂﾞｺｳｺｳ
000033 会津若松ｻﾞﾍﾞﾘｵ学園中 ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂｻﾍﾞﾘｵｶﾞｸｴﾝﾁｭｳ
000034 会津若松第五中学校 ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000035 会津若松第二中学校 ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000036 会津若松第四中学校 ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000037 IBMｽｷｰ部 ｱｲﾋﾞｰｴﾑｽｷｰﾌﾞ
000038 愛別中学校 ｱｲﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000039 IUSC ｱｲﾕｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000040 ｱｲﾚｸｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｱｲﾚｸｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
000041 ｱｳSC ｱｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000042 葵高校 ｱｵｲｺｳｺｳ
000043 青葉中学校 ｱｵﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000044 青森県ﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰ協会 ｱｵﾓﾘｹﾝﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰｷｮｳｶｲ
003321 青森高校 ｱｵﾓﾘｺｳｺｳ
000045 青森市ｽｷｰ連盟 ｱｵﾓﾘｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000046 青森山田高校 ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞｺｳｺｳ
000047 青柳小学校 ｱｵﾔﾅｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000048 青山学院高校 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
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000049 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
000050 青山学院中学校 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000051 赤井川小学校 ｱｶｲｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000052 赤井川中学校 ｱｶｲｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000053 赤井南小学校 ｱｶｲﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000054 赤城SC ｱｶｷﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000055 赤倉小学校 ｱｶｸﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000056 赤倉ｽｷｰ学校 ｱｶｸﾗｽｷｰｶﾞｯｺｳ
000057 あかとんぼ ｱｶﾄﾝﾎﾞ
000058 赤名SC ｱｶﾅｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000059 茜ｼﾞｭﾆｱSC ｱｶﾈｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000060 赤平ｽｷｰ連盟 ｱｶﾋﾞﾗｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000061 赤平中学校 ｱｶﾋﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000062 阿寒ｽｷｰ協会 ｱｶﾝｽｷｰｷｮｳｶｲ
000063 安芸太田町体協ｽｷｰ部 ｱｷｵｵﾀﾁｮｳﾀｲｷｮｳｽｷｰﾌﾞ
000064 阿気小学校 ｱｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000065 秋田ｱﾙﾍﾟﾝSC ｱｷﾀｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000066 秋田いすゞ自動車（株） ｱｷﾀｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
000067 秋田北中学校 ｱｷﾀｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000068 秋田SC ｱｷﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000069 秋田ｽｷｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ｱｷﾀｽｷｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
000070 秋田ｾﾞﾛｯｸｽ株式会社ｽｷｰ部 ｱｷﾀｾﾞﾛｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｷｰﾌﾞ
000071 秋田大学 ｱｷﾀﾀﾞｲｶﾞｸ
000072 秋田大学附属中学校 ｱｷﾀﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000073 飽田中学校 ｱｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000074 秋田東小学校 ｱｷﾀﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000075 秋田北鷹高校 ｱｷﾀﾎｸﾖｳｺｳｺｳ
000076 Akira Top Team ｱｷﾗﾄｯﾌﾟﾁｰﾑ
000077 ｱｸｼｵﾑSC ｱｸｼｵﾑｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000078 阿久津小学校 ｱｸﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000079 ｱｸﾛｽ重信ｽﾉｰｸﾗﾌﾞ ｱｸﾛｽｼｹﾞﾉﾌﾞｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
000080 上尾YCS ｱｹﾞｵﾜｲｼｰｴｽ
000081 明富中学校 ｱｹﾄﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000082 浅貝SC ｱｻｶﾞｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000083 朝霞市ｽｷｰ連盟 ｱｻｶｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000084 朝霞第一中学校 ｱｻｶﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000085 朝霞第五中学校 ｱｻｶﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000086 浅川中学校 ｱｻｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000087 浅科中学校 ｱｻｼﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000088 朝日ASS ｱｻﾋｴｰｴｽｴｽ
000089 旭丘高校 ｱｻﾋｵｶｺｳｺｳ
000090 旭岡中学校 ｱｻﾋｵｶﾁｭｳｶﾞｺｳ
000091 旭川愛宕中学校 ｱｻﾋｶﾜｱﾀｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000092 旭川医科大学 ｱｻﾋｶﾜｲｶﾀﾞｲｶﾞｸ
000093 旭川工業高専 ｱｻﾋｶﾜｺｳｷﾞｮｳｺｳｾﾝ
000094 旭川実業高校 ｱｻﾋｶﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳｺｳ
000095 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ ｱｻﾋｶﾜｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ
000096 旭川ｽｷｰ連盟 ｱｻﾋｶﾜｽｷｰﾚﾝﾒｲ
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000097 旭川ｽﾉｰｷﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ ｱｻﾋｶﾜｽﾉｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
000098 旭川大学 ｱｻﾋｶﾜﾀﾞｲｶﾞｸ
000099 旭川大学高校 ｱｻﾋｶﾜﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｺｳ
000100 旭川東明中学校 ｱｻﾋｶﾜﾄｳﾒｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000101 旭川農業高校 ｱｻﾋｶﾜﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
000102 旭川東高校 ｱｻﾋｶﾜﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
000103 旭川明成高校 ｱｻﾋｶﾜﾒｲｾｲｺｳｺｳ
000104 旭川龍谷高校 ｱｻﾋｶﾜﾘｭｳｺｸｺｳｺｳ
000105 旭川凌雲高校 ｱｻﾋｶﾜﾘｮｳｳﾝｺｳｺｳ
000106 旭川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｱｻﾋｶﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
000107 朝日小学校 ｱｻﾋｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000108 あさひSC ｱｻﾋｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000109 朝日SC ｱｻﾋｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000110 旭中学校 ｱｻﾋﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000111 朝日中学校 ｱｻﾋﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000112 旭鉄ｽｷｰOB会 ｱｻﾋﾃﾂｽｷｰﾌﾞｵｰﾋﾞｰｶｲ
000113 旭西中学校 ｱｻﾋﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000114 麻布高校 ｱｻﾞﾌﾞｺｳｺｳ
000115 麻布中学校 ｱｻﾞﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000116 朝里ｽｷｰｽｸｰﾙ ｱｻﾘｽｷｰｽｸｰﾙ
000117 亜細亜大学 ｱｼﾞｱﾀﾞｲｶﾞｸ
000118 足利北中学校 ｱｼｶｶﾞｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000119 足利工業大附属高 ｱｼｶｶﾞｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳ
000120 足利ｽｷｰ協会 ｱｼｶｶﾞｽｷｰｷｮｳｶｲ
000121 足利清風高校 ｱｼｶｶﾞｾｲﾌｳｺｳｺｳ
000122 鯵ヶ沢中学校 ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000123 芦城小学校 ｱｼｼﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000124 ｱｼｯｸｽRSC ｱｼｯｸｽﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000125 阿品台西小学校 ｱｼﾅﾀﾞｲﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000126 芦原中学校 ｱｼﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000127 芦別高校 ｱｼﾍﾞﾂｺｳｺｳ
000128 芦別ｽｷｰ連盟 ｱｼﾍﾞﾂｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000129 芦別中学校 ｱｼﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000130 安代小学校 ｱｼﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000131 安代ｽｷｰ協会 ｱｼﾛｽｷｰｷｮｳｶｲ
000132 安代中学校 ｱｼﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000133 阿新SC ｱｼﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000134 阿仁SC ｱｼﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000135 阿仁中学校 ｱｼﾞﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000136 飛鳥中 ｱｽｶﾁｭｳ
000137 梓川小学校 ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000138 ｱｽﾍﾟﾝSC ｱｽﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000139 あずま北小学校 ｱｽﾞﾏｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000140 あずま小学校 ｱｽﾞﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000141 あずま中学校 ｱｽﾞﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000142 あずま南小学校 ｱｽﾞﾏﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000143 麻生小学校 ｱｿｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000144 足立区ｽｷｰ協会 ｱﾀﾞﾁｸｽｷｰｷｮｳｶｲ
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000145 安達高校 ｱﾀﾞﾁｺｳｺｳ
000146 ATTACK ｱﾀｯｸ
000147 厚木SC ｱﾂｷﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000148 厚崎中学校 ｱﾂｻｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000149 熱塩加納ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｱﾂｼｵｶﾉｳｽｷｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
000150 安土中学校 ｱﾂﾞﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000151 安比高原SC ｱｯﾋﾟｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000152 ｱｯﾌｪﾋﾀﾞ ｱｯﾌｪﾋﾀﾞ
000153 吾妻SC ｱﾂﾞﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000154 安曇川高校 ｱﾄﾞｶﾞﾜｺｳｺｳ
000155 安曇川中学校 ｱﾄﾞｶﾞﾜﾁｭｶﾞｯｺｳ
000156 阿南工業高校 ｱﾅﾝｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
000157 あなんたんﾚｰｼﾝｸﾞSC ｱﾅﾝﾀﾝﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000158 ｱﾈｯｸｽｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｱﾈｯｸｽｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
000159 網走消防 ｱﾊﾞｼﾘｼｮｳﾎﾞｳｼｮ
000160 網走第二中学校 ｱﾊﾞｼﾘﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000161 網走呼人中学校 ｱﾊﾞｼﾘﾖﾋﾞﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000162 網走呼人中学校(教) ｱﾊﾞｼﾘﾖﾋﾞﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000163 我孫子SC ｱﾋﾞｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000164 我孫子第二小学校 ｱﾋﾞｺﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000165 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ
000166 天川小学校 ｱﾏｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000167 天沼小学校 ｱﾏﾇﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000168 余目第二小学校 ｱﾏﾙﾒﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000169 ｱﾐｨSC ｱﾐｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000170 網野北小学校 ｱﾐﾉｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000171 網野高校 ｱﾐﾉｺｳｺｳ
000172 網野SC ｱﾐﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000173 網野中学校 ｱﾐﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000174 網張ジュニア ｱﾐﾊﾘｼﾞｭﾆｱ
000175 安茂里小学校 ｱﾓﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000176 綾部高校 ｱﾔﾍﾞｺｳｺｳ
000177 綾部中学校 ｱﾔﾍﾞﾁｭｳｶﾞｺｳ
000178 新井高校 ｱﾗｲｺｳｺｳ
000179 新井中学校 ｱﾗｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000180 荒海中学校 ｱﾗｳﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000181 荒川区ｽｷｰ連盟 ｱﾗｶﾜｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000182 荒沢運送 ｱﾗｻﾜｳﾝｿｳ
000183 有明中学校 ｱﾘｱｹﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000184 有浦小学校 ｱﾘｳﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000185 ｱﾙｺﾋﾟｱSC ｱﾙｺﾋﾟｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000186 ｱﾙﾂｷﾗﾗｸﾗﾌﾞ ｱﾙﾂｷﾗﾗｸﾗﾌﾞ
000187 ｱﾙﾂSC ｱﾙﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000188 あるぱいんSC ｱﾙﾊﾟｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000189 ｱﾙﾋﾟﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ ｱﾙﾋﾟﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ
000190 アルプススキークラブクワナ ｱﾙﾌﾟｽｽｷｰｸﾗﾌﾞｸﾜﾅ
000191 淡路三原高校 ｱﾜｼﾞﾐﾊﾗｺｳｺｳ
000192 粟津中学校 ｱﾜﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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000193 安城市ｽｷｰ連盟 ｱﾝｼﾞｮｳｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000194 安中市SC ｱﾝﾅｶｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ

イ 000195 E.O.R ｲｰｵｰｱｰﾙ
000196 飯小学校 ｲｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000197 飯田SC ｲｲﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000198 飯綱中学校 ｲｲﾂﾞﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000199 飯綱町SC ｲｲﾂﾞﾅﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000200 飯豊第一小学校 ｲｲﾃﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000201 飯豊中学校 ｲｲﾃﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000202 飯網中学校 ｲｲﾃﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000203 いいでﾚｰｼﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｲｲﾃﾞﾚｰｼﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
000204 飯南高校 ｲｲﾅﾝｺｳｺｳ
000205 飯山北高校 ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳｺｳ
000206 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
000207 飯山市SC ｲｲﾔﾏｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000208 飯山小学校 ｲｲﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000209 飯山城南中学校 ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000210 飯山城北中学校 ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000211 ｲｴﾃｨSC ｲｴﾃｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003315 五十沢中学校 ｲｶｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000212 医科薬科大学SC ｲｶﾔｸｶﾀﾞｲｶﾞｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000213 五十嵐中学校 ｲｶﾞﾗｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000214 育育西高校 ｲｸｴｲﾆｼｺｳｺｳ
000215 育英西中学校 ｲｸｴｲﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000216 池田高校 ｲｹﾀﾞｺｳｺｳ
000217 池田小学校 ｲｹﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000218 池田中学校 ｲｹﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000219 池の平SC ｲｹﾉﾀｲﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000220 石打MH SC ｲｼｳﾁｴﾑｴｲﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000221 石打ｼﾞｭﾆｱSC ｲｼｳﾁｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000222 石打大和SC ｲｼｳﾁﾀﾞｲﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000223 石打丸山SC ｲｼｳﾁﾏﾙﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000224 金沢錦丘高校 ｲｼｶﾜｹﾝﾘﾂｶﾅｻﾞﾜﾆｼｷｶﾞｵｶｺｳｺｳ
000225 石鳥谷中学校 ｲｼﾄﾞﾘﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000226 石山SC ｲｼﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000227 石山中学校 ｲｼﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000228 いすゞ藤沢ｽｷｰ部 ｲｽｽﾞﾌｼﾞｻﾜｽｷｰﾌﾞ
000229 和泉SC ｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000230 泉台小学校 ｲｽﾞﾐﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000231 泉中学校 ｲｽﾞﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000232 和泉中学校 ｲｽﾞﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000233 伊勢崎市立三郷小学校 ｲｾｻｷｲﾁﾘﾂﾐｻﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000234 伊勢崎市立宮郷中学校 ｲｾｻｷｲﾁﾘﾂﾐﾔｻﾄﾁｭｳｶﾞｺｳ
000235 伊勢崎市立茂呂小学校 ｲｾｻｷｲﾁﾘﾂﾓﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000236 伊勢崎殖蓮小学校 ｲｾｻｷｳｴﾊｽｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000237 伊勢崎北小学校 ｲｾｻｷｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000238 伊勢崎市ｽｷｰ協会 ｲｾｻｷｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000239 伊勢崎第2中学校 ｲｾｻｷﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｺｳ
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000240 伊勢崎四ツ葉学園中 ｲｾｻｷﾖﾂﾊﾞｶﾞｸｴﾝﾁｭｳ
000241 伊勢山中学校 ｲｾﾔﾏﾁｭｳｶﾞｺｳ
000242 井芹中学校 ｲｾﾘﾁｭｳｶﾞｺｳ
000243 五十沢中学校 ｲｿｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000244 板野高校 ｲﾀﾉｺｳｺｳ
000245 板橋区ｽｷｰ協会 ｲﾀﾊﾞｼｸｽｷｰｷｮｳｶｲ
000246 市川高校 ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ
000247 市沢小学校 ｲﾁｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000248 一條小学校 ｲﾁｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000249 市ノ川小学校 ｲﾁﾉｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000250 一関一高附属中学校 ｲﾁﾉｾｷｺｳﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000251 一関市ｽｷｰ協会 ｲﾁﾉｾｷｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000252 一宮開明小学校 ｲﾁﾉﾐﾔｶｲﾒｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000253 一宮市ｽｷｰ連盟 ｲﾁﾉﾐﾔｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000254 一宮南部中学校 ｲﾁﾉﾐﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000255 市原SC ｲﾁﾊﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000256 市立千葉高校 ｲﾁﾘﾂﾁﾊﾞｺｳｺｳ
000257 五日町JSC ｲﾂｶﾏﾁｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000258 五日町SC ｲﾂｶﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000259 It's MIRACLE ｲｯﾂﾐﾗｸﾙ
000260 It's MIRACLE 九州 ｲｯﾂﾐﾗｸﾙｷｭｳｼｭｳ
000261 出雲SC ｲﾂﾞﾓｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000262 出雲第三中学校 ｲﾂﾞﾓﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000263 糸魚川市SR ｲﾄｲｶﾞﾜｼｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ
000264 糸魚川中学校 ｲﾄｲｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000265 糸魚川東中学校 ｲﾄｲｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000266 糸魚川白嶺高校 ｲﾄｲｶﾞﾜﾋﾗﾐﾈｺｳｺｳ
000267 田舎館中学校 ｲﾅｶﾀﾞﾃﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000268 稲川SC ｲﾅｶﾞﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000269 稲城第六中学校 ｲﾅｷﾞﾀﾞｲﾛｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000270 伊那北高校 ｲﾅｷﾀｺｳｺｳ
000271 伊那SC ｲﾅｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000272 伊奈中学校 ｲﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000273 伊南中学校 ｲﾅﾁｭｶﾞｯｺｳ
000274 井波小学校 ｲﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000275 井波中学校 ｲﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000276 猪苗代高校 ｲﾅﾜｼﾛｺｳｺｳ
000277 猪苗代小学校 ｲﾅﾜｼﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000278 猪苗代SC ｲﾅﾜｼﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000279 猪苗代中学校 ｲﾅﾜｼﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000280 猪苗代東中学校 ｲﾅﾜｼﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000281 伊の沢ﾚｰｼﾝｸﾞ ｲﾉｻﾜﾚｰｼﾝｸﾞ
000282 茨城ｷﾘｽﾄ中学 ｲﾊﾞﾗｷｷﾘｽﾄﾁｭｳｶﾞｸ
000283 茨城高校 ｲﾊﾞﾗｷｺｳｺｳ
000284 茨木高校 ｲﾊﾞﾗｷｺｳｺｳ
000285 茨城中学校 ｲﾊﾞﾗｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000286 茨城町SC ｲﾊﾞﾗｷﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000287 伊保内小学校 ｲﾎﾞﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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000288 今伊勢中学校 ｲﾏｲｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000289 今市ｽｷｰ協会 ｲﾏｲﾁｽｷｰｷｮｳｶｲ
000290 今市ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｲﾏｲﾁｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
000291 今市中学校 ｲﾏｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000292 今津自衛隊ｽｷｰ部 ｲﾏﾂﾞｼﾞｴｲﾀｲｽｷｰﾌﾞ
000293 今津中学校 ｲﾏﾂﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000294 ｲﾏﾄｸﾒﾃﾞｨｸ ｲﾏﾄｸﾒﾃﾞｨｸ
000295 今治西高校 ｲﾏﾊﾞﾘﾆｼｺｳｺｳ
000296 今治東高校 ｲﾏﾊﾞﾘﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
000297 射水市立大門中学校 ｲﾐｽﾞｼﾘﾂﾀﾞｲﾓﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000298 芋井小学校 ｲﾓｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000299 入広瀬小学校 ｲﾘﾋﾛｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000300 入広瀬中学校 ｲﾘﾋﾛｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000301 入谷中学校 ｲﾘﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000302 不入斗中学校 ｲﾘﾔﾏｽﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000303 岩木SC ｲﾜｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000304 岩国高校広瀬分校 ｲﾜｸﾆｺｳｺｳﾋﾛｾﾌﾞﾝｺｳ
000305 岩国東中学校 ｲﾜｸﾆﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000306 岩瀬日本大学高校 ｲﾜｾﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｺｳ
000307 岩槻おはようSC ｲﾜﾂｷｵﾊﾖｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000308 岩手県警SC ｲﾜﾃｹﾝｹｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000309 岩手高校 ｲﾜﾃｺｳｺｳ
000310 岩手自衛隊 ｲﾜﾃｼﾞｴｲﾀｲ
000311 岩手医科大学 ｲﾜﾃｼｶﾀﾞｲｶﾞｸ
000312 岩手大学 ｲﾜﾃﾀﾞｲｶﾞｸ
000313 岩手大教育学部付属中 ｲﾜﾃﾀﾞｲｷｮｳｲｸｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾁｭｳ
000314 岩手中学校 ｲﾜﾃﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000315 岩出山小学校 ｲﾜﾃﾞﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000316 岩出山SC ｲﾜﾃﾞﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000317 岩出山中学校 ｲﾜﾃﾞﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000318 岩見沢市立光陵中学校 ｲﾜﾐｻﾞﾜｺｳﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｺｳ
000319 岩見沢Gｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｲﾜﾐｻﾞﾜｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
000320 岩見沢市立清園中学校 ｲﾜﾐｻﾞﾜｼﾘﾂｾｲｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000321 岩見沢西高校 ｲﾜﾐｻﾞﾜﾆｼｺｳｺｳ
000322 岩見沢東高校 ｲﾜﾐｻﾞﾜﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
000323 岩見沢緑中学校 ｲﾜﾐｻﾞﾜﾐﾄﾞﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000324 岩美中学校 ｲﾜﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000325 石見養護学校 ｲﾜﾐﾖｳｺﾞｶﾞｯｺｳ
000326 岩村田小学校 ｲﾜﾑﾗﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000327 ｲﾝﾀｰｱﾙﾍﾟﾝ雫石SS ｲﾝﾀｰｱﾙﾍﾟﾝｼｽﾞｸｲｼｽｷｰｽｸｰﾙ
000328 ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰSC ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ウ 000329 ｳﾞｧｲｽ･ﾎﾙﾝ ｳﾞｧｲｽﾎﾙﾝ
000330 ｳﾞｨｳﾞｧﾝﾄSC ｳﾞｨｳﾞｧﾝﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000331 VIST JAPAN with 笑福 ｳﾞｨｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｳｲｽﾞｼｮｳﾌｸ
000332 ｳｨｯﾂ ｳｨｯﾂ
000333 WING ｳｲﾝｸﾞｽ
000334 ｳｲﾝｸﾞﾋﾙｽﾞSC ｳｲﾝｸﾞﾋﾙｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000335 ｳﾞｪｰﾃﾞﾙﾝSC ｳﾞｪｰﾃﾞﾙﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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000336 上島組 ｳｴｼﾏｸﾞﾐ
000337 WESTERN BUMPS ｳｴｽﾀﾝﾊﾞﾝﾌﾟｽ
000338 上田高校 ｳｴﾀﾞｺｳｺｳ
000339 上田市立第三中学校 ｳｴﾀﾞｼﾘﾂﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000340 上田SC ｳｴﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000341 上田染谷丘高校 ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳｺｳ
000342 上田千曲高校 ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳｺｳ
000343 上田西小学校 ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000344 上田東高校 ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
000345 上田南小学校 ｳｴﾀﾞﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000346 上野中学校 ｳｴﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000347 上宮高校 ｳｴﾉﾐﾔｺｳｺｳ
000348 魚津住吉小学校 ｳｵﾂﾞｽﾐﾖｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000349 魚津西部中学校 ｳｵﾂﾞｾｲﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000350 魚津東部中学校 ｳｵﾂﾞﾄｳﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000351 魚津本江小学校 ｳｵﾂﾞﾎﾝｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000352 魚津ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｳｵﾂﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
003316 宇賀地小学校 ｳｶﾁﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000353 宇賀地小学校 ｳｶﾞﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000354 右京中学校 ｳｷｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000355 羽後中学校 ｳｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000356 牛島小学校 ｳｼｼﾞﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000357 臼田小学校 ｳｽﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000358 臼田中学校 ｳｽﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000359 歌志内中学校 ｳﾀｼﾅｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000360 内川ｻﾝﾗｲｽﾞｼﾞｭﾆｱ ｳﾁｶﾜｻﾝﾗｲｽﾞｼﾞｭﾆｱ
000361 内川ｻﾝﾗｲｽﾞSC ｳﾁｶﾜｻﾝﾗｲｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000362 内川小学校 ｳﾁｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000363 内川中学校 ｳﾁｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000364 打出中学校 ｳﾁﾃﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000365 内灘町ｽｷｰ協会 ｳﾁﾅﾀﾞﾏﾁｽｷｰｷｮｳｶｲ
000366 美ヶ原ﾊｲﾗﾝﾄﾞSC ｳﾂｸｼｶﾞﾊﾗﾊｲﾗﾝﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000367 宇都宮北高校 ｳﾂﾉﾐﾔｷﾀｺｳｺｳ
000368 宇都宮ｼﾞｭﾆｱ ｳﾂﾉﾐﾔｼﾞｭﾆｱ
000369 宇都宮ｽｷｰ協会 ｳﾂﾉﾐﾔｽｷｰｷｮｳｶｲ
000370 宇都宮ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｳﾂﾉﾐﾔｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
000371 宇都宮大学附属中 ｳﾂﾉﾐﾔﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳ
000372 宇都宮豊郷中学校 ｳﾂﾉﾐﾔﾄﾖｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000373 宇都宮東高附属中学校 ｳﾂﾉﾐﾔﾋｶﾞｼｺｳﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000374 宇土高校 ｳﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000375 ｳﾄﾛ中学校 ｳﾄﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000376 宇奈月SC ｳﾅﾂﾞｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000377 UNO SC ｳﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000378 海の星高校 ｳﾐﾉﾎｼｺｳｺｳ
000379 梅田小学校 ｳﾒﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000380 梅田南小学校 ｳﾒﾀﾞﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000381 浦臼中学校 ｳﾗｳｽﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000382 裏磐梯中学校 ｳﾗﾊﾞﾝﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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000383 浦町中学校 ｳﾗﾏﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000384 浦和北高校 ｳﾗﾜｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000385 浦和中学校 ｳﾗﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000386 浦和ﾙｰﾃﾙ学院高校 ｳﾗﾜﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
000387 宇和高校 ｳﾜｺｳｺｳ
000388 宇和島東高校 ｳﾜｼﾞﾏﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
000389 宇和島南中等教育学校 ｳﾜｼﾞﾜﾐﾅﾐﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ

エ 000390 HRC ｴｲﾁｱｰﾙｼｰ
000391 永平寺中学校 ｴｲﾍｲｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000392 ARC ｴｰｱｰﾙｼｰ
000393 A.J.S ｴｰｼﾞｪｲｴｽ
000394 ｴｰﾃﾞﾙFSC ｴｰﾃﾞﾙｴﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000395 ｴｰﾃﾞﾙSC ｴｰﾃﾞﾙｴﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000396 APPI.Jr ｴｰﾋﾟｰﾋﾟｰｱｲｼﾞｭﾆｱ
000397 AP 山形 ｴｰﾋﾟｰﾔﾏｶﾞﾀ
000398 ｴｷｽﾊﾟｰﾄSC ｴｷｽﾊﾟｰﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000399 ｴｷｯﾌﾟ ｴｷｯﾌﾟ
000400 ｴｷｯﾌﾟFSC ｴｷｯﾌﾟｴﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000401 ｴｸｽﾃｯｸさいたま ｴｸｽﾃｯｸｻｲﾀﾏ
000402 ｴｺｰSC ｴｺｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000403 江刺ｽｷｰ協会 ｴｻﾞｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000404 枝幸中学校 ｴｻｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000405 枝幸三笠山ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｴｻｼﾐｶｻﾔﾏｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
000407 SKSｽｷｰﾁｰﾑ ｴｽｹｰｴｽｽｷｰﾁｰﾑ
000408 STﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ ｴｽﾃｨﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
000409 ｴｽﾌﾟﾘﾚｰｼﾝｸﾞ ｴｽﾌﾟﾘﾚｲｰｼﾝｸﾞ
000410 荏田高校 ｴﾀﾞｺｳｺｳ
000411 ｴﾀﾆﾃｨｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞ ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ
000412 越後三山八海山SC ｴﾁｺﾞｻﾝｻﾞﾝﾊｯｶｲｻﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000413 江津SC ｴﾂﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000414 江戸川学園取手高校 ｴﾄﾞｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝﾄﾘﾃﾞｺｳｺｳ
000415 江戸川取手学園中等部 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾄﾘﾃﾞｶﾞｸｴﾝﾁｭｳﾄｳﾌﾞ
000416 恵那市ｽｷｰ協会 ｴﾅｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000417 江波中学校 ｴﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000418 恵庭北高校 ｴﾆﾜｷﾀｺｳｺｳ
000419 恵庭恵北中学校 ｴﾆﾜｹｲﾎｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000420 恵庭ｽｷｰ連盟 ｴﾆﾜｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000421 NEC府中ｽｷｰ部 ｴﾇｲｰｼｰﾌﾁｭｳｽｷｰﾌﾞ
000422 NG HOT&CRAZY ｴﾇｼﾞｰﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ
000423 Nﾁｰﾑ ｴﾇﾁｰﾑ
000424 NTT岡山SC ｴﾇﾃｨﾃｨｵｶﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000425 NTT東京ｽｷｰ部 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄｳｷｮｳｽｷｰﾌﾞ
000426 NPO法人上山ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｶﾐﾉﾔﾏｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ
000427 江原中学校 ｴﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000428 海老名高校 ｴﾋﾞﾅｺｳｺｳ
000429 愛媛教員SC ｴﾋﾒｷｮｳｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000430 ｴﾋﾒｽｷｰﾌﾚﾝﾄﾞ ｴﾋﾒｽｷｰﾌﾚﾝﾄﾞ
000431 FG PRO SC ｴﾌｼﾞｰﾌﾟﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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000432 江府中学校 ｴﾌﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000433 江別ｽｷｰ連盟 ｴﾍﾞﾂｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000434 MSS SC ｴﾑｴｽｴｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000435 MSC まほろば ｴﾑｴｽｼｰﾏﾎﾛﾊﾞ
000436 MS Racing ｴﾑｴｽﾚｰｼﾝｸﾞ
000437 mk滋賀 ｴﾑｹｲｼｶﾞ
000438 遠軽高校 ｴﾝｶﾞﾙｺｳｺｳ
000439 遠軽自衛隊 ｴﾝｶﾞﾙｼﾞｴｲﾀｲ
000440 遠軽ｽｷｰ連盟 ｴﾝｶﾞﾙｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000441 遠軽中学校 ｴﾝｶﾞﾙﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000442 遠軽町立南中学校 ｴﾝｶﾞﾙﾁｮｳﾘﾂﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000443 円田中学校 ｴﾝﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000444 延命中学校 ｴﾝﾒｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

オ 000445 追分小学校 ｵｲﾜｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000446 奥越明成高校 ｵｳｴﾂﾒｲｾｲｺｳｺｳ
000447 相可高校 ｵｳｶｺｳｺｳ
000448 王寺工業高校 ｵｳｼﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
000449 王子製紙ｽｷｰ部 ｵｳｼﾞｾｲｼｽｷｰﾌﾞ
000450 王滝小学校 ｵｳﾀｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000451 王滝中学校 ｵｳﾀｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000452 追手門学院大手前高校 ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝｵｵﾃﾏｴｺｳｺｳ
000453 追手門学院大手前中 ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝｵｵﾃﾏｴﾁｭｳ
000454 追手門学院OB会 ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝｵｰﾋﾞｰｶｲ
000455 追手門学院大学 ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
000456 近江兄弟社高校 ｵｳﾐｷｮｳﾀﾞｲｼｬｺｳｺｳ
000457 近江八幡SC ｵｳﾐﾊﾁﾏﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000458 青梅市ｽｷｰ連盟 ｵｳﾒｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000459 大朝SC ｵｵｱｻｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000460 大朝中学校 ｵｵｱｻﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000461 大麻中学校 ｵｵｱｻﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000462 大石田小学校 ｵｵｲｼﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000463 大石田SC ｵｵｲｼﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000464 大石田中学校 ｵｵｲｼﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000465 大泉SC ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000466 大分ｼﾞｭﾆｱSC ｵｵｲﾀｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000467 大分城南中学校 ｵｵｲﾀｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000468 大分すべろう会 ｵｵｲﾀｽﾍﾞﾛｳｶｲ
000469 大浦小学校 ｵｵｳﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000470 大岡小学校 ｵｵｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000471 大岡中学校 ｵｵｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000472 大垣ｽｷｰ協会 ｵｵｶﾞｷｽｷｰｷｮｳｶｲ
000473 大潟SC ｵｵｶﾞﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000474 大潟中学校 ｵｵｶﾞﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000475 大河原中学校 ｵｵｶﾞﾜﾗﾏﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000476 仰木中学校 ｵｵｷﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000477 大蔵小学校 ｵｵｸﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000478 大蔵中学校 ｵｵｸﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000479 大桑小学校 ｵｵｸﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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000480 大阪大谷高校 ｵｵｻｶｵｵﾀﾆｺｳｺｳ
000481 大阪学院大学 ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
000482 大阪教育大学 ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ
000483 大阪経済大学 ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ
000484 大阪経済法科大学 ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾎｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ
000485 大阪芸術大学 ｵｵｻｶｹﾞｲｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ
000486 大阪工業大学 ｵｵｻｶｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000487 大阪産業大学 ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000488 大阪市交通局ｽｷｰ部 ｵｵｻｶｼｺｳﾂｳｷｮｸｽｷｰﾌﾞ
000489 大阪市役所 ｵｵｻｶｼﾔｸｼｮ
000490 大阪商業大学堺高校 ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｻｶｲｺｳｺｳ
000491 大阪女学院 ｵｵｻｶｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ
000492 大阪市立島屋小学校 ｵｵｻｶｼﾘﾂｼﾏﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000493 大阪市立大学 ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ
000494 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ
000495 大阪体育大学SC ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000496 大阪大学 ｵｵｻｶﾀﾞｲｶﾞｸ
000497 大阪中学校ｼﾞｭﾆｱSC ｵｵｻｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000498 大阪ゆきだるまころぼう会 ｵｵｻｶﾕｷﾀﾞﾙﾏｺﾛﾎﾞｳｶｲ
000499 OSAKA ONE PURPOSE ｵｵｻｶﾜﾝﾊﾟｰﾊﾟｽ
000500 大阪ﾜﾝﾊﾟｰﾊﾟｽ ｵｵｻｶﾜﾝﾊﾟｰﾊﾟｽ
000501 大崎中央高校 ｵｵｻｷﾁｭｳｵｳｺｳｺｳ
000502 大里中学校 ｵｵｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000503 大沢小学校 ｵｵｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000504 大沢野中学校 ｵｵｻﾜﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000505 大島中学校 ｵｵｼﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000506 大清水小学校 ｵｵｼﾐｽﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000507 大洲SC ｵｵｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000508 大田区役所ｽｷｰ部 ｵｵﾀｸﾔｸｼｮｽｷｰﾌﾞ
000509 太田高校 ｵｵﾀｺｳｺｳ
000510 太田市ｽｷｰ協会 ｵｵﾀｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000511 太田中学校 ｵｵﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000512 大館桂高校 ｵｵﾀﾞﾃｶﾂﾗｺｳｺｳ
000513 大館国際情報学院高校 ｵｵﾀﾞﾃｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
000514 大館SC ｵｵﾀﾞﾃｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000515 大館東中学校 ｵｵﾀﾞﾃﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000516 大館南中学校 ｵｵﾀﾞﾃﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000517 大谷高校 ｵｵﾀﾆｺｳｺｳ
000518 大谷中学校 ｵｵﾀﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000519 太田町SR ｵｵﾀﾏﾁｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ
000520 大田原高校 ｵｵﾀﾜﾗｺｳｺｳ
000521 大田原SC ｵｵﾀﾜﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000522 大津高校 ｵｵﾂｺｳｺｳ
000523 大津SC ｵｵﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000524 大綱小学校 ｵｵﾂﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000525 大網小学校 ｵｵﾂﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000526 大鳥中学校 ｵｵﾄﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000527 鳳中学校 ｵｵﾄﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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000528 大野川小学校 ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000529 大野川中学校 ｵｵﾉｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000530 大野ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰSC ｵｵﾉｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000531 大野高校 ｵｵﾉｺｳｺｳ
000532 大野小学校 ｵｵﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000533 大畑中学校 ｵｵﾊﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000534 大林組ｽｷｰ部 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐｽｷｰﾌﾞ
000535 大更小学校 ｵｵﾌﾞｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000536 大府中学校 ｵｵﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000537 大船渡第一中学校 ｵｵﾌﾅﾄﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000538 大堀小学校 ｵｵﾎﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000539 大曲SC ｵｵﾏｶﾞﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000540 大曲中学校 ｵｵﾏｶﾞﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000541 大巻中学校 ｵｵﾏｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000542 大町北高校 ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳｺｳ
000543 大町北小学校 ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000544 大町高校 ｵｵﾏﾁｺｳｺｳ
000545 大町市SC ｵｵﾏﾁｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000546 大町第一中学校 ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000547 大町西小学校 ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000548 大町東小学校 ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000549 大町南小学校 ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000550 大間々東小学校 ｵｵﾏﾏﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000551 大湊高校 ｵｵﾐﾅﾄｺｳｺｳ
000552 大宮ｱﾙﾍﾟﾝSC ｵｵﾐﾔｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000553 大宮中学校 ｵｵﾐﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000554 大宮南高校 ｵｵﾐﾔﾐﾅﾐｺｳｺｳ
000555 大屋SC ｵｵﾔｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000556 OHYAMAｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｵｵﾔﾏｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
000557 大山体育協会SC ｵｵﾔﾏﾀｲｲｸｷｮｳｶｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000558 大類中学校 ｵｵﾙｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000559 大鰐ｽｷｰ倶楽部 ｵｵﾜﾆｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000560 大鰐中学校 ｵｵﾜﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000561 ｵｰﾝｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ ｵｰﾝｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
000562 小賀坂SC ｵｶﾞｻｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000563 岡崎高校 ｵｶｻﾞｷｺｳｺｳ
000564 岡崎市ｽｷｰ協会 ｵｶｻﾞｷｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000565 岡崎城西高校 ｵｶｻﾞｷｼﾞｮｳｻｲｺｳｺｳ
000566 小笠高校 ｵｶﾞｻｺｳｺｳ
000567 岡野中学校 ｵｶﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000568 岡山教職員SC ｵｶﾔﾏｷｮｳｼｮｸｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000569 岡山高 ｵｶﾔﾏｺｳ
000570 岡山SC ｵｶﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000571 岡山大学 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸ
000572 岡山中央市場SC ｵｶﾔﾏﾁｭｳｵｳｼｼﾞｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000573 岡山中学校 ｵｶﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000574 岡山白稜中学校 ｵｶﾔﾏﾊｸﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000575 沖学園 ｵｷｶﾞｸｴﾝ
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000576 置環 ｵｷｶﾝ
000577 沖縄尚学高校 ｵｷﾅﾜｼｮｳｶﾞｸｺｳｺｳ
000578 沖縄ｽﾉｰｸﾗﾌﾞ ｵｷﾅﾜｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
000579 沖野中学校 ｵｷﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｵｳ
000580 奥沢RC ｵｸｻﾜﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
000581 屋代高校 ｵｸｼﾛｺｳｺｳ
000582 奥大山SC ｵｸﾀﾞｲｾﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000583 奥只見丸山SC ｵｸﾀﾀﾞﾐﾏﾙﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000584 奥多摩SC ｵｸﾀﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000585 尾口SC ｵｸﾞﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000586 奥中山高原Jr ｵｸﾅｶﾔﾏｺｳｹﾞﾝｼﾞｭﾆｱ
000587 奥中山中学校 ｵｸﾅｶﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000588 小国中学校 ｵｸﾞﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000589 置戸中学校 ｵｹﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000590 桶狭間小学校 ｵｹﾊｻﾞﾏｼｮｳｶﾞｯｺｵｳ
000591 小坂中学校 ｵｻｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000592 長内中学校 ｵｻﾅｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000593 尾去沢中学校 ｵｻﾘｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000594 小代小学校 ｵｼﾞﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000595 小代中学校 ｵｼﾞﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000596 尾瀬高校 ｵｾﾞｺｳｺｳ
000597 尾瀬ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｵｾﾞｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
000598 小谷中学校 ｵﾀﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000599 小谷村体育協会 ｵﾀﾘﾑﾗﾀｲｲｸｷｮｳｶｲ
000600 小樽向陽中学校 ｵﾀﾙｺｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000601 小樽市消防本部 ｵﾀﾙｼｼｮｳﾎﾞｳﾎﾝﾌﾞ
000602 小千谷AJT ｵﾁﾞﾔｴｰｼﾞｪｰﾃｨｰ
000603 小千谷SC ｵﾁﾞﾔｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000604 小千谷中学校 ｵﾁﾞﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000605 小千谷南中学校 ｵﾁﾞﾔﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000606 小津小学校 ｵﾂﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000607 おといねっぷ美術工芸高校 ｵﾄｲﾈｯﾌﾟﾋﾞｼﾞｭﾂｺｳｹﾞｲｺｳｺｳ
000608 音更緑南中学校 ｵﾄﾌｹﾘｮｸﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000609 乙部中学校 ｵﾄﾍﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000610 小友小学校 ｵﾄﾓｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000611 鬼首小学校 ｵﾆｺｳﾍﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000612 小野田中学校 ｵﾉﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000613 御野場中学校 ｵﾉﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000614 尾花沢市ｽｷｰ連盟 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000615 尾花沢小学校 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000616 尾花沢中学校 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000617 帯広大谷高校 ｵﾋﾞﾋﾛｵｵﾀﾆｺｳｺｳ
000618 帯広第7中学校 ｵﾋﾞﾋﾛﾀﾞｲﾅﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000619 帯広第4中学校 ｵﾋﾞﾋﾛﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000620 帯広豊成小学校 ｵﾋﾞﾋﾛﾎｳｾｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000621 小平小学校 ｵﾋﾞﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000622 小平SRT ｵﾋﾞﾗｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
000623 御保内小学校 ｵﾎﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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000624 生保内小学校 ｵﾎﾞﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000625 生保内中学校 ｵﾎﾞﾅｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000626 雄山高校 ｵﾔﾏｺｳｺｳ
000627 小山市ｽｷｰ協会 ｵﾔﾏｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000628 小山中学校 ｵﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000629 雄山中学校 ｵﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000630 温海中学校 ｵﾝｶｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000631 温泉SC ｵﾝｾﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000632 温根湯中学校 ｵﾝﾈﾕﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

カ 000633 香椎高校 ｶｲｲｺｳｺｳ
000634 貝掛中学校 ｶｲｶﾞｹﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000635 開志JWSC ｶｲｼｼﾞｪｲﾀﾞﾌﾞﾘｭｳｴｽｼｰ
000636 海上自衛隊大湊 ｶｲｼﾞｮｳｼﾞｴｲﾀｲｵｵﾐﾅﾄ
000637 開進第三小学校 ｶｲｼﾝﾀﾞｲｻﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000638 開進第三中学校 ｶｲｼﾝﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000639 開成中学校 ｶｲｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000640 開田高原SC ｶｲﾀﾞｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000641 開智学園総合部 ｶｲﾁｶﾞｸｴﾝｿｳｺﾞｳﾌﾞ
000642 開智高校 ｶｲﾁｺｳｺｳ
000643 貝月SC ｶｲﾂｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000644 海里中学校 ｶｲﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000645 加悦谷高校 ｶｴﾂﾀﾞﾆｺｳｺｳ
000646 加賀市ｽｷｰ協会 ｶｶﾞｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000647 鏡野中学校 ｶｶﾞﾐﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000648 鏡野南小学校 ｶｶﾞﾐﾉﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000649 柿崎中学校 ｶｷｻﾞｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000650 学習院高等科 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝｺｳﾄｳｶ
000651 学習院女子高等科 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝｼﾞｮｼｺｳﾄｳｶ
000652 学習院女子中学校 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝｼﾞｮｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000653 学習院大学 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
000654 学習院中等科 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝﾁｭｳﾄｳｶ
000655 角館高校 ｶｸﾀﾞﾃｺｳｺｳ
000656 角館ｽｷｰ連盟 ｶｸﾀﾞﾃｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000657 各務原市ｽｷｰ協会 ｶｸﾑﾊﾗｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000658 GakuRacing ｶﾞｸﾚｰｼﾝｸﾞ
000659 加計高校芸北分校 ｶｹｺｳｺｳｹﾞｲﾎｸﾌﾞﾝｺｳ
000660 梶中学校 ｶｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000661 かしのはｸﾗﾌﾞ ｶｼﾉﾊｸﾗﾌﾞ
000662 鹿島槍SC ｶｼﾏﾔﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000663 樫邑小学校 ｶｼﾑﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000664 加子母中学校 ｶｼﾓﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000665 柏市ｽｷｰ連盟 ｶｼﾜｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000666 柏台小学校 ｶｼﾜﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000667 柏中学校 ｶｼﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000668 柏日体高校 ｶｼﾜﾆｯﾀｲｺｳｺｳ
000669 春日井SC ｶｽｶﾞｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000670 春日中学校 ｶｽｶﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000671 春日部工業高校 ｶｽｶﾍﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
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000672 春日部市SC ｶｽｶﾍﾞｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000673 ｶｽｶﾜSUN SC ｶｽｶﾜｻﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000674 下総SC ｶｽﾞｻｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000675 ｶｽﾐｶﾞｳﾗSC ｶｽﾞﾐｶﾞｳﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000676 Gas One ｽｷｰ部 ｶﾞｽﾜﾝｽｷｰﾌﾞ
000677 片品北小学校 ｶﾀｼﾅｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000678 片品小学校 ｶﾀｼﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000679 片品SC ｶﾀｼﾅｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000680 片品中学校 ｶﾀｼﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000681 片品南小学校 ｶﾀｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000682 片平丁小学校 ｶﾀﾋﾗﾁｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000683 月山ﾚｰｼﾝｸﾞ ｶﾞｯｻﾝﾚｰｼﾝｸﾞ
000684 葛飾区ｽｷｰ連盟 ｶﾂｼｶｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000685 勝瀬中学校 ｶﾂｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000686 鹿角市ｽｷｰ連盟 ｶﾂﾞﾉｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000687 勝山高校 ｶﾂﾔﾏｺｳｺｳ
000688 勝山中学校 ｶﾂﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000689 勝山南部中学校 ｶﾂﾔﾏﾅﾝﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000690 勝山北部中学校 ｶﾂﾔﾏﾎｸﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000691 桂坂小学校 ｶﾂﾗｻﾞｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000692 加藤学園高校 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
000693 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ
000694 金足農業高校 ｶﾅｱｼﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
000695 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ
000696 金木ｽｷｰ倶楽部 ｶﾅｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000697 金城ｽｷｰ山岳会 ｶﾅｷﾞｽｷｰｻﾝｶﾞｸｶｲ
000698 金木中学校 ｶﾅｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000699 金城中学校 ｶﾅｷﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000700 金沢ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ ｶﾅｻﾞﾜｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ
000701 金沢泉丘高校 ｶﾅｻﾞﾜｲｽﾞﾐｶﾞｵｶｺｳｺｳ
000702 金沢工業大学 ｶﾅｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000703 金沢高専 ｶﾅｻﾞﾜｺｳｾﾝ
000704 金沢自衛隊ｽｷｰ部 ｶﾅｻﾞﾜｼﾞｴｲﾀｲｽｷｰﾌﾞ
000705 金沢市立泉中学校 ｶﾅｻﾞﾜｼﾘﾂｲｽﾞﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000706 金沢市立紫錦台中学校 ｶﾅｻﾞﾜｼﾘﾂｼｷﾝﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000707 金沢市立高尾台中学校 ｶﾅｻﾞﾜｼﾘﾂﾀｶｵﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000708 金沢星稜大学 ｶﾅｻﾞﾜｾｲﾘｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000709 金森ｽﾎﾟｰﾂRT ｶﾅﾓﾘｽﾎﾟｰﾂﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
000710 河南中学校 ｶﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000711 蟹谷小学校 ｶﾆﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000712 金ヶ崎町ｽｷｰ協会 ｶﾈｶﾞｻｷﾁｮｳｽｷｰｷｮｳｶｲ
000713 金山ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰSC ｶﾈﾔﾏｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000714 金山高校 ｶﾈﾔﾏｺｳｺｳ
000715 金山中学校 ｶﾈﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000716 和小学校 ｶﾉｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000717 ㈱ｵﾛﾁ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｵﾛﾁ
000718 (株)ｼﾞｪｲﾃｸﾄ ｽｷｰ部 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄｽｷｰﾌﾞ
000719 (株)忍建設ｽｷｰ部 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾉﾌﾞｹﾝｾﾂｽｷｰﾌﾞ
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000720 株式会社東急ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄｳｷｭｳﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ
000721 (株)ﾌｼﾞ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌｼﾞ
000722 釜石ｱﾙﾍﾟﾝSC ｶﾏｲｼｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000723 かまくらSC ｶﾏｸﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000724 鎌倉台中学校 ｶﾏｸﾗﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000725 神岡小学校 ｶﾐｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000726 神岡中学校 ｶﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000727 神岡ﾚｰｼﾝｸﾞ ｶﾐｵｶﾚｰｼﾝｸﾞ
000728 上川中学校 ｶﾐｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000729 上北中学校 ｶﾐｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000730 上小阿仁中学校 ｶﾐｺｱﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000731 米沢上郷小学校 ｶﾐｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000732 上斎原小学校 ｶﾐｻｲﾊﾞﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000733 上斎原SC ｶﾐｻｲﾊﾞﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000734 上斎原中学校 ｶﾐｻｲﾊﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000735 上柴中学校 ｶﾐｼﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000736 上志比小学校 ｶﾐｼﾋｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000737 上士別中学校 ｶﾐｼﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000738 上士幌高校 ｶﾐｼﾎﾛｺｳｺｳ
000739 上庄中学校 ｶﾐｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000740 上渚滑中学校 ｶﾐｼｮｺﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000741 上杉山中学校 ｶﾐｽｷﾞﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000742 上砂川中学校 ｶﾐｽﾅｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000743 上諏訪中学校 ｶﾐｽﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000744 上平小学校 ｶﾐﾀｲﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000745 上平SC ｶﾐﾀｲﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000746 上滝中学校 ｶﾐﾀﾞｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000747 神の倉中学校 ｶﾐﾉｸﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000748 上野幌中学校 ｶﾐﾉｯﾎﾟﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000749 上野目小学校 ｶﾐﾉﾒｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000750 上山ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ ｶﾐﾉﾔﾏｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ
000751 上山南中学校 ｶﾐﾉﾔﾏｼﾘﾂﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000752 上山中川小学校 ｶﾐﾉﾔﾏﾅｶｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000753 上福岡SC ｶﾐﾌｸｵｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000754 上富良野ｽｷｰ連盟 ｶﾐﾌﾗﾉｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000755 上柳小学校 ｶﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000756 上柳ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｶﾐﾔﾅｷﾞｽｷｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
000757 神居東中学校 ｶﾑｲﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000758 ｶﾑﾋﾟﾘｵSC ｶﾑﾋﾟﾘｵｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000759 亀田SC ｶﾒﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000760 かもい岳ｽｷｰ連盟 ｶﾓｲﾀﾞｹｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000761 かもい岳ﾚｰｼﾝｸﾞ ｶﾓｲﾀﾞｹﾚｰｼﾝｸﾞ
000762 鴨川中学校 ｶﾓｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000763 加茂SC ｶﾓｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000764 加茂中学校 ｶﾓﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000765 加茂農林高校 ｶﾓﾉｳﾘﾝｺｳｺｳ
000766 加茂町体育協会ｽｷｰ部 ｶﾓﾏﾁﾀｲｲｸｷｮｳｶｲｽｷｰﾌﾞ
000767 加茂南小学校 ｶﾓﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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000768 加森観光＆井原水産 ｶﾓﾘｶﾝｺｳｱﾝﾄﾞｲﾊﾗｽｲｻﾝ
000769 唐崎小学校 ｶﾗｻｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000770 唐津第五中学校 ｶﾗﾂﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000771 唐津西高校 ｶﾗﾂﾆｼｺｳｺｳ
000772 刈谷北高校 ｶﾘﾔｷﾀｺｳｺｳ
000773 華陵高校 ｶﾘｮｳｺｳｺｳ
000774 軽井沢SC ｶﾙｲｻﾞﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000775 軽井沢中学校 ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000776 軽井沢中部小学校 ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000777 軽井沢東部小学校 ｶﾙｲｻﾞﾜﾄｳﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000778 ｶﾙﾎﾞSC ｶﾙﾎﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000779 河合SC ｶﾜｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000780 川上小学校 ｶﾜｶﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000781 川上SC ｶﾜｶﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000782 川上第一小学校 ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000783 川上第二小学校 ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000784 川上中学校 ｶﾜｶﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000785 河北中学校 ｶﾜｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000786 川口高校 ｶﾜｸﾞﾁｺｳｺｳ
000787 河口湖SC ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000788 川口市役所SC ｶﾜｸﾞﾁｼﾔｸｼｮｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000789 川口市立東中学校 ｶﾜｸﾞﾁｼﾘﾂﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000790 川越市役所SC ｶﾜｺﾞｴｼﾔｸｼｮｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000791 川越ﾃｨｯﾄSC ｶﾜｺﾞｴﾃｨｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000792 川越初雁高校 ｶﾜｺﾞｴﾊﾂｶﾘｺｳｺｳ
000793 川越東高校 ｶﾜｺﾞｴﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
000794 川越RC ｶﾜｺﾞｴﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
000795 川崎市役所SC ｶﾜｻｷｼﾔｸｼｮｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000796 川崎SC ｶﾜｻｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000797 川崎ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｶﾜｻｷｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
000798 川崎中学校 ｶﾜｻｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000799 川崎ﾌﾘｰｽﾀｲﾙSC ｶﾜｻｷﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000800 川副中学校 ｶﾜｿｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000801 河内ｼﾞｭﾆｱSC ｶﾜﾁｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000802 河内ｽｷｰ協会 ｶﾜﾁｽｷｰｷｮｳｶｲ
000803 河内中学校 ｶﾜﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000804 川中島中学校 ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000805 川西中学校 ｶﾜﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000806 川場小学校 ｶﾜﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000807 川場中学校 ｶﾜﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000808 川原小学校 ｶﾜﾊﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000809 観音寺SC ｶﾝｵﾝｼﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000810 観音寺第一高校 ｶﾝｵﾝｼﾞﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
000811 関西学院大学 ｶﾝｻｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
000812 関西KｻｰｸﾙSC ｶﾝｻｲｹｰｻｰｸﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000813 関西SC ｶﾝｻｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000814 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ
000815 関西中学校 ｶﾝｻｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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000816 観山中学校 ｶﾝｻﾞﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000817 ｶﾝｽﾗ ｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ ｶﾝｽﾗ ｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ
000818 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
000819 関東学院高校 ｶﾝﾄｳｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
000820 関東学院大学 ｶﾝﾄｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
000821 関東ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｶﾝﾄｳｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
000822 神鍋ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ ｶﾝﾅﾍﾞｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
000823 神鍋SC ｶﾝﾅﾍﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000824 函南東小学校 ｶﾝﾅﾝﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000825 函南東中学校 ｶﾝﾅﾝﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000826 がんばSC ｶﾞﾝﾊﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000827 甘楽ｽｷｰ連盟 ｶﾝﾗｽｷｰﾚﾝﾒｲ

キ 000828 ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ｷｰﾌﾟﾜﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000829 桔梗小学校 ｷｷｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000830 桔梗野小学校 ｷｷｮｳﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000831 木更津ｱﾍﾟｯｸｽSC ｷｻﾗﾂﾞｱﾍﾟｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000832 桧沢中学校 ｷｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000833 木島平小学校 ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000834 木島平SC ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000835 木島平中学校 ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000836 岸本中 ｷｼﾓﾄﾁｭｳ
000837 亀城小学校 ｷｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000838 木瀬中学校 ｷｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000839 木祖小学校 ｷｿｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000840 木祖中学校 ｷｿﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000841 木曽楢川小学校 ｷｿﾅﾗｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000842 木曽福島SC ｷｿﾌｸｼﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000843 木曽町体協三岳ｽｷｰ部 ｷｿﾏﾁﾀｲｷｮｳﾐﾀｹｽｷｰﾌﾞ
000844 北池田中学校 ｷﾀｲｹﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000845 北大路中学校 ｷﾀｵｵｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000846 喜多方高校 ｷﾀｶﾀｺｳｺｳ
000847 喜多方SC ｷﾀｶﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000848 喜多方第一中学校 ｷﾀｶﾀﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000849 喜多方第三中学校 ｷﾀｶﾀﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000850 喜多方第二中学校 ｷﾀｶﾀﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000851 喜多方桐桜高校 ｷﾀｶﾀﾄｳｵｳｺｳｺｳ
000852 北上市ｽｷｰ協会 ｷﾀｶﾐｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000853 北上ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｷﾀｶﾐｽｷｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
000854 北上中学校 ｷﾀｶﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000855 北九州市立洞北中学校 ｷﾀｷｭｳｼｭｳｼﾘﾂﾄﾞｳﾎｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000856 北区ｽｷｰ連盟 ｷﾀｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000857 北白石中学校 ｷﾀｼﾛｲｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000858 北広島JAS ｷﾀｼﾛｼﾏｼﾞｪｲｴｰｴｽ
000859 城田中学校 ｷﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000860 北野建設(株)SC ｷﾀﾉｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000861 北の台小学校 ｷﾀﾉﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000862 北桧山中学校 ｷﾀﾋﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000863 北広島高校 ｷﾀﾋﾛｼﾏｺｳｺｳ
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000864 北広島ｽｷｰ連盟 ｷﾀﾋﾛｼﾏｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000865 北広島西部小学校 ｷﾀﾋﾛｼﾏｾｲﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000866 北見高栄中 ｷﾀﾐｺｳｴｲﾁｭｳ
000867 北見工業大学 ｷﾀﾐｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000868 北見市消防 ｷﾀﾐｼｼｮｳﾎﾞｳ
000869 北見ｽｷｰ連盟競技部 ｷﾀﾐｽｷｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｷﾞﾌﾞ
000870 北見中央小学校 ｷﾀﾐﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000871 北見柏陽高校 ｷﾀﾐﾊｸﾖｳｺｳｺｳ
000872 北見北斗高校 ｷﾀﾐﾎｸﾄｺｳｺｳ
000873 北見北光中学校 ｷﾀﾐﾎｯｺｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000874 北御牧小学校 ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000875 北見緑陵高校 ｷﾀﾐﾘｮｸﾘｮｳｺｳｺｳ
000876 北村山高校 ｷﾀﾑﾗﾔﾏｺｳｺｳ
000877 北本市SC ｷﾀﾓﾄｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000878 北山小学校 ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000879 北山中学校 ｷﾀﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000880 北吉井小学校 ｷﾀﾖｼｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000881 木造高校 ｷﾂﾞｸﾘｺｳｺｳ
000882 ｷﾃｨｰﾎｰｸ RC ｷﾃｨﾎｰｸﾚｰｼﾝｸﾞ
000883 砧南中学校 ｷﾇﾀﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000884 鬼怒中学校 ｷﾇﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000885 木之本小学校 ｷﾉﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000886 木之本中学校 ｷﾉﾓﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000887 木場小学校 ｷﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000888 吉備国際大学 ｷﾋﾞｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ
000889 岐阜ｱﾙﾍﾟﾝSC ｷﾞﾌｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000890 岐阜経済大学 ｷﾞﾌｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ
000891 岐阜ｺｰﾓﾗﾝﾄSC ｷﾞﾌｺｰﾓﾗﾝﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003324 岐阜女子高校 ｷﾞﾌｼﾞｮｼｺｳｺｳ
000892 岐阜第一高校 ｷﾞﾌﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
000893 岐阜大学 ｷﾞﾌﾀﾞｲｶﾞｸ
000894 岐阜DS SC ｷﾞﾌﾃﾞｨｰｴｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000895 岐阜日野自動車SC ｷﾞﾌﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000896 岐阜ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ ｷﾞﾌﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
000897 喜茂別中学校 ｷﾓﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000898 木山小学校 ｷﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000899 九州産業大学 ｷｭｳｼｭｳｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000900 九州ｽﾍﾞﾛｰ会ｽﾌﾟﾘｰﾑ ｷｭｳｼｭｳｽﾍﾞﾛｰｶｲｽﾌﾟﾘｰﾑ
000901 九州大学 ｷｭｳｼｭﾕﾀﾞｲｶﾞｸ
000902 共愛学園高校 ｷｮｳｱｲｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
000903 共愛学園中学校 ｷｮｳｱｲｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000904 教育大附属札幌中学校 ｷｮｳｲｸﾀﾞｲﾌｿﾞｸｻｯﾎﾟﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000905 京極小学校 ｷｮｳｺﾞｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000906 京極中学校 ｷｮｳｺﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000907 暁星高校 ｷﾞｮｳｾｲｺｳｺｳ
000908 暁星中学校 ｷﾞｮｳｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000909 京都ｱﾏﾁｭｱSC ｷｮｳﾄｱﾏﾁｭｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000910 峡東SC ｷｮｳﾄｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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000911 京都SYLC ｷｮｳﾄｴｽﾜｲｴﾙｼｰ
000912 京都共栄学園高校 ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
000913 京都光華高校 ｷｮｳﾄｺｳｶｺｳｺｳ
000914 京都光華S.C. ｷｮｳﾄｺｳｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000915 京都光華中学校 ｷｮｳﾄｺｳｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000916 京都厚生会SC ｷｮｳﾄｺｳｾｲｶｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000917 京都産業大学 ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
000918 京都親雪SC ｷｮｳﾄｼﾝｾﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000919 京都ｽｷｰﾗﾝﾅｰｸﾗﾌﾞ ｷｮｳﾄｽｷｰﾗﾝﾅｰｸﾗﾌﾞ
000920 京都大学 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ
000921 共立女子高校 ｷｮｳﾘﾂｼﾞｮｼｺｳｺｳ
000922 共和中学校 ｷｮｳﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000923 清里小学校 ｷﾖｻﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000924 清里SC ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000925 清里中学校 ｷﾖｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000926 清瀬ｽｷｰ倶楽部 ｷﾖｾｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000927 清滝小学校 ｷﾖﾀｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000928 清津ｼﾞｭﾆｱSC ｷﾖﾂｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000929 清見中学校 ｷﾖﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000930 雪花菜 ｷﾗｽﾞ
000931 桐生SC ｷﾘｭｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000932 桐生第一高校 ｷﾘｭｳﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
000933 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ
000934 近畿大学附属豊岡高校 ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾄﾖｵｶｺｳｺｳ
000935 金城学院大学 ｷﾝｼﾞｮｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

ク 000936 空自三沢基地SC ｸｳｼﾞﾐｻﾜｷﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000937 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞSC ｸｰﾌﾟﾄﾞﾓﾝﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000938 久喜市ｽｷｰ連盟 ｸｷｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
000939 久々野中学校 ｸｸﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000940 草津小学校 ｸｻﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000941 草津SC ｸｻﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000942 草津中学校 ｸｻﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000943 草薙小学校 ｸｻﾅｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000944 久慈市ｽｷｰ協会 ｸｼﾞｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
000945 久慈市立久慈小学校 ｸｼﾞｼﾘﾂｸｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000946 久慈中学校 ｸｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000947 櫛引SC ｸｼﾋﾞｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000948 葛巻中学校 ｸｽﾞﾏｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000949 久谷ｽｷｰ会 ｸﾀﾆｽｷｰｶｲ
001375 下松SC ｸﾀﾞﾏﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000950 朽木SC ｸﾁｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000951 倶知安高校 ｸｯﾁｬﾝｺｳｺｳ
000952 倶知安中学校 ｸｯﾁｬﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000953 倶知安東陵中 ｸｯﾁｬﾝﾄｳﾘｭｳﾁｭｳ
000954 倶知安西小学校 ｸｯﾁｬﾝﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000955 倶知安北陽小学校 ｸｯﾁｬﾝﾎｸﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000956 国立高校 ｸﾆﾀﾁｺｳｺｳ
000957 KUNIHIRO CLUB ｸﾆﾋﾛｸﾗﾌﾞ
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000958 九戸中学校 ｸﾉﾍﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000959 熊谷高校 ｸﾏｶﾞﾔｺｳｺｳ
000960 熊谷ｼｰﾊｲﾙSC ｸﾏｶﾞﾔｼｰﾊｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000961 熊谷市ｽｷｰ連盟 ﾊﾟﾗﾚﾙｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞﾔｼｽｷｰﾚﾝﾒｲﾊﾟﾗﾚﾙｸﾗﾌﾞ
000962 熊谷SC ｸﾏｶﾞﾔｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000963 熊本学園大学付属高校 ｸﾏｯﾓﾄｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ
000964 熊本北高校 ｸﾏﾓﾄｷﾀｺｳｺｳ
000965 熊本ｸﾘｽﾀﾙSC ｸﾏﾓﾄｸﾘｽﾀﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000966 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞSC ｸﾏﾓﾄﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000967 久美浜SC ｸﾐﾊﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000968 久美浜中学校 ｸﾐﾊﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000969 ｸﾗｰｸ記念国際高校 ｸﾗｰｸｷﾈﾝｺｸｻｲｺｳｺｳ
000970 ｸﾗｰｸ国際高校 ｸﾗｰｸｺｸｻｲｺｳｺｳ
000971 倉敷翠松高校 ｸﾗｼｷｽｲｼｮｳｺｳｺｳ
000972 倉敷SC ｸﾗｼｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000973 ｸﾗｼｯｸSC ｸﾗｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000974 Club ACLs ｸﾗﾌﾞｱｸﾙｽ
000975 CLUB Doing ｸﾗﾌﾞﾄﾞｩｰｲﾝｸﾞ
000976 ｸﾗﾌﾞﾈｰｳﾞｪ ｸﾗﾌﾞﾈｰｳﾞｪ
000977 CLUB HARO ｸﾗﾌﾞﾍｯﾄﾞ
000978 ｸﾗﾌﾞﾜﾝ ｸﾗﾌﾞﾜﾝ
000979 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ SC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000980 ｸﾞﾗﾝﾊﾞﾝﾚｰｼﾝｸﾞ ｸﾞﾗﾝﾊﾞﾝﾚｰｼﾝｸﾞ
000981 栗が丘小学校 ｸﾘｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000982 九里学園 ｸﾘｶﾞｸｴﾝ
000983 栗本学園名古屋商科大 ｸﾘﾓﾄｶﾞｸｴﾝﾅｺﾞﾔｼｮｳｶﾀﾞｲ
000984 栗山高校 ｸﾘﾔﾏｺｳｺｳ
000985 栗山JrRC ｸﾘﾔﾏｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
000986 栗山小学校 ｸﾘﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000987 栗山中学校 ｸﾘﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000988 ｸﾙｰｽﾞ ｸﾙｰｽﾞ
000989 車山SC ｸﾙﾏﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000990 久留米大学 ｸﾙﾒﾀﾞｲｶﾞｸ
000991 ｸﾞﾚｰｽﾏｳﾝﾃﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ ｸﾞﾚｰｽﾏｳﾝﾃﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ
000992 呉羽中学校 ｸﾚﾊﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000993 黒石野中学校 ｸﾛｲｼﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000994 黒磯高校 ｸﾛｲｿｺｳｺｳ
000995 黒磯ｽｷｰ協会 ｸﾛｲｿｽｷｰｷｮｳｶｲ
000996 黒磯南高校 ｸﾛｲｿﾐﾅﾐｺｳｺｳ
000997 黒川小学校 ｸﾛｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
000998 黒川中学校 ｸﾛｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
000999 黒沢尻北小 ｸﾛｻﾜｼﾞﾘｷﾀｼｮｳ
001000 黒沢尻工業高校 ｸﾛｻﾜｼﾞﾘｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001001 黒沢SC ｸﾛｻﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001002 黒田原中学校 ｸﾛﾀﾞﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001003 黒姫和漢薬研究所 快 ｸﾛﾋﾒﾜｶﾝﾔｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮｶｲ
001004 訓子府中学校 ｸﾝﾈｯﾌﾟﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001005 訓子府町ｽｷｰ連盟 ｸﾝﾈｯﾌﾟﾁｮｳ
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001006 群馬県高体連ｽｷｰ専門部 ｸﾞﾝﾏｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ
001007 群馬県庁SC ｸﾞﾝﾏｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001008 ぐんま国際ｱｶﾃﾞﾐｰ中等部 ｸﾞﾝﾏｺｸｻｲｱｶﾃﾞﾐｰﾁｭｳﾄｳﾌﾞ
001009 群馬大学付属小学校 ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001010 群馬大学付属中学校 ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001011 群馬中央中等教育学校 ｸﾞﾝﾏﾁｭｳｵｳﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
001012 群馬ﾌｫｰｳｲﾝｸﾞｽ ｸﾞﾝﾏﾌｫｰｳｲﾝｸﾞｽ

ケ 001013 K&K ｹｲｱﾝﾄﾞｹｲ
001014 KS ｹｲｴｽ
001015 K.S.C ｹｲｴｽｼｰ
001016 慶応義塾高校 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸｺｳｺｳ
001017 慶応義塾女子高校 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸｼﾞｮｼｺｳｺｳ
001018 慶応義塾大学 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ
001019 慶応藤沢 ｹｲｵｳﾌｼﾞｻﾜ
001020 慶応志木高校 ｹｲｵｸｼｷｺｳｺｳ
001021 京華高校 ｹｲｶｺｳｺｳ
001022 京華中学校 ｹｲｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001023 啓成小学校 ｹｲｾｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001024 蛍雪SC ｹｲｾﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001025 KDDI SC ｹｲﾃﾞｨﾃﾞｨｱｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001026 芸北体育協会ｽｷｰ部 ｹﾞｲﾎｸﾀｲｲｸｷｮｳｶｲｽｷｰﾌﾞ
001027 芸北中学校 ｹﾞｲﾎｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001028 ｹﾞｲﾝﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｹﾞｲﾝﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
001029 KIG SC ｹｰｱｲｼﾞｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001030 K-power ｹｰﾊﾟﾜｰ
003317 下条中学校 ｹﾞｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001031 気比中学校 ｹﾋﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001032 下呂市SC ｹﾞﾛｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001033 ｹﾝｳｯﾄﾞSC ｹﾝｳｯﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001034 健康福祉大学高崎高校 ｹﾝｺｳﾌｸｼﾀﾞｲｶﾞｸﾀｶｻｷｺｳｺｳ
001035 県庁山岳SC ｹﾝﾁｮｳｻﾝｶﾞｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001036 県庁山の会SC ｹﾝﾁｮｳﾔﾏﾉｶｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001037 剣淵中学校 ｹﾝﾌﾞﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001038 賢明学院中学高校 ｹﾝﾒｲｶﾞｸｲﾝﾁｭｳｶﾞｸｺｳｺｳ
001039 兼六中学校 ｹﾝﾛｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

コ 001040 小泉中学校 ｺｲｽﾞﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001041 小出高校 ｺｲﾃﾞｺｳｺｳ
001042 小出小学校 ｺｲﾃﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001043 小出中学校 ｺｲﾃﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001044 皇學館高校 ｺｳｶﾞｯｶﾝｺｳｺｳ
001045 航空自衛隊千歳基地 ｺｳｸｳｼﾞｴｲﾀｲﾁﾄｾｷﾁ
001046 興國高校 ｺｳｺｸｺｳｺｳ
001047 上津役中学校 ｺｳｼﾞｬｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001048 高社中学校 ｺｳｼｬﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001049 公集小学校 ｺｳｼｭｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001050 高翔会 ｺｳｼｮｳｶｲ
001051 興譲小学校 ｺｳｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001052 光西中学校 ｺｳｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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001053 高知ｽﾗﾛｰﾑ会 ｺｳﾁｽﾗﾛｰﾑｶｲ
001054 江東区ｽｷｰ連盟 ｺｳﾄｳｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001055 神内小学校 ｺｳﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001056 口南小学校 ｺｳﾅﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001057 岡南中学校 ｺｳﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001058 興南中学校 ｺｳﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001059 港南中学校 ｺｳﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001060 鋼南中学校 ｺｳﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001061 鴻巣富士電機SC ｺｳﾉｽﾌｼﾞﾃﾞﾝｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001062 光風中 ｺｳﾌｳﾁｭｳ
001063 甲府工業高校 ｺｳﾌｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001064 甲府城西 ｺｳﾌｼﾞｮｳｻｲｺｳｺｳ
001065 甲府西高校 ｺｳﾌﾆｼｺｳｺｳ
001066 甲府東高校 ｺｳﾌﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
001067 甲府東中学校 ｺｳﾌﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001068 神戸学院大学 ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
001069 神戸大学 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
001070 神戸大附属中等教育学校 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
001071 神戸中学校 ｺｳﾍﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001072 神戸FSC ｺｳﾍﾞﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001073 神戸村野工業高校 ｺｳﾍﾞﾑﾗﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001074 神戸ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｺｳﾍﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
001075 更北中学校 ｺｳﾎｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001076 小海高校 ｺｳﾐｺｳｺｳ
001077 高野山SC ｺｳﾔｻﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001078 向陽高校 ｺｳﾖｳｺｳｺｳ
001079 向陽小学校 ｺｳﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001080 光陽中学校 ｺｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001081 広葉中学校 ｺｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001082 江陽中学校 ｺｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001083 向陵中学校 ｺｳﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001084 広陵中学校 ｺｳﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001085 高陵中学校 ｺｳﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001086 郡山自衛隊ｽｷｰ部 ｺｵﾘﾔﾏｼﾞｴｲﾀｲｽｷｰﾌﾞ
001087 郡山第七中学校 ｺｵﾘﾔﾏﾀﾞｲﾅﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001088 郡山ひいらぎSC ｺｵﾘﾔﾏﾋｲﾗｷﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001089 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝSC ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001090 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝSC ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001091 國學院大学 ｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
001092 国際基督教大学 ｺｸｻｲｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001093 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
001094 国府小学校 ｺｸﾌｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001095 国府中学校 ｺｸﾌﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001096 国分寺市ｽｷｰ連盟 ｺｸﾌﾞﾝｼﾞｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001097 国分寺市立第一中学校 ｺｸﾌﾞﾝｼﾞｼﾘﾂﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001098 こぐまSC ｺｸﾞﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001099 国立小樽海上技術学校 ｺｸﾘﾂｵﾀﾙｶｲｼﾞｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｶﾞｯｺｳ
001100 九重ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｺｺﾉｴｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
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001101 小坂高校 ｺｻｶｺｳｺｳ
001102 小坂中学校 ｺｻｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001103 小沢小学校 ｺｻﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001104 越谷市SC ｺｼｶﾞﾔｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001105 高志高校 ｺｼｺｳｺｳ
001106 高志野中学校 ｺｼﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001107 五城目SC ｺﾞｼﾞｮｳﾒｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001108 五所川原第三中学校 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001109 五所川原農林高校 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾉｳﾘﾝｺｳｺｳ
001110 五所川原南小学校 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001111 五頭高原SC ｺﾞｽﾞｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001112 五泉市SK ｺﾞｾﾝｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001113 小平市ｽｷｰ連盟 ｺﾀﾞｲﾗｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001114 小谷小学校 ｺﾀﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001115 ｺﾀﾞﾏSC ｺﾀﾞﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001116 GODﾚｰｼﾝｸﾞ ｺﾞｯﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
001117 御殿場南中学校 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001118 後藤ヶ丘中学校 ｺﾞﾄｳｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001119 琴似中学校 ｺﾄﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001120 寿JSC ｺﾄﾌﾞｷｼﾞｪｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001121 湖南中 ｺﾅﾝﾁｭｳ
001122 木幡中学校 ｺﾊﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001123 小牧市ｽｷｰ連盟 ｺﾏｷｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001124 古牧小学校 ｺﾏｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001125 駒澤大学 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ
001126 駒澤大学附属岩見沢高 ｺﾏｻﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｲﾜﾐｻﾞﾜｺｳ
001127 小松工業高校 ｺﾏﾂｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001128 小松市立安宅中学校 ｺﾏﾂｼｱﾀｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001129 小松市ｽｷｰ協会 ｺﾏﾂｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
001130 小松Jrﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｺﾏﾂｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
001131 小松原高校 ｺﾏﾂﾊﾞﾗｺｳｺｳ
001132 駒場学園高校 ｺﾏﾊﾞｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001133 駒場中学校 ｺﾏﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001134 小湊中学校 ｺﾐﾅﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001135 菰野SC ｺﾓﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001136 小諸市体育協会ｽｷｰ部 ｺﾓﾛｼﾀｲｲｸｷｮｳｶｲｽｷｰﾌﾞ

サ 001137 西海小学校 ｻｲｶｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001138 西条高校 ｻｲｼﾞｮｳｺｳｺｳ
001139 西条SC ｻｲｼﾞｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001140 西城体協SC ｻｲｼﾞｮｳﾀｲｷｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001141 西城中学校 ｻｲｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001142 西大寺SC ｻｲﾀﾞｲｼﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001143 さいたま木崎中学校 ｻｲﾀﾏｷｻﾞｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001144 埼玉県庁SC ｻｲﾀﾏｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001145 さいたま市役所ｽｷｰ部 ｻｲﾀﾏｼﾔｸｼｮｽｷｰﾌﾞ
001146 西明寺中学校 ｻｲﾐｮｳｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001147 ｻｳﾝｽﾞSC ｻｳﾝｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001148 佐伯SC ｻｴｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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001149 蔵王観光開発SC ｻﾞｵｳｶﾝｺｳｶｲﾊﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001150 蔵王ｸﾗﾌﾞ ｻﾞｵｳｸﾗﾌﾞ
001151 ZAO猿倉ﾚｰｼﾝｸﾞ ｻﾞｵｳｻﾙｸﾗﾚｰｼﾝｸﾞ
001152 蔵王ｽｷｰ協会 ｻﾞｵｳｽｷｰｷｮｳｶｲ
001153 蔵王第一小学校 ｻﾞｵｳﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001154 蔵王第一中学 ｻﾞｵｳﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｸ
001155 蔵王第三小学校 ｻﾞｵｳﾀﾞｲｻﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001156 蔵王第二中学校 ｻﾞｵｳﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001157 蔵王ﾗｲｻﾞSC ｻﾞｵｳﾗｲｻﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001158 境小学校 ｻｶｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001159 境町小学校 ｻｶｲﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001160 境港第二中学校 ｻｶｲﾐﾅﾄﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001161 堺ﾘﾍﾞﾗﾙ中学校 ｻｶｲﾘﾍﾞﾗﾙﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001162 栄小学校 ｻｶｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001163 寒河江SC ｻｶﾞｴｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001164 栄中学校 ｻｶｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001165 栄東中学校 ｻｶｴﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001166 栄南中学 ｻｶｴﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｸ
001167 坂城中学校 ｻｶｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001168 坂下中学校 ｻｶｼﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001169 佐賀ｽﾉｰSC ｻｶﾞｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001170 佐賀大学 ｻｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
001171 佐賀大学附属中学校 ｻｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001172 酒田SC ｻｶﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001173 阪谷小学校 ｻｶﾀﾞﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001174 酒田南高校 ｻｶﾀﾐﾅﾐｺｳｺｳ
001175 坂戸西高校 ｻｶﾄﾞﾆｼｺｳｺｳ
001176 相模湖SC ｻｶﾞﾐｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001177 相模女子大学高等部 ｻｶﾞﾐｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸｺｳﾄｳﾌﾞ
001178 相模女子大学中学部 ｻｶﾞﾐｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸﾁｭｳｶﾞｸﾌﾞ
001179 相模原高校 ｻｶﾞﾐﾊﾗｺｳｺｳ
001180 坂本小学校 ｻｶﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001181 左京山中学校 ｻｷｮｳﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001182 作新学院中等部 ｻｸｼﾝｶﾞｸｲﾝﾁｭｳﾄｳﾌﾞ
001183 佐久中央小学校 ｻｸﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001184 佐久長聖高校 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳｺｳ
001185 佐久長聖中学校 ｻｸﾁｮｳｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001186 作野小学校 ｻｸﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001187 佐久東中学校 ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001188 桜井中学校 ｻｸﾗｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001189 桜ヶ丘中学校 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001190 桜城小学校 ｻｸﾗｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001191 さくら清修高校 ｻｸﾗｾｲｼｭｳｺｳｺｳ
001192 桜田小学校 ｻｸﾗﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001193 佐世保SC ｻｾﾎｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001194 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｻｯﾎﾟﾛｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
001195 札幌医科大学 ｻｯﾎﾟﾛｲｶﾀﾞｲｶﾞｸ
001196 札幌SSﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｻｯﾎﾟﾛｴｽｴｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
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001197 札幌大谷中学校 ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001198 札幌学院大学 ｻｯﾎﾟﾛｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
001199 札幌北高 ｻｯﾎﾟﾛｷﾀｺｳ
001200 札幌清田中学校 ｻｯﾎﾟﾛｷﾖﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001201 札幌清田緑小学校 ｻｯﾎﾟﾛｷﾖﾀﾐﾄﾞﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001202 札幌啓明中学校 ｻｯﾎﾟﾛｹｲﾒｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001203 札幌工業高校 ｻｯﾎﾟﾛｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001204 札幌国際情報高校 ｻｯﾎﾟﾛｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎｳｺｳｺｳ
001205 札幌琴似工業高校 ｻｯﾎﾟﾛｺﾄﾆｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001206 札幌篠路高校 ｻｯﾎﾟﾛｼﾉｼﾞｺｳｺｳ
001207 札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｻｯﾎﾟﾛｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
001208 札幌市立八軒中学校 ｻｯﾎﾟﾛｼﾘﾂﾊﾁｹﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001209 札幌市立藤野中学校 ｻｯﾎﾟﾛｼﾘﾂﾌｼﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001210 札幌真栄高校 ｻｯﾎﾟﾛｼﾝｴｲｺｳｺｳ
001211 ｻｯﾎﾟﾛｽｷｯﾄﾞ ｻｯﾎﾟﾛｽｷｯﾄﾞ
001212 札幌西陵中学校 ｻｯﾎﾟﾛｾｲﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001213 札幌第一高校 ｻｯﾎﾟﾛﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
001214 札幌大学 ｻｯﾎﾟﾛﾀﾞｲｶﾞｸ
003326 札幌大学SC ｻｯﾎﾟﾛﾀﾞｲｶﾞｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001215 札幌中央小学校 ｻｯﾎﾟﾛﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001216 札幌稲雲高校 ｻｯﾎﾟﾛﾄｳｳﾝｺｳｺｳ
001217 札幌西区ｽｷｰ指導員会 ｻｯﾎﾟﾛﾆｼｸｽｷｰｼﾄﾞｳｲﾝｶｲ
001218 札幌西高校 ｻｯﾎﾟﾛﾆｼｺｳｺｳ
001219 札幌日本大学高校 ｻｯﾎﾟﾛﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｺｳ
001220 ｻｯﾎﾟﾛﾉﾙﾃﾞｨｯｸSC ｻｯﾎﾟﾛﾉﾙﾃﾞｨｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001221 札幌ﾌﾘｰｽﾀｲﾙSCﾅｸﾘｽ ｻｯﾎﾟﾛﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞﾅｸﾘｽ
001222 札幌南ｽｷｰ指導員会 ｻｯﾎﾟﾛﾐﾅﾐｽｷｰｼﾄﾞｳｲﾝｶｲ
001223 札幌宮の森中学校 ｻｯﾎﾟﾛﾐﾔﾉﾓﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001224 札幌藻岩北小学校 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001225 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜJSC ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001226 札幌藻岩中学校 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001227 札幌山の手小学校 ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001228 札幌ﾘｿﾞｰﾄ開発公社SC ｻｯﾎﾟﾛﾘｿﾞｰﾄｶｲﾊﾂｺｳｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001229 佐渡ｽｷｰ協会 ｻﾄﾞｽｷｰｷｮｳｶｲ
001230 里町小学校 ｻﾄﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001231 佐野ｽｷｰ協会 ｻﾉｽｷｰｷｮｳｶｲ
001232 佐野日大中等教育学校 ｻﾉﾆﾁﾀﾞｲﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
001233 佐野日本大学高校 ｻﾉﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｺｳ
001234 ｻﾞﾍﾞﾘｵ中学校 ｻﾞﾍﾞﾘｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001235 座間ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ部 ｻﾞﾏｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾌﾞ
001236 ｻﾐｰSC ｻﾐｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001237 三水第一小学校 ｻﾐｽﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001238 狭山台中学校 ｻﾔﾏﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001239 猿倉SC ｻﾙｸﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001240 猿払拓心中学校 ｻﾙﾌﾂﾀｸｼﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001241 佐呂間小学校 ｻﾛﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001242 佐呂間町役場RC ｻﾛﾏﾁｮｳﾔｸﾊﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
001243 ｻﾛﾓﾝSC ｻﾛﾓﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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001244 沢内ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟ少 ｻﾜｳﾁｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｼｮｳ
001245 沢内中学校 ｻﾜｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001246 山荘SC ｻﾝｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001247 ｻﾝｸﾞﾘｴSC ｻﾝｸﾞﾘｴｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001248 三条SC ｻﾝｼﾞｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001249 三条第一中学校 ｻﾝｼﾞｮｳﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001250 三条第三中学校 ｻﾝｼﾞｮｳﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001251 ｻﾝﾀﾞｰｸﾞSC ｻﾝﾀﾞｰｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001252 ｻﾝﾀﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄﾊﾟｰｸSSJrｱｽﾘｰﾄ ｻﾝﾀﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄﾊﾟｰｸｽｷｰｽｸｰﾙｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ
001253 山王小学校 ｻﾝﾉｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001254 三瓶SC ｻﾝﾍﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001255 三本木高校 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｺｳｺｳ
001256 ｻﾝﾐﾘｵﾝSC ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001257 三陽中学校 ｻﾝﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001258 三洋電機SC ｻﾝﾖｳﾃﾞﾝｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001259 三洋電機ｽｷｰ部 ｻﾝﾖｳﾃﾞﾝｷｽｷｰﾌﾞ
001260 三和SC ｻﾝﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ

シ 001261 ｼｰ･ｱｸﾄ ｼｰｱｸﾄ
001262 GSS WINGS ｼﾞｰｴｽｴｽｳｨﾝｸﾞｽ
001263 ｼｰｶﾞﾙSC ｼｰｶﾞﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001264 ｼｰﾌｧｰﾗ･ｸﾞﾙｯﾍﾟ ｼｰﾌｧｰﾗｸﾞﾙｯﾍﾟ
001265 ｼﾞｰﾌｧｸﾄﾘｰ ｼﾞｰﾌｧｸﾄﾘｰ
001266 ｼｰﾙ･ｸﾗﾌﾞ ｼｰﾙｸﾗﾌﾞ
001267 JR岡山SC ｼﾞｪｲｱｰﾙｵｶﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001268 JR高崎SC ｼﾞｪｲｱｰﾙﾀｶｻｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001269 JR千葉支社SC ｼﾞｪｲｱｰﾙﾁﾊﾞｼｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001270 JR東日本秋田SC ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｱｷﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001271 JR東日本東京 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳｷｮｳ
001272 JR東日本長野支社SC ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾅｶﾞﾉﾞｼｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001273 JR北海道ｽｷｰ部 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾎｯｶｲﾄﾞｳｽｷｰﾌﾞ
001274 JR盛岡SC ｼﾞｪｲｱｰﾙﾓﾘｵｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001275 JAEA SC ｼﾞｪｲｴｰｲｰｴｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001276 JXｴﾈﾙｷﾞｰ水島 ｼﾞｪｲｴｯｸｽｴﾈﾙｷﾞｰﾐｽﾞｼﾏ
001277 J.F.D.ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｼﾞｪｲｴﾌﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
001278 自衛隊ｽﾉｰｳｪｰｳﾞ ｼﾞｴｲﾀｲｽﾉｰｳｪｰﾌﾞ
001279 塩井小学校 ｼｵｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001280 塩川小学校 ｼｵｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001281 塩川中学校 ｼｵｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001282 塩崎小学校 ｼｵｻﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001283 塩沢ｽｷｰ協会 ｼｵｻﾜｽｷｰｷｮｳｶｲ
001284 塩沢中学校 ｼｵｻﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001285 汐路小学校 ｼｵｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001286 塩尻丘中学校 ｼｵｼﾞﾘｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001287 塩尻市体育協会ｽｷｰ部 ｼｵｼﾞﾘｼﾀｲｲｸｷｮｳｶｲｽｷｰﾌﾞ
001288 塩尻中学校 ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001289 塩尻西小学校 ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001290 塩尻東小学校 ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001291 塩田中学校 ｼｵﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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001292 塩原小学校 ｼｵﾊﾞﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001293 塩原中学校 ｼｵﾊﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001294 汐見小学校 ｼｵﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001295 潮見中学校 ｼｵﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001296 志学館高等部 ｼｶﾞｸｶﾝｺｳﾄｳﾌﾞ
001297 志賀高原SC ｼｶﾞｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001298 滋賀県ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ ｼｶﾞｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
001299 滋賀大学 ｼｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
001300 鹿谷小学校 ｼｶﾀﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001301 志賀中学校 ｼｶﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001302 鹿部中学校 ｼｶﾍﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001303 四季が丘中学校 ｼｷｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001304 滋野小学校 ｼｹﾞﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001305 重信中学校 ｼｹﾞﾉﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001306 自修館中等教育学校 ｼﾞｼｭｳｶﾝﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
001307 静岡ｽｷｰ技術研究会 ｼｽﾞｵｶｽｷｰｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｶｲ
001308 静岡西高校 ｼｽﾞｵｶﾆｼｺｳｺｳ
001309 静岡福祉大学 ｼｽﾞｵｶﾌｸｼﾀﾞｲｶﾞｸ
001310 雫石高校 ｼｽﾞｸｲｼｺｳｺｳ
001311 雫石Jrﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｼｽﾞｸｲｼｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
001312 雫石ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｼｽﾞｸｲｼｽｷｰｽﾎﾟ-ﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
001313 雫石中学校 ｼｽﾞｸｲｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001314 雫石町ｽｷｰ連盟 ｼｽﾞｸｲｼﾁｮｳｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001315 思誠小学校 ｼｾｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001316 自然観SC ｼｾﾞﾝｶﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001317 七ヶ宿SC ｼﾁｶﾞｼｭｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001318 七ヶ宿中学校 ｼﾁｶﾞｼｭｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001319 七郷小学校 ｼﾁｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001320 七戸SC ｼﾁﾉﾍｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001321 七戸中学校 ｼﾁﾉﾍﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001322 実践女子学園中学校 ｼﾞｯｾﾝｼﾞｮｼｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001323 自得小学校 ｼﾞﾄｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001324 信濃小学校 ｼﾅﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001325 信濃中学校 ｼﾅﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001326 信濃町SC ｼﾅﾉﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001327 篠ノ井東中学校 ｼﾉｲﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001328 東雲小学校 ｼﾉﾉﾒｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001329 篠原中学校 ｼﾉﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001330 篠目中学 ｼﾉﾒﾁｭｳｶﾞｸ
001331 芝高校 ｼﾊﾞｺｳｺｳ
001332 新発田商業高校 ｼﾊﾞﾀｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001333 柴田女子高校 ｼﾊﾞﾀｼﾞｮｼｺｳｺｳ
001334 柴田農林高校 ｼﾊﾞﾀﾉｳﾘﾝｺｳｺｳ
001335 芝白鷹SC ｼﾊﾞﾊｸﾀｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001336 時敏小学校 ｼﾞﾋﾞﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001337 渋川北中学校 ｼﾌﾞｶﾜｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001338 渋川高校 ｼﾌﾞｶﾜｺｳｺｳ
001339 渋川SC ｼﾌﾞｶﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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001340 渋川中学校 ｼﾌﾞｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001341 渋川南小学校 ｼﾌﾞｶﾜﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001342 渋谷区ｽｷｰ連盟 ｼﾌﾞﾔｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001343 士別朝日中学校 ｼﾍﾞﾂｱｻﾋﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001344 士別市役所 ｼﾍﾞﾂｼﾔｸｼｮ
001345 士別ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ ｼﾍﾞﾂｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
001346 士別翔雲高校 ｼﾍﾞﾂｼｮｳｳﾝｺｳｺｳ
001347 士別多寄中学校 ｼﾍﾞﾂﾀﾖﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001348 士別南中学校 ｼﾍﾞﾂﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001349 士幌町中央中学校 ｼﾎﾛﾁｮｳﾁｭｳｵｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001350 島田中学校 ｼﾏﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001351 島津小学校 ｼﾏﾂﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001352 島津製作所SC ｼﾏﾂﾞｾｲｻｸｼｮｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001353 島根県立矢上高校 ｼﾏﾈｹﾝﾘﾂﾔｶﾐｺｳｺｳ
001354 島根大学 ｼﾏﾈﾀﾞｲｶﾞｸ
001355 島根大学附属小学校 ｼﾏﾈﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001356 島根大学附属中学校 ｼﾏﾈﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001357 島松小学校 ｼﾏﾏﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001358 清水小学校 ｼﾐｽﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001359 清水西高校 ｼﾐｽﾞﾆｼｺｳｺｳ
001360 占冠ｽｷｰ連盟 ｼﾑｶｯﾌﾟｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001361 占冠中央小学校 ｼﾑｶｯﾌﾟﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001362 占冠中学校 ｼﾑｶｯﾌﾟﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001363 下音更中学校 ｼﾓｵﾄﾌｹﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001364 下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 ｼﾓｶﾜｼﾞｬﾝﾌﾟｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
001365 下川商業高校 ｼﾓｶﾜｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001366 下川中学校 ｼﾓｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001367 下川町役場 ｼﾓｶﾜﾁｮｳﾔｸﾊﾞ
001368 下北ﾚｰｼﾝｸﾞSC ｼﾓｷﾀﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001369 下阪本小学校 ｼﾓｻｶﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001370 下条中学校 ｼﾓｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001371 下高井農林高校 ｼﾓﾀｶｲﾉｳﾘﾝｺｳｺｳ
001372 下妻市SC ｼﾓﾂﾏｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001373 下妻第一高校 ｼﾓﾂﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
001374 下橋中学校 ｼﾓﾊｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001376 下吉田中学校 ｼﾓﾖｼﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001377 ｼﾞｬｶﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ ｼﾞｬｶﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
001378 釈迦内小学校 ｼｬｶﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001379 石神井高校 ｼｬｸｼﾞｲｺｳｺｳ
001380 ｼﾞｬｽﾃﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ
001381 ｼﾞｬﾊﾟｰﾅ ｽｷｰﾁｰﾑ ｼﾞｬﾊﾟｰﾅｽｷｰﾁｰﾑ
001382 ｼｬﾙﾏﾝSC ｼｬﾙﾏﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001383 ｼｭｱSC ｼｭｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001384 十一屋小学校 ｼﾞｭｳｲﾁﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001385 就実高校 ｼｭｳｼﾞﾂｺｳｺｳ
001386 周南SC ｼｭｳﾅﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001387 自由の森学園高 ｼﾞﾕｳﾉﾓﾘｶﾞｸｴﾝｺｳ
001388 秀明高校 ｼｭｳﾒｲｺｳｺｳ
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001389 秀明中学校 ｼｭｳﾒｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001390 十文字高校 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｺｳｺｳ
001391 首都大学東京 ｼｭﾄﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳｷｮｳ
001392 春光台中学校 ｼｭﾝｺｳﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001393 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001394 樟蔭高校 ｼｮｳｲﾝｺｳｺｳ
001395 上越教育大学附属中学 ｼﾞｮｳｴﾂｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｶｸ
001396 上越国際SC ｼﾞｮｳｴﾂｺｸｻｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001397 上越消防SC ｼﾞｮｳｴﾂｼｮｳﾎﾞｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001398 荘川小学校 ｼｮｳｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001399 庄川小学校 ｼｮｳｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001400 庄川中学校 ｼｮｳｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001401 荘川SC ｼｮｳｶﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001402 荘川中学校 ｼｮｳｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001403 将監中央小学校 ｼｮｳｹﾞﾝﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001404 城星学園小学校 ｼﾞｮｳｾｲｶﾞｸｴﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001405 城西小学校 ｼﾞｮｳｾｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001406 庄西中学校 ｼｮｳｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001407 城西中学校 ｼﾞｮｳｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001408 上曹中隊 ｼﾞｮｳｿｳﾁｭｳﾀｲ
001409 上智大学 ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ
001410 松東中学校 ｼｮｳﾄｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001411 城東中学校 ｼﾞｮｳﾄｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001412 松徳学院中学 ｼｮｳﾄｸｶﾞｸｲﾝﾁｭｳｶﾞｸ
001413 聖徳学園高校 ｼｮｳﾄｸｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001414 庄南小学校 ｼｮｳﾅﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001415 城南小学校 ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001416 湘南白百合学園小学校 ｼｮｳﾅﾝｼﾗﾕﾘｶﾞｸｴﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001417 湘南雪だるま ｼｮｳﾅﾝﾕｷﾀﾞﾙﾏ
001418 城端中学校 ｼﾞｮｳﾊﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001419 庄原実業高校 ｼｮｳﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001420 庄原中学校 ｼｮｳﾊﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001421 上武大学 ｼﾞｮｳﾌﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
001422 昌平学園昌平中学校 ｼｮｳﾍｲｶﾞｸｴﾝｼｮｳﾍｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001423 浄法寺中学校 ｼﾞｮｳﾎｳｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001424 城北高校 ｼﾞｮｳﾎｸｺｳｺｳ
001425 城北埼玉中高 ｼﾞｮｳﾎｸｻｲﾀﾏﾁｭｳｺｳ
001426 城北小学校 ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001427 城北中学校 ｼﾞｮｳﾎｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001428 松陽中学校 ｼｮｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001429 松陵中学校 ｼｮｳﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001430 昭和小学校 ｼｮｳﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001431 ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ ｼｮｰﾅﾝｷｯｽﾞ
001432 白樺ｸﾗﾌﾞ ｼﾗｶﾊﾞｸﾗﾌﾞ
001433 白樺高原SC ｼﾗｶﾊﾞｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001434 白川郷SC ｼﾗｶﾜｺﾞｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001435 白河SC ｼﾗｶﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001436 白川中学校 ｼﾗｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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001437 白沢小学校 ｼﾗｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001438 白滝中学校 ｼﾗﾀｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001439 白根御勅使中 ｼﾗﾈﾐﾀﾞｲﾁｭｳ
001440 白峰小学校 ｼﾗﾐﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001441 白峰SC ｼﾗﾐﾈｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001442 白峰中学校 ｼﾗﾐﾈﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001443 ｼﾙﾊﾞｰｽﾊﾟｰｸﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｼﾙﾊﾞｰｽﾊﾟｰｸﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
001444 ｼﾙﾊﾞｰﾄﾗｲSC ｼﾙﾊﾞｰﾄﾗｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001445 白石工業高校 ｼﾛｲｼｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001446 白石高校 ｼﾛｲｼｺｳｺｳ
001447 白石第二小学校 ｼﾛｲｼﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001448 白石東中学校 ｼﾛｲｼﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001449 城山中学校 ｼﾛﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001450 四和中学校 ｼﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001451 新赤倉SC ｼﾝｱｶｸﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001452 新川中学校 ｼﾝｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001453 神宮寺小学校 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001454 真光寺中学校 ｼﾝｺｳｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001455 新郷SC ｼﾝｺﾞｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001456 新郷村立新郷中学校 ｼﾝｺﾞｳｿﾝﾘﾂｼﾝｺﾞｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001457 新郷村立戸来小学校 ｼﾝｺﾞｳｿﾝﾘﾂﾍﾗｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001458 信州大学 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001459 信州大学附属長野小 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉｼｮｳ
001460 新宿SC ｼﾝｼﾞｭｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001461 新宿山吹高校 ｼﾝｼﾞｭｸﾔﾏﾌﾞｷｺｳｺｳ
001462 新庄北高校 ｼﾝｼﾞｮｳｷﾀｺｳｺｳ
001463 新庄北高最上校 ｼﾝｼﾞｮｳｷﾀｺｳﾓｶﾞﾐｺｳ
001464 新庄雪友会 ｼﾝｼﾞｮｳｾｲﾂﾕｳｶｲ
001465 新庄中学校 ｼﾝｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001466 新雪会 ｼﾝｾﾂｶｲ
001467 新大SC ｼﾝﾀﾞｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001468 信州大附属長野中学校 ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001469 信大附属松本小学校 ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001470 新田小学校 ｼﾝﾃﾞﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001471 新十津川ｽｷｰ連盟 ｼﾝﾄﾂｶﾞﾜｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001472 神内ﾌｧｰﾑ21 ｼﾞﾝﾅｲﾌｧｰﾑﾆｼﾞｭｳｲﾁ
001473 新日本ｽｷｰ研究会 ｼﾝﾆﾎﾝｽｷｰｹﾝｷｭｳｶｲ
001474 新日本設計 ｼﾝﾆﾎﾝｾｯｹｲ
001475 新発寒小学校 ｼﾝﾊｯｻﾑｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001476 神町自衛隊SC ｼﾞﾝﾏﾁｼﾞｴｲﾀｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001477 信明中学校 ｼﾝﾒｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

ス 001478 水城高校 ｽｲｼﾞｮｳｺｳｺｳ
001479 崇広中学校 ｽｳｺｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001480 末武中学校 ｽｴﾀｹﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001481 ｽｶｲﾑｰｽSC ｽｶｲﾑｰｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001482 ｽｶｵｲSC ｽｶｵｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001483 菅生小学校 ｽｶﾞｵｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001484 菅生中学校 ｽｶﾞｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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001485 須賀川SC ｽｶｶﾞﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001486 菅平高原SC ｽｶﾞﾀﾞｲﾗｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001487 菅平小学校 ｽｶﾞﾀﾞｲﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001488 菅平中学校 ｽｶﾞﾀﾞｲﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001489 菅原東小学校 ｽｶﾞﾊﾗﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001490 ｽｶﾌﾞﾗ ｸﾗﾌﾞ ｽｶﾌﾞﾗｸﾗﾌﾞ
001491 巣鴨中学校 ｽｶﾞﾓﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001492 ｽｷｰ愛好会ﾌﾟﾙｰｸ ｽｷｰｱｲｺｳｶｲﾌﾟﾙｰｸ
001493 S.C.ｺﾛﾎﾞｯｸﾙ ｽｷｰｸﾗﾌﾞｺﾛﾎﾟｯｸﾙ
001494 SCｻﾝﾀｸﾛｰｽ ｽｷｰｸﾗﾌﾞｻﾝﾀｸﾛｰｽ
001495 SCなだれ ｽｷｰｸﾗﾌﾞﾅﾀﾞﾚ
001496 SCﾊﾞｲｵﾚｯﾄｻﾝﾀﾞｰｽﾞ ｽｷｰｸﾗﾌﾞﾊﾞｲｵﾚｯﾄｻﾝﾀﾞｰｽﾞ
001497 ｽｷｰｹﾞﾉｯｽ大曲ｸﾗﾌﾞ ｽｷｰｹﾞﾉｯｽｵｵﾏｶﾞﾘｸﾗﾌﾞ
001498 ｽｷｰｻｰｸﾙｽﾘﾑ ｽｷｰｻｰｸﾙｽﾘﾑ
001499 ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ
001500 SKI TEAM SEED ｽｷｰﾁｰﾑｼｰﾄﾞ
001501 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
001502 ｽｷｰﾁｰﾑﾁｬﾚﾝｼﾞ ｽｷｰﾁｰﾑﾁｬﾚﾝｼﾞ
001503 ｽｷｰﾁｰﾑMOSSA ｽｷｰﾁｰﾑﾓｯｻ
001504 ｽｷｰ同人ｲｰｸﾞﾙ ｽｷｰﾄﾞｳｼﾞﾝｲｰｸﾞﾙ
001505 ｽｷｰ･ﾌﾘｰｸｽ･ｸﾗﾌﾞ ｽｷｰﾌﾘｰｸｽｸﾗﾌﾞ
001506 ｽｷｰﾗﾎﾞ千葉 ｽｷｰﾗﾎﾞﾁﾊﾞ
001507 杉中学校 ｽｷﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001508 杉戸中学校 ｽｷﾞﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001509 杉並区ｽｷｰ連盟 ｽｷﾞﾅﾐｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001510 杉野沢SC ｽｷﾞﾉｻﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001511 杉原中学校 ｽｷﾞﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001512 椙山女学園高校 ｽｷﾞﾔﾏｼﾞｮｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001513 ｽｸｴｱﾚｰｼﾝｸﾞ ｽｸｴｱﾚｰｼﾝｸﾞ
001514 須玖小学校 ｽｸﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001515 須坂SC ｽｻﾞｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001516 鈴鹿工業高等専門学校 ｽｽﾞｶｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ
001517 鈴鹿SC ｽｽﾞｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001518 鈴峯女子短期大学 ｽｽﾞｶﾞﾐﾈｼﾞｮｼﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ
001519 雀宮中学校 ｽｽﾞﾒﾉﾐﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001520 裾野中学校 ｽｿﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001521 裾野東中学校 ｽｿﾉﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001522 ｽﾃｭｰﾋﾟｯﾄﾞSC ｽﾃｭｰﾋﾟｯﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001523 砂川石山中学校 ｽﾅｶﾞﾜｲｼﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001524 砂川高校 ｽﾅｶﾞﾜｺｳｺｳ
001525 砂川中学校 ｽﾅｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001526 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ ｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ
001527 ｽﾉｰｳﾞｧ溝の口-R246 ｽﾉｰｳﾞｧﾐｿﾞﾉｸﾞﾁｱｰﾙﾆｲﾖﾝﾛｸ
001528 ｽﾉｰｳｲﾝﾄﾞSC ｽﾉｰｳｲﾝﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001529 ｽﾉｰｳｪｰﾌﾞ ｽﾉｰｳｪｰﾌﾞ
001530 ｽﾉｰｸﾚｰｼﾞｰSC ｽﾉｰｸﾚｰｼﾞｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001531 ｽﾉｰｽｹｰﾌﾟ ｽﾉｰｽｹｰﾌﾟ
001532 A SNOW DRIFT ｽﾉｰﾄﾞﾘﾌﾄ
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001533 ｽﾉｰﾄﾞﾙﾌｨﾝSC ｽﾉｰﾄﾞﾙﾌｨﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001534 ｽﾉｰﾊｰﾍﾞｽﾄ ｽﾉｰﾊｰﾍﾞｽﾄ
001535 ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ
001536 ｽﾉｰﾌｪﾛｰS.C ｽﾉｰﾌｪﾛｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001537 ｽﾉｰﾌﾚﾝｽﾞﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾌﾚﾝｽﾞﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
001538 ｽﾉｰﾌﾚﾝﾄﾞSC ｽﾉｰﾌﾚﾝﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001539 ｽﾉｰﾍﾞｱｰｽﾞSC ｽﾉｰﾍﾞｱｰｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001540 ｽﾉｰﾏﾝ ｽﾉｰﾏﾝ
001541 ｽﾉｰﾒｲﾄ名張 ｽﾉｰﾒｲﾄﾅﾊﾞﾘ
001542 ｽﾉｰﾗｳﾞｧｰｽﾞ ｽﾉｰﾗｳﾞｧｰｽﾞ
001543 Snow Lovers ｽﾉｰﾗﾊﾞｰｽﾞ
001544 ｽﾉｰﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ
001545 須原ﾚｰｼﾝｸﾞ ｽﾊﾗﾚｰｼﾝｸﾞ
001546 ｽﾋﾟﾘｯﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
001547 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝSC ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001548 ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ
001549 ｽﾎﾟｰﾂｻﾌﾞ ｽﾎﾟｰﾂｻﾌﾞ
001550 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰSC ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001551 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝｸｼｮﾝSC ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝｸｼｮﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001552 墨坂中学校 ｽﾐｻｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001553 住友金属ｽｷｰ部 ｽﾐﾄﾓｷﾝｿﾞｸｽｷｰﾌﾞ
001554 住吉小学校 ｽﾐﾖｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001555 住吉中学校 ｽﾐﾖｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001556 守門中学校 ｽﾓﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001557 ｽﾗﾛｰﾑSC ｽﾗﾛｰﾑｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001558 駿河台大学 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ
001559 諏訪市ｽｷｰ協会 ｽﾜｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
001560 ｽﾜﾝSC ｽﾜﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001561 駿台甲府高校 ｽﾝﾀﾞｲｺｳﾌｺｳｺｳ

セ 001562 聖愛中学校 ｾｲｱｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001563 菁園中学校 ｾｲｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001564 精華学園高校 ｾｲｶｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001565 聖ｶﾀﾘﾅ大学 ｾｲｶﾀﾘﾅﾀﾞｲｶﾞｸ
001566 成蹊高校 ｾｲｹｲｺｳｺｳ
001567 成蹊中学校 ｾｲｹｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001568 聖光学院中学校 ｾｲｺｳｶﾞｸｲﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001569 清光社SC ｾｲｺｳｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001570 成城学園高校 ｾｲｼﾞｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001571 成城学園中学校 ｾｲｼﾞｮｳｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001572 星城高校 ｾｲｼﾞｮｳｺｳｺｳ
001573 成章小学校 ｾｲｼｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001574 成城SC ｾｲｼﾞｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001575 成城大学 ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001576 成章中学校 ｾｲｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001577 済々黌高校 ｾｲｾｲｺｳｺｳｺｳ
001578 聖徳大学附属女子高校 ｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼﾞｮｼｺｳｺｳ
001579 聖徳大学附属女子中学 ｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼﾞｮｼﾁｭｳｶﾞｸ
001580 西南学院大学 ｾｲﾅﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
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001581 清風高校 ｾｲﾌｳｺｳｺｳ
001582 清風中学校 ｾｲﾌｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001583 西武台高校 ｾｲﾌﾞﾀﾞｲｺｳｺｳ
001584 西武文理高 ｾｲﾌﾞﾌﾞﾝﾘｺｳ
001585 西武文理中学校 ｾｲﾌﾞﾌﾞﾝﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001586 聖望学園高校 ｾｲﾎﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001587 清明小学校 ｾｲﾒｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001588 清流中学校 ｾｲﾘｭｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001589 星稜高校 ｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ
001590 星陵高校 ｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ
001591 聖霊女子短大付属中学 ｾｲﾚｲｼﾞｮｼﾀﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｸ
001592 成和中学校 ｾｲﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001593 関川中学校 ｾｷｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001594 関小学校 ｾｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001595 関根学園高校 ｾｷﾈｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001596 関根小学校 ｾｷﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001597 関宮中学校 ｾｷﾐﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001598 関屋中学校 ｾｷﾔﾁｭｶﾞｯｺｳ
001599 膳所高校 ｾﾞｾﾞｺｳｺｳ
001600 膳所小学校 ｾﾞｾﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001601 世田谷学園高校 ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001602 世田谷学園中学校 ｾﾀｶﾞﾔｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001603 世田谷区ｽｷｰ協会 ｾﾀｶﾞﾔｸｽｷｰｷｮｳｶｲ
001604 瀬田北中学校 ｾﾀｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001605 瀬田南小学校 ｾﾀﾐﾅﾐｿｳｶﾞｯｺｳ
001606 ｾｯｼｮﾝｸﾗﾌﾞ東京 ｾｯｼｮﾝｸﾗﾌﾞﾄｳｷｮｳ
001607 Z SC ｾﾞｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001608 雪友会 ｾﾂﾕｳｶｲ
001609 雪遊会SC ｾﾂﾕｳｶｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001610 雪稜SC ｾﾂﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001611 瀬戸ｽｷｰ協会 ｾﾄｽｷｰｷｮｳｶｲ
001612 妹尾中学校 ｾﾉｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001613 芹田小学校 ｾﾘﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001614 ZERO・1 JR ｾﾞﾛﾜﾝｼﾞｭﾆｱ
001615 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001616 専修大学松戸高校 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸﾏﾂﾄﾞｺｳｺｳ
001617 仙台ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ ｾﾝﾀﾞｲｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ
001618 仙台育英高校 ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｺｳｺｳ
001619 仙台市ｽｷｰ協会 ｾﾝﾀﾞｲｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
001620 仙台市立八木山中学校 ｾﾝﾀﾞｲｼﾘﾂﾔｷﾞﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001621 仙台ｽｷｰ研究会 ｾﾝﾀﾞｲｽｷｰｹﾝｷｭｳｶｲ
001622 仙台青陵中等教育学校 ｾﾝﾀﾞｲｾｲﾘｮｳﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
001623 仙台第一中学校 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001624 仙台大学 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ
001625 仙台第二高校 ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲﾆｺｳｺｳ
001626 仙台西高校 ｾﾝﾀﾞｲﾆｼｺｳｺｳ
001627 仙台ハイマットSC ｾﾝﾀﾞｲﾊｲﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001628 仙南SC ｾﾝﾅﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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001629 仙南西小学校 ｾﾝﾅﾝﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001630 千畑SC ｾﾝﾊﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001631 千屋小学校 ｾﾝﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ

ソ 001632 創志学園高校 ｿｳｼｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001633 相雪SC ｿｳｾﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001634 早大本庄高校 ｿｳﾀﾞｲﾎﾝｼﾞｮｳｺｳｺｳ
001635 相馬小学校 ｿｳﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001636 相馬中学校 ｿｳﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001637 そうまﾛﾏﾝﾄﾋﾞｱSC ｿｳﾏﾛﾏﾝﾄﾋﾟｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001638 ｿﾙﾌｧﾚｰｼﾝｸﾞSC ｿﾙﾌｧﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
000406 SON BAY CLUB ｿﾝﾍﾞｲｸﾗﾌﾞ

タ 001639 ﾀｲｶﾞｰｽﾉｰ ﾀｲｶﾞｰｽﾉｰ
001640 台鞍HUUEﾚｰｼﾝｸﾞ ﾀﾞｲｸﾗｴｲﾁﾕｰﾕｰｲｰﾚｰｼﾝｸﾞ
001641 間人中学校 ﾀｲｻﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001642 第三(調布）中学校 ﾀﾞｲｻﾝﾁｮｳﾌﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001643 第18普通科連隊 ﾀﾞｲｼﾞｭｳﾊﾁﾌﾂｳｶﾚﾝﾀｲ
001644 田井小学校 ﾀｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001645 大成女子高校 ﾀｲｾｲｼﾞｮｼｺｳｺｳ
001646 大山ACEｸﾗﾌﾞ ﾀﾞｲｾﾝｴｰｽｸﾗﾌﾞ
001647 大山小学校 ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001648 大山SC ﾀﾞｲｾﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001649 大山中学校 ﾀﾞｲｾﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001650 大山西小 ﾀﾞｲｾﾝﾆｼｼｮｳ
001651 ﾀﾞｲﾄｳSC ﾀﾞｲﾄｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001652 大東文化大学 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ
001653 胎内JRT ﾀｲﾅｲｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
001654 胎内SC ﾀｲﾅｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001655 太平中学校 ﾀｲﾍｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001656 平SC ﾀｲﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001657 平第三小学校 ﾀｲﾗﾀﾞｲｻﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001658 平舘高校 ﾀｲﾗﾀﾞﾃｺｳｺｳ
001659 平舘小学校 ﾀｲﾗﾀﾞﾃｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001660 平中学校 ﾀｲﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001661 ﾀﾞｲﾜSC ﾀﾞｲﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001662 高崎佐野中学校 ﾀｶｱｻｷｻﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001663 高岡福岡中学校 ﾀｶｵｶﾌｸｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001664 高生中学校 ﾀｶｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001665 高倉中学校 ﾀｶｸﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001666 高崎京ヶ島小学校 ﾀｶｻｷｷｮｳｶﾞｼﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001667 高崎高校 ﾀｶｻｷｺｳｺｳ
001668 高崎佐野小学校 ﾀｶｻｷｻﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001669 高崎市ｽｷｰ連盟 ﾀｶｻｷｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001670 高崎城南小学校 ﾀｶｻｷｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001671 高崎女子高校 ﾀｶｻｷｼﾞｮｼｺｳｺｳ
001672 高崎寺尾中学校 ﾀｶｻｷﾃﾗｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001673 高崎長野郷中学校 ﾀｶｻｷﾅｶﾞﾉｺﾞｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001674 高崎八幡中学校 ﾀｶｻｷﾔﾜﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001675 高島高校 ﾀｶｼﾏｺｳｺｳ
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001676 高杉小学校 ﾀｶｽｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001677 髙杉小学校 ﾀｶｽｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001678 高鷲北小学校 ﾀｶｽｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001679 高鷲小学校 ﾀｶｽｼｮｳｳｶﾞｯｺｳ
001680 高須小学校 ﾀｶｽｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001681 高鷲SC ﾀｶｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001682 鷹巣SC ﾀｶｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001683 高鷲ｽﾉｰﾊﾟｰｸSC ﾀｶｽｽﾉｰﾊﾟｰｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001684 鷹栖中学校 ﾀｶｽﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001685 鷹巣中学校 ﾀｶｽﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001686 高鷲中学校 ﾀｶｽﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001687 鷹巣南中学校 ﾀｶｽﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001688 高瀬小学校 ﾀｶｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001689 高瀬中学校 ﾀｶｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001690 高田ｱﾙﾍﾟﾝSC ﾀｶﾀﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001691 髙田ｱﾙﾍﾟﾝSC ﾀｶﾀﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001692 高田北城高校 ﾀｶﾀﾞｷﾀｼﾛｺｳｺｳ
001693 高田高校 ﾀｶﾀﾞｺｳｺｳ
001694 高田自衛隊ｽｷｰ部 ﾀｶﾀﾞｼﾞｴｲﾀｲｽｷｰﾌﾞ
001695 高田中学校 ﾀｶﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001696 高楯中学校 ﾀｶﾀﾞﾃﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001697 多賀中学校 ﾀｶﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001698 高槻中学校 ﾀｶﾂｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001699 高根中学校 ﾀｶﾈﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001700 高野小学校 ﾀｶﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001701 高野SC ﾀｶﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001702 高野中学校 ﾀｶﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001703 高萩市SC ﾀｶﾊｷﾞｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001704 高萩小学校 ﾀｶﾊｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001705 高松市役所山岳SC ﾀｶﾏﾂｼﾔｸｼｮｻﾝｶﾞｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001706 高松小学校 ﾀｶﾏﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001707 高松中学校 ﾀｶﾏﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001708 高松ﾄﾞﾙﾌｨﾝSC ﾀｶﾏﾂﾄﾞﾙﾌｨﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001709 高森高校 ﾀｶﾓﾘｺｳｺｳ
001710 高山工業高校 ﾀｶﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001711 高山市ｽｷｰ協会 ﾀｶﾔﾏｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
001712 高山小学校 ﾀｶﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001713 高山中学校 ﾀｶﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001714 高鷲中学校 ﾀｶﾜｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001715 滝川高校 ﾀｷｶﾞﾜｺｳｺｳ
001716 滝川自衛隊 ﾀｷｶﾞﾜｼﾞｴｲﾀｲ
001717 滝川西高校 ﾀｷｶﾞﾜﾆｼｺｳｺｳ
001718 滝川西小学校 ﾀｷｶﾞﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001719 滝川明苑中学校 ﾀｷｶﾞﾜﾒｲｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001720 滝沢第二中学校 ﾀｷｻﾞﾜﾀﾞｲﾆﾁｭｶﾞｯｺｳ
001721 滝沢南中学校 ﾀｷｻﾞﾜﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001722 滝中学校 ﾀｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001723 滝上小学校 ﾀｷﾉｳｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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001724 滝上中学校 ﾀｷﾉｳｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001725 滝の水中学校 ﾀｷﾉﾐｽﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001726 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ
001727 拓殖大学第一高校 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
001728 拓心中学校 ﾀｸｼﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001729 拓大紅陵高校 ﾀｸﾀﾞｲｺｳﾘｮｳｺｳｺｳ
001730 託麻中学校 ﾀｸﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001731 武雄SC ﾀｹｵｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001732 竹園高校 ﾀｹｿﾞﾉｺｳｺｳ
001733 竹園東中学校 ﾀｹｿﾞﾉﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001734 武生第一中学校 ﾀｹﾌﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001735 武生第三中学校 ﾀｹﾌﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001736 田沢湖SC ﾀｻﾞﾜｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001737 田島小学校 ﾀｼﾞﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001738 田島SC ﾀｼﾞﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001739 田島中学校 ﾀｼﾞﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001740 多治見ｽｷｰ協会 ﾀｼﾞﾐｽｷｰｷｮｳｶｲ
001741 田代小学校 ﾀｼﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001742 田代中学校 ﾀｼﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001743 只見中学校 ﾀﾀﾞﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001744 只見町ｽｷｰ協会 ﾀﾀﾞﾐﾏﾁｽｷｰｷｮｳｶｲ
001745 立川市ｽｷｰ連盟 ﾀﾁｶﾜｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001746 たちばな小学校 ﾀﾁﾊﾞﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001747 田子高校 ﾀｯｺｺｳｺｳ
001748 田子中学校 ﾀｯｺﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001749 田子町ｽｷｰ連盟 ﾀｯｺﾏﾁｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001750 立野台小学校 ﾀﾂﾉﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001751 舘岩小学校 ﾀﾃｲﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001752 舘岩中学校 ﾀﾃｲﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001753 立科小学校 ﾀﾃｼﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001754 立科中学校 ﾀﾃｼﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001755 伊達中学校 ﾀﾞﾃﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001756 立野ヶ原ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ ﾀﾃﾉｶﾞﾊﾗｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
001757 立野ヶ原SC ﾀﾃﾉｶﾞﾊﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001758 立山ｼﾞｭﾆｱ ﾀﾃﾔﾏｼﾞｭﾆｱ
001759 楯山小学校 ﾀﾃﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001760 立山SC ﾀﾃﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001761 伊達レーシング ﾀﾞﾃﾚｰｼﾝｸﾞ
001762 田名部中学校 ﾀﾅﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001763 田根森小学校 ﾀﾈﾓﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001764 ﾀﾊﾞｽｺSC ﾀﾊﾞｽｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001765 玉井中学校 ﾀﾏｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001766 玉川学園高等部 ﾀﾏｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳﾌﾞ
001767 玉川SC ﾀﾏｶﾞﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001768 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ
001769 玉川中学校 ﾀﾏｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001770 玉越ｽﾄﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ ﾀﾏｺｼｽﾄﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ
001771 多摩市ｽｷｰ連盟 ﾀﾏｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
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001772 玉野光南高校 ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝｺｳｺｳ
001773 玉野中学校 ﾀﾏﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001774 玉穂南小学校 ﾀﾏﾎﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001775 田山中学校 ﾀﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001776 多寄中学校 ﾀﾖﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001777 胆沢ｽｷｰ協会 ﾀﾝｻﾞﾜｽｷｰｷｮｳｶｲ
001778 ﾀﾞﾝﾃﾞｨSC ﾀﾞﾝﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001779 但東SC ﾀﾝﾄｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001780 端野ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ﾀﾝﾉｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
001781 但馬農業高校 ﾀﾝﾊﾞﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ

チ 001782 ﾁｰﾑ ｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑ ｶﾞﾘﾆｱ
001783 ﾁｰﾑ ｷｽﾏｰｸ ﾁｰﾑ ｷｽﾏｰｸ
001784 ﾁｰﾑ　ﾎｸﾄｽﾎﾟｰﾂ ﾁｰﾑ　ﾎｸﾄｽﾎﾟｰﾂ
001785 ﾁｰﾑ ﾗｯｼｭ ﾁｰﾑ ﾗｯｼｭ
003245 ﾁｰﾑ･ﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｸ ﾁｰﾑ･ﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｸ
001786 Team ICI West ﾁｰﾑｱｲｼｰｱｲｳｴｽﾄ
001787 Team IBI ﾁｰﾑｱｲﾋﾞｰｱｲ
001788 ﾁｰﾑ旭川ｼﾞｮﾘｰﾛｼﾞｬｰｽ ﾁｰﾑｱｻﾋｶﾜｼﾞｮﾘｰﾛｼﾞｬｰｽ
001789 ﾁｰﾑ ｱﾒﾘｶﾝ ﾁｰﾑｱﾒﾘｶﾝ
001790 ﾁｰﾑ ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 ﾁｰﾑｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾆｲｶﾞﾀ
001791 Team IZUMI ﾁｰﾑｲｽﾞﾐ
001792 ﾁｰﾑ･ｲﾝﾀｰｱﾙﾍﾟﾝ ﾁｰﾑｲﾝﾀｰｱﾙﾍﾟﾝ
001793 ﾁｰﾑ　ｳﾞｨｸﾄﾘｱ ﾁｰﾑｳﾞｨｸﾄﾘｱ
001794 TEAM VITAX ﾁｰﾑｳﾞｨﾀｯｸｽ
001795 Team M's Racing ﾁｰﾑｴﾑｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
001796 ﾁｰﾑKIMURA ﾁｰﾑｷﾑﾗ
001797 Team KURZ ﾁｰﾑｸﾙﾂ
001798 ﾁｰﾑｸﾚﾌﾞ ﾁｰﾑｸﾚﾌﾞ
001799 TEAM GET-UP ﾁｰﾑｹﾞｯﾄｱｯﾌﾟ
001800 ﾁｰﾑ ｺﾅｻｰﾌ ﾁｰﾑｺﾅｻｰﾌ
001801 ﾁｰﾑSAIHOKU ﾁｰﾑｻｲﾎｸ
001802 ﾁｰﾑ3110 ﾁｰﾑｻﾝｲﾁｲﾁﾏﾙ
001803 ﾁｰﾑ ｻﾝｶﾞﾘｱ ﾁｰﾑｻﾝｶﾞﾘｱ
001804 ﾁｰﾑJWSC ﾁｰﾑｼﾞｪｲﾀﾞﾌﾞﾘｭｳｴｽｼｰ
001805 ﾁｰﾑ疾風 ﾁｰﾑｼｯﾌﾟｳ
001806 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ ﾁｰﾑｼﾞｮｯｸｽ
001807 ﾁｰﾑ ｽｶｲ ﾁｰﾑｽｶｲ
001808 ﾁｰﾑｽﾀﾝｻｰSC ﾁｰﾑｽﾀﾝｻｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001809 ﾁｰﾑ ｽﾉｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ ﾁｰﾑｽﾉｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ
001810 ﾁｰﾑ･ﾃｨｰｼｰｴｽ ﾁｰﾑﾃｨｰｼｰｴｽ
001811 ﾁｰﾑ ﾄﾞｶﾞﾝｽﾗｰ ﾁｰﾑﾄﾞｶﾞﾝｽﾗｰ
001812 ﾁｰﾑ ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾁｰﾑﾄﾞﾛｯﾌﾟ
001813 ﾁｰﾑ ﾅ･ﾊﾟﾘ ﾁｰﾑﾅﾊﾞﾘ
001814 TEAM BANKEI ﾁｰﾑﾊﾞﾝｹｲ
001815 TEAM　BUMPS ﾁｰﾑﾊﾞﾝﾌﾟｽ
001816 Team BG8 ﾁｰﾑﾋﾞｰｼﾞｰｴｲﾄ
001817 ﾁｰﾑ　BｔｏZ ﾁｰﾑﾋﾞｰﾄｩｾﾞｯﾄ
001818 ﾁｰﾑ･ﾋﾟｽﾃ ﾁｰﾑﾋﾟｽﾃ
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001819 ﾁｰﾑﾋﾟﾔｼﾘｼﾞｭﾆｱ ﾁｰﾑﾋﾟﾔｼﾘｼﾞｭﾆｱ
001820 ﾁｰﾑ ﾌｫﾝ ﾁｰﾑﾌｫﾝ
001821 ﾁｰﾑ･ﾌﾞﾗﾝｼｭ ﾁｰﾑﾌﾞﾗﾝｼｭ
001822 TEAM FREE ﾁｰﾑﾌﾘｰ
001823 ﾁｰﾑ・ﾎｯﾄﾄﾞｯｸ! ﾁｰﾑﾎｯﾄﾄﾞｯｸ
001824 ﾁｰﾑ ﾎﾞﾙﾄﾞﾈｽ FSC ﾁｰﾑﾎﾞﾙﾄﾞﾈｽﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001825 TEAM　Mt. ﾁｰﾑﾏｳﾝﾄ
001826 TEAM MAC ﾁｰﾑﾏｯｸ
001827 ﾁｰﾑﾏﾃﾘｱﾙ ﾁｰﾑﾏﾃﾘｱﾙ
001828 ﾁｰﾑ･ﾓｰﾆﾝｸﾞ ﾁｰﾑﾓｰﾆﾝｸﾞ
001829 TEAM MOCO ﾁｰﾑﾓｺ
001830 ﾁｰﾑ ﾖﾈｯｸｽ ﾁｰﾑﾖﾈｯｸｽ
001831 ﾁｰﾑ ﾘｽﾃﾙ ﾁｰﾑﾘｽﾃﾙ
001832 Team Rave ﾁｰﾑﾚｲﾌﾞ
001833 ﾁｰﾑﾚｽｷｭｰｽﾉｰｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑﾚｽｷｭｰｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
001834 ﾁｰﾑWAM ﾁｰﾑﾜﾑ
001835 致遠館高校 ﾁｴﾝｶﾝｺｳｺｳ
001836 千種高校 ﾁｸｻｺｳｺｳ
001837 ちくさSC ﾁｸｻｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001838 千種台中学校 ﾁｸｻﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001839 千種中学校 ﾁｸｻﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001840 筑紫野中学校 ﾁｸｼﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001841 千曲SC ﾁｸﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001842 筑摩野中学校 ﾁｸﾏﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001843 筑陽学園高等学校 ﾁｸﾖｳｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ
001844 稚松小学校 ﾁｼｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001845 知多八幡中 ﾁﾀﾔﾜﾀﾁｭｳ
001846 智頭SC ﾁﾂﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001847 秩父別中学校 ﾁｯﾌﾟﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001848 千年小学校 ﾁﾄｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001849 千歳ｽｷｰ連盟 ﾁﾄｾｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001850 千歳中学校 ﾁﾄｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001851 茅野湖東小学校 ﾁﾉｺﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001852 茅野市ｽｷｰ協会 ﾁﾉｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
001853 茅野北部中学校 ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001854 千葉ｱﾙﾍﾟﾝSC ﾁﾊﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001855 千葉英和高校 ﾁﾊﾞｴｲﾜｺｳｺｳ
001856 千葉商科大学 ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ
001857 千葉ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ﾁﾊﾞｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
001858 千葉雪友会 ﾁﾊﾞｾﾂﾕｳｶｲ
001859 千葉大学 ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
001860 千葉明徳高校 ﾁﾊﾞﾒｲﾄｸｺｳｺｳ
001862 中越高校 ﾁｭｳｴﾂｺｳｺｳ
001863 中央小学校 ﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001864 中央大学 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001865 中央大学附属高校 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ
001866 中央中学校 ﾁｭｳｵｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001867 中央中等教育学校 ﾁｭｳｵｳﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
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001868 中央長沼中学校 ﾁｭｳｵｳﾅｶﾞﾇﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001869 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001870 中京大学ｽﾉｰﾚｰｼﾝｸﾞ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｽﾉｰﾚｰｼﾝｸﾞ
001871 中宮祠中学校 ﾁｭｳｸﾞｳｼｬﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001872 中電ｸﾞﾙｰﾌﾟSC ﾁｭｳﾃﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001873 中部電力愛知SC ﾁｭｳﾌﾞﾃﾞﾝﾘｮｸｱｲﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001874 忠類小学校 ﾁｭｳﾙｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001875 忠類中学校 ﾁｭｳﾙｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001876 鳥海SC ﾁｮｳｶｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001877 鳥海中学校 ﾁｮｳｶｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001878 鳥海八幡中学校 ﾁｮｳｶｲﾔﾜﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001879 調布市ｽｷｰ連盟 ﾁｮｳﾌｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
001880 調布市立第八中学校 ﾁｮｳﾌｼﾘﾂﾀﾞｲﾊﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001881 町立山辺中学校 ﾁｮｳﾘﾂﾔﾏﾉﾍﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001882 千代田SC ﾁﾖﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001883 千代田中学校 ﾁﾖﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

ツ 001884 津軽中学校 ﾂｶﾞﾙﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001885 津川SC ﾂｶﾞﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001886 月形中学校 ﾂｷｶﾞﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001887 つきみ野中学校 ﾂｷﾐﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001888 月夜野北小学校 ﾂｷﾖﾉｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001889 月夜野SC ﾂｷﾖﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001890 月夜野中学校 ﾂｷﾖﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001891 佃中学校 ﾂｸﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001892 筑波研究学園SC ﾂｸﾊﾞｹﾝｷｭｳｶﾞｸｴﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001893 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
001894 筑波大学附属駒場高校 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺﾏﾊﾞｺｳｺｳ
001895 津市ｽｷｰ協会 ﾂｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
001896 土浦市体協ｽｷｰ部 ﾂﾁｳﾗｼﾀｲｷｮｳｽｷｰﾌﾞ
001897 土浦日本大学中等教育 ﾂﾁｳﾗﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸ
001898 土崎中学校 ﾂﾁｻﾞｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001899 土淵中学校 ﾂﾁﾌﾞﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001900 土屋ﾎｰﾑｽｷｰ部 ﾂﾁﾔﾎｰﾑｽｷｰﾌﾞ
001901 筒井中学校 ﾂﾂｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001902 つつじが丘小学校 ﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001903 堤岡中学校 ﾂﾂﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001904 津南JRC ﾂﾅﾝｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
001905 津南SC ﾂﾅﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001906 津南中等教育学校 ﾂﾅﾝﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
001907 津西高校 ﾂﾆｼｺｳｺｳ
001908 燕SC ﾂﾊﾞﾒｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001909 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ
001910 嬬恋中学校 ﾂﾏｺﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001911 津谷中学校 ﾂﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001912 津山工業高校 ﾂﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
001913 津山工業高専 ﾂﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｺｳｾﾝ
001914 津山高校 ﾂﾔﾏｺｳｺｳ
001915 津山SC ﾂﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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001916 鶴居中学校 ﾂﾙｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001917 鶴岡朝日中学校 ﾂﾙｵｶｱｻﾋﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001918 鶴岡SC ﾂﾙｵｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001919 鶴岡第一中学校 ﾂﾙｵｶﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001920 鶴岡第四中学校 ﾂﾙｵｶﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001921 敦賀沓見小学校 ﾂﾙｶﾞｸﾂﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001922 敦賀気比高附属中学校 ﾂﾙｶﾞｹﾋｺｳﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001923 敦賀高校 ﾂﾙｶﾞｺｳｺｳ
001924 鶴ヶ島中学校 ﾂﾙｶﾞｼﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001925 敦賀中央小学校 ﾂﾙｶﾞﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001926 敦賀西小学校 ﾂﾙｶﾞﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001927 敦賀松原小学校 ﾂﾙｶﾞﾏﾂﾊﾞﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001928 鶴ヶ峯中学校 ﾂﾙｶﾞﾐﾈﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001929 鶴来高校 ﾂﾙｷﾞｺｳｺｳ
001930 鶴来SC ﾂﾙｷﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001931 都留SC ﾂﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001932 鶴田中学校 ﾂﾙﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001933 弦巻中学校 ﾂﾙﾏｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001934 鶴見大学 ﾂﾙﾐﾀﾞｲｶﾞｸ

テ 001935 D-RIDE ﾃﾞｨｰﾗｲﾄﾞ
001936 TS SC ﾃｨｴｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001937 帝京大学 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001938 帝京第三高校 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｻﾝｺｳｺｳ
001939 T.J.R ﾃｨｼﾞｪｲｱｰﾙ
001940 ﾃﾞｨｯﾌﾟｽSC ﾃﾞｨｼｯﾌﾟｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001941 帝都岩手ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ﾃｲﾄｲﾜﾃｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
001942 ﾃｲﾈｵﾘﾝﾋﾟｱSC ﾃｲﾈｵﾘﾝﾋﾟｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001943 手稲ｽｷｰ協会 ﾃｲﾈｽｷｰｷｮｳｶｲ
001944 手稲東中学校 ﾃｲﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001945 手稲山口小学校 ﾃｲﾈﾔﾏｸﾞﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001946 ﾃﾞｻﾝﾄｽｷｰﾁｰﾑ ﾃﾞｻﾝﾄｽｷｰﾁｰﾑ
001947 手代木中学校 ﾃｼﾛｷﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001948 手代木南小学校 ﾃｼﾛｷﾞﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001949 哲多中学校 ﾃｯﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001950 手ノ子小学校 ﾃﾉｺｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001951 ﾃﾞﾓﾈｰｼﾞｭSC ﾃﾞﾓﾈｰｼﾞｭｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001952 寺井中学校 ﾃﾗｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001953 照来小学校 ﾃﾗｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001954 ﾃﾚﾋﾞ愛媛ｽﾉｰｸﾗﾌﾞ ﾃﾚﾋﾞｴﾋﾒｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
001955 出羽小学校 ﾃﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001956 田園調布雙葉中学校 ﾃﾞﾝｴﾝﾁｮｳﾌﾌﾀﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001957 天山ﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾃﾝｻﾞﾝﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ
001958 DENSO電友会ｽｷｰ部 ﾃﾞﾝｿｰﾃﾞﾝﾕｳｶｲｽｷｰﾌﾞ
001959 電通ｽｷｰ部 ﾃﾞﾝﾂｳｽｷｰﾌﾞ
001960 天童第一中学校 ﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001961 天童第三中学校 ﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001962 天童第二中学校 ﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001963 天童中部小学校 ﾃﾝﾄﾞｳﾁｭｳﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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001964 天王小学校 ﾃﾝﾉｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
001965 天王中学校 ﾃﾝﾉｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

ト 001966 桐蔭学園高校 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001967 桐蔭学園中学 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｸ
001968 東奥学園高等学校 ﾄｳｵｳｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ
001969 東奥義塾高校 ﾄｳｵｳｷﾞｼﾞｭｸｺｳｺｳ
001970 東海学園高校 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
001971 東海高校 ﾄｳｶｲｺｳｺｳ
001972 東海大浦安中等部 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｳﾗﾔｽﾁｭｳﾄｳﾌﾞ
001973 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
001974 東海大学甲府高校 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｺｳﾌｺｳｺｳ
001975 東海大学菅生高校 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｽｶﾞｵｺｳｺｳ
001976 東海大学菅生中学校 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｽｶﾞｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001977 東海大学付属翔洋高校 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼｮｳﾖｳｺｳｺｳ
001978 東海大学付属第四高校 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾀﾞｲﾖﾝｺｳｺｳ
001979 東海大付第四高中等部 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾀﾞｲﾖﾝｺｳﾁｭｳﾄｳﾌﾞ
001980 東海大付属高輪台高校 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾀｶﾅﾜﾀﾞｲｺｳｺｳ
001981 東海中学校 ﾄｳｶｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001982 十日町高校 ﾄｳｶﾏﾁｺｳｺｳ
001983 十日町市ｽｷｰ協会 ﾄｳｶﾏﾁｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
001984 十日町市立十日町中学校 ﾄｳｶﾏﾁｼﾘﾂﾄｳｶﾏﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001985 十日町SC ﾄｳｶﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001986 十日町総合高校 ﾄｳｶﾏﾁｿｳｺﾞｳｺｳｺｳ
001987 十日町地域消防署 ﾄｳｶﾏﾁﾁｲｷｼｮｳﾎﾞｳｼｮ
001988 十日町中学校 ﾄｳｶﾏﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001989 十日町中里中学校 ﾄｳｶﾏﾁﾅｶｻﾞﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001990 十日町南中学校 ﾄｳｶﾏﾁﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
001991 東京ｱﾏﾁｭｱSC ﾄｳｷｮｳｱﾏﾁｭｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
001992 東京学芸大附属中等教育学校 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
001993 東京学館高校 ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝｺｳｺｳ
001994 東京経済大学 ﾄｳｷｮｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ
001995 東京工業大学 ﾄｳｷｮｳｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
001996 東京歯科大学 ﾄｳｷｮｳｼｶﾀﾞｲｶﾞｸ
001997 東京石楠花会 ﾄｳｷｮｳｼｬｸﾅｹﾞｶｲ
001998 東京消防庁ｽｷｰ部 ﾄｳｷｮｳｼｮｳﾎﾞｳﾁｮｳｽｷｰﾌﾞ
001999 東京女子体育大学 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ
002000 東京ｽｷｰ研究会 ﾄｳｷｮｳｽｷｰｹﾝｷｭｳｶｲ
002001 東京ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ ﾄｳｷｮｳｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
002002 東京成徳大学高校 ﾄｳｷｮｳｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｺｳ
002003 東京大学 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002004 東京ﾃﾞﾌSC ﾄｳｷｮｳﾃﾞﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002005 東京都市大学 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲｶﾞｸ
002006 東京都市大付属中学校 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002007 東京都庁体育会ｽｷｰ部 ﾄｳｷｮｳﾄﾁｮｳﾀｲｲｸｶｲｽｷｰﾌﾞ
002008 東京都立大学付属中 ﾄｳｷｮｳﾄﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳ
002009 東京農業大学 ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002010 東京農業大学OB会 ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｵｰﾋﾞｰｶｲ
002011 東京農業大学第二高校 ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆｺｳｺｳ
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002012 東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部 ﾄｳｷｮｳﾋﾞｿｳｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰﾌﾞ
002013 東京ﾐﾀｶﾌｧｰｽﾄSC ﾄｳｷｮｳﾐﾀｶﾌｧｰｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002014 峠ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾄｳｹﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
002015 桃源郷ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ ﾄｳｹﾞﾝｷｮｳｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ
002016 桐光学園高校 ﾄｳｺｳｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
002017 桐光学園中学校 ﾄｳｺｳｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002018 東光小学校 ﾄｳｺｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002019 道自衛隊 ﾄﾞｳｼﾞｴｲﾀｲ
002020 同志社高校 ﾄﾞｳｼｼｬｺｳｺｳ
002021 同志社香里高校 ﾄﾞｳｼｼｬｺｳﾘｺｳｺｳ
002022 同志社女子高校 ﾄﾞｳｼｼｬｼﾞｮｼｺｳｺｳ
002023 同志社女子大学 ﾄﾞｳｼｼｬｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ
002024 同志社女子中学校 ﾄﾞｳｼｼｬｼﾞｮｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002025 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲｶﾞｸ
002026 東城SC ﾄｳｼﾞｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002027 東城中学校 ﾄｳｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002028 東部中学校 ﾄｳﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002029 当別ｷｯﾄﾞｽｷｰRT ﾄｳﾍﾞﾂｷｯﾄﾞｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
002030 桐朋高校 ﾄｳﾎｳｺｳｺｳ
002031 東邦高校 ﾄｳﾎｳｺｳｺｳ
002032 東邦大学付属東邦高校 ﾄｳﾎｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾄｳﾎｳｺｳｺｳ
002033 東邦大学付属東邦中学 ﾄｳﾎｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾄｳﾎｳﾁｭｳｶﾞｸ
002034 東北学院高校 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
002035 東北学院大学 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
002036 東北学院中学校 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002037 東北学院榴ヶ岡高校 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ
002038 東北高校 ﾄｳﾎｸｺｳｺｳ
002039 東北大学 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲｶﾞｸ
002040 東北中学校 ﾄｳﾎｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002041 東北福祉大学 ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲｶﾞｸ
002042 当麻中学校 ﾄｳﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002043 東御清翔高校 ﾄｳﾐｾｲｼｮｳｺｳｺｳ
002044 東御東部中学校 ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002045 洞爺湖ｼﾞｭﾆｱ ﾄｳﾔｺｼﾞｭﾆｱ
002046 東洋英和女学院高校 ﾄｳﾖｳｴｲﾜｼﾞｮｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
002047 東洋英和SC ﾄｳﾖｳｴｲﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002048 東陽小学校 ﾄｳﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002049 東洋大学 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002050 稲陵中学校 ﾄｳﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002051 DOWA SC ﾄﾞｳﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002052 遠野中学校 ﾄｵﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002053 ﾄﾞｰﾑ ﾄﾞｰﾑ
002054 戸隠小学校 ﾄｶﾞｸｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002055 戸隠SC ﾄｶﾞｸｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002056 戸隠中学校 ﾄｶﾞｸｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002057 利賀ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ ﾄｶﾞｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
002058 利賀中学校 ﾄｶﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002059 戸狩小学校 ﾄｶﾞﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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002060 ときSC ﾄｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002061 常盤小学校 ﾄｷﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002062 常盤平中学校 ﾄｷﾜﾀﾞｲﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002063 常盤中学校 ﾄｷﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002064 徳島県立小松島西高校 ﾄｸｼﾏｹﾝﾘﾂｺﾏﾂｼﾏﾆｼｺｳｺｳ
002065 徳島県立城東高校 ﾄｸｼﾏｹﾝﾘﾂｼﾞｮｳﾄｳｺｳｺｳ
002066 徳島城西中学校 ﾄｸｼﾏｼﾞｮｳｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002067 徳島市立高校 ﾄｸｼﾏｼﾘﾂｺｳｺｳ
002068 徳洲会SC ﾄｸｼｭｳｶｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002069 徳風高校 ﾄｸﾌｳｺｳｺｳ
002070 特別区職員文化体育会ｽｷｰ部 ﾄｸﾍﾞﾂｸｼｮｸｲﾝﾌﾞﾝｶﾀｲｲｸｶｲｽｷｰﾌﾞ
002071 常葉学園橘高校 ﾄｺﾊｶﾞｸｴﾝﾀﾁﾊﾞﾅｺｳｺｳ
002072 所沢市役所ｽｷｰ部 ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾔｸｼｮｽｷｰﾌﾞ
002073 所沢SC ﾄｺﾛｻﾞﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002074 所沢西高校 ﾄｺﾛｻﾞﾜﾆｼｺｳｺｳ
002075 豊島学院高校 ﾄｼﾏｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
002076 戸田小学校 ﾄﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002077 戸田SC ﾄﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002078 戸田第二小学校 ﾄﾀﾞﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002079 栃尾SC ﾄﾁｵｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002080 栃木商業高校 ﾄﾁｷﾞｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002081 栃木女子高校 ﾄﾁｷﾞｼﾞｮｼｺｳｺｳ
002082 栃木第四小学校 ﾄﾁｷﾞﾀﾞｲﾖﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002083 栃木南中学校 ﾄﾁｷﾞﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002084 獨協高校 ﾄﾞｯｷｮｳｺｳｺｳ
002085 獨協中学校 ﾄﾞｯｷｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002086 鳥取県立米子工業高校 ﾄｯﾄﾘｹﾝﾘﾂﾖﾅｺﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002087 鳥取城北高校 ﾄｯﾄﾘｼﾞｮｳﾎｸｺｳｺｳ
002088 鳥取大学 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲｶﾞｸ
002089 砺波工業高校 ﾄﾅﾐｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002090 砺波高校 ﾄﾅﾐｺｳｺｳ
002091 砺波市ｽｷｰ連盟 ﾄﾅﾐｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002092 砺波東部小学校 ﾄﾅﾐﾄｳﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002093 都南SC ﾄﾅﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002094 都南東小学校 ﾄﾅﾝﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002095 利根商業高校 ﾄﾈｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002096 鳥羽SC ﾄﾊﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002097 とぼねSC ﾄﾎﾞﾈｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002098 苫小牧ｽｷｰ連盟 ﾄﾏｺﾏｲｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002099 苫前ｽｷｰ少年団 ﾄﾏﾏｴｽｷｰｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
002100 苫前中学校 ﾄﾏﾏｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002101 富岡小学校 ﾄﾐｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002102 富岡SC ﾄﾐｵｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002103 富岡中学校 ﾄﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002104 登美ヶ丘中学校 ﾄﾐｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002105 鳥屋野中学校 ﾄﾔﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002106 富山工業高専 ﾄﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｺｳｾﾝ
002107 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
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002108 富山大学 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸ
002109 富山大学附属中学校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002110 富山東高校 ﾄﾔﾏﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
002111 富山FSC ﾄﾔﾏﾌﾘｰｽﾀｲﾙｸﾗﾌﾞ
002112 富山北部高校 ﾄﾔﾏﾎｸﾌﾞｺｳｺｳ
002113 富山北部中学校 ﾄﾔﾏﾎｸﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002114 豊明高校 ﾄﾖｱｹｺｳｺｳ
002115 豊明小学校 ﾄﾖｱｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002116 豊受小学校 ﾄﾖｳｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002117 豊岡高校 ﾄﾖｵｶｺｳｺｳ
002118 豊岡SC ﾄﾖｵｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002119 豊岡総合高校 ﾄﾖｵｶｿｳｺﾞｳｺｳｺｳ
002120 豊川市ｽｷｰ協会 ﾄﾖｶﾜｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002121 豊里SC ﾄﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002122 豊郷中学 ﾄﾖｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002123 豊科北中学校 ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002124 ﾄﾖﾀ自動車ｽｷｰ部 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｽｷｰﾌﾞ
002125 ﾄﾖﾀ自動車北海道 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬﾎｯｶｲﾄﾞｳ
002126 豊田自動織機ｽｷｰ部 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｮｯｷｽｷｰﾌﾞ
002127 ﾄﾖﾀ車体ｽｷｰ部 ﾄﾖﾀｼｬﾀｲｽｷｰﾌﾞ
002128 豊田中央研究所ｽｷｰ部 ﾄﾖﾀﾁｭｳｵｳｹﾝｷｭｳｼｮｽｷｰﾌﾞ
002129 豊田通商(株)山岳ｽｷｰ部 ﾄﾖﾀﾂｳｼｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｻﾝｶﾞｸｽｷｰﾌﾞ
002130 豊富小学校 ﾄﾖﾄﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002131 豊橋工業高校 ﾄﾖﾊｼｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002132 豊橋体協ｽｷｰ部 ﾄﾖﾊｼﾀｲｷｮｳｽｷｰﾌﾞ
002133 豊平SC ﾄﾖﾋﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002134 ﾄﾗｰﾑSC ﾄﾗｰﾑｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002135 ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
002136 鳥居松小学校 ﾄﾘｲﾏﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002137 鳥越ｽｷｰ協会 ﾄﾘｺﾞｴｽｷｰｷｮｳｶｲ
002138 鳥越中学校 ﾄﾘｺﾞｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002139 杜陵小学校 ﾄﾘｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002140 ﾄﾙﾍﾞｺﾑﾗｰﾄﾞ ﾄﾙﾍﾞｺﾑﾗｰﾄﾞ
002141 十和田高校 ﾄﾜﾀﾞｺｳｺｳ
002142 十和田湖中学校 ﾄﾜﾀﾞｺﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002143 十和田市ｽｷｰ協会 ﾄﾜﾀﾞｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002144 十和田中学校 ﾄﾜﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002145 屯田中央中学校 ﾄﾝﾃﾞﾝﾁｭｳｵｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002146 頓原中学校 ﾄﾝﾊﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

ナ 002147 奈井江中学校 ﾅｲｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002148 NICE ﾅｲｽ
002149 苗場SSC ﾅｴﾊﾞｴｽｴｽｼｰ
002150 直江津中学 ﾅｵｴﾂﾁｭｳｶﾞｸ
002151 直江津中等教育学校 ﾅｵｴﾂﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
002152 直江津東中学校 ﾅｵｴﾂﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｸ
002153 直島中学校 ﾅｵｼﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002154 長井北中学校 ﾅｶﾞｲｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002155 長井南中学校 ﾅｶﾞｲﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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002156 中海中学校 ﾅｶｳﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002157 長岡AJ ﾅｶﾞｵｶｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ
002158 長岡工業高校 ﾅｶﾞｵｶｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002159 長岡工業高等専門学校 ﾅｶﾞｵｶｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ
002160 長岡高校 ﾅｶﾞｵｶｺｳｺｳ
002161 長岡市立岡南中学校 ﾅｶﾞｵｶｼﾘﾂｺｳﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002162 長岡ｽｷｰ協会 ﾅｶﾞｵｶｽｷｰｷｮｳｶｲ
002163 長岡南中学校 ﾅｶﾞｵｶﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002164 中尾中学校 ﾅｶｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002165 長尾中学校 ﾅｶﾞｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002166 中川小学校 ﾅｶｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002167 長崎県体育協会 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾀｲｲｸｷｮｳｶｲ
002168 長崎ｽｷｰﾔｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾞｻｷｽｷｰﾔｰｽﾞｸﾗﾌﾞ
002169 中佐都小学校 ﾅｶｻﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002170 中郷中学校 ﾅｶｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002171 中里中学校 ﾅｶｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002172 中里中学校 ﾅｶｻﾞﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002173 中標津中学校 ﾅｶｼﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002174 中標津東小学校 ﾅｶｼﾍﾞﾂﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002175 中条SC ﾅｶｼﾞｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002176 中条中学校 ﾅｶｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002177 長瀬小学校 ﾅｶﾞｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002178 中仙小学校 ﾅｶｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002179 中仙SC ﾅｶｾﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002180 那加第一小学校 ﾅｶﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002181 長田中学校 ﾅｶﾞﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002182 中津川ｽｷｰ協会 ﾅｶﾂｶﾞﾜｽｷｰｷｮｳｶｲ
002183 長門小学校 ﾅｶﾞﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002184 長門SC ﾅｶﾞﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002185 中頓別中学校 ﾅｶﾄﾝﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002186 中新田中学校 ﾅｶﾆｲﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002187 長沼ﾏｵｲﾚｰｼﾝｸﾞ ﾅｶﾞﾇﾏﾏｵｲﾚｰｼﾝｸﾞ
002188 長根台小学校 ﾅｶﾞﾈﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002189 長野工業高校 ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002190 長野高校 ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ
002191 長野高専 ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ
002192 中野市SC ﾅｶﾉｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002193 長野市SC ﾅｶﾞﾉｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002194 中之島小学校 ﾅｶﾉｼﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002195 中野小学校 ﾅｶﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002196 中之条小学校 ﾅｶﾉｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002197 長野城山小学校 ﾅｶﾞﾉｼﾞｮｳﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002198 中野SC ﾅｶﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002199 長野西部中学校 ﾅｶﾞﾉｾｲﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002200 中野中学校 ﾅｶﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002201 中野西高校 ﾅｶﾉﾆｼｺｳｺｳ
002202 長野西高校 ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳｺｳ
002203 長野日本大学中学高校 ﾅｶﾞﾉﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾁｭｳｶﾞｸｺｳｺｳ
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002204 長野日本無線ｽｷｰ部 ﾅｶﾞﾉﾆﾎﾝﾑｾﾝｽｷｰﾌﾞ
002205 長野原高校 ﾅｶﾞﾉﾊﾗｺｳｺｳ
002206 長野原SC ﾅｶﾞﾉﾊﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002207 長野原第一小学校 ﾅｶﾞﾉﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002208 長野原中央小学校 ﾅｶﾞﾉﾊﾗﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002209 長野原東中学校 ﾅｶﾞﾉﾊﾗﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002210 長野東高校 ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
002211 長野北部中学校 ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002212 長野吉田高校 ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳｺｳ
002213 中野立志館高校 ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳｺｳ
002214 長浜SC ﾅｶﾞﾊﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002215 中富良野中学校 ﾅｶﾌﾗﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002216 長町小学校 ﾅｶﾞﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002217 長峰中学校 ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002218 仲山SC ﾅｶﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002219 中山中学校 ﾅｶﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002220 中湧別小学校 ﾅｶﾕｳﾍﾞﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002221 奈川小学校 ﾅｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002222 名古屋経済大市邨高校 ﾅｺﾞﾔｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｲﾁﾑﾗｺｳｺｳ
002223 名古屋高校 ﾅｺﾞﾔｺｳｺｳ
002224 名古屋産業大学 ﾅｺﾞﾔｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002225 名古屋大学 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲｶﾞｸ
002226 名古屋朝鮮中級学校 ﾅｺﾞﾔﾁｮｳｾﾝﾁｭｳｷｭｳｶﾞｯｺｳ
002227 那須高原海城高校 ﾅｽｺｳｹﾞﾝｶｲｼﾞｮｳｺｳｺｳ
002228 那須高校 ﾅｽｺｳｺｳ
002229 那須塩原ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾅｽｼｵﾊﾞﾗｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
002230 那須小学校 ﾅｽｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002231 那須市立南小学校 ﾅｽｼﾘﾂﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002232 那須SC ﾅｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002233 那須清峰高校 ﾅｽｾｲﾎｳｺｳｺｳ
002234 那須中学校 ﾅｽﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002235 那須東陽中学校 ﾅｽﾄｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002236 NANOSH湘南 ﾅｯｼｮｳｼｮｳﾅﾝ
002237 七尾市ｽｷｰ協会 ﾅﾅｵｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002238 名張桔梗丘高等学校 ﾅﾊﾞﾘｷｷｮｳｶﾞｵｶｺｳｺｳ
002239 滑川市ｽｷｰ協会 ﾅﾒﾘｶﾜｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002240 滑川中学校 ﾅﾒﾘｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002241 名寄高校 ﾅﾖﾛｺｳｺｳ
002242 名寄3普連 ﾅﾖﾛｻﾝﾌﾚﾝ
002243 名寄小学校 ﾅﾖﾛｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002244 名寄中学校 ﾅﾖﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002245 名寄東中学校 ﾅﾖﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002246 楢川中学校 ﾅﾗｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002247 奈良県庁SC ﾅﾗｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002248 奈良県立大学 ﾅﾗｹﾝﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ
002249 奈良大学附属高校 ﾅﾗﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ
002250 成器南小学校 ﾅﾘｷﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002251 鳴子温泉ｽｷｰ協会 ﾅﾙｺｵﾝｾﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲ
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002252 鳴子小学校 ﾅﾙｺｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002253 鳴子中学校 ﾅﾙｺﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002254 鳴瀬第二中学校 ﾅﾙｾﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002255 名和小学校 ﾅﾜｼｮｳｶﾞkｯｺｳ
002256 名和中学校 ﾅﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002257 南郷小 ﾅﾝｺﾞｳｼｮｳ
002258 南郷中学校 ﾅﾝｺﾞｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002259 南山高校 ﾅﾝｻﾞﾝｺｳｺｳ
002260 南山国際中学校 ﾅﾝｻﾞﾝｺｸｻｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002261 南山SC ﾅﾝｻﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002262 南山大学 ﾅﾝｻﾞﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
002263 南山中学校 ﾅﾝｻﾞﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002264 南星中学校 ﾅﾝｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002265 南西中学校 ﾅﾝｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002266 南砺平高校 ﾅﾝﾄﾀｲﾗｺｳｺｳ
002267 南部中学校 ﾅﾝﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002268 南稜SC ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ニ 002269 新潟JST ﾆｲｶﾞﾀｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
002270 新潟ｽｷｰ協会 ﾆｲｶﾞﾀｽｷｰｷｮｳｶｲ
002271 新潟SC ﾆｲｶﾞﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002272 新潟ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ﾆｲｶﾞﾀｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
002273 新潟第一高校 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
002274 新潟大学 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲｶﾞｸ
003323 新川高校 ﾆｲｶﾜｺｳｺｳ
002275 新島学園高校 ﾆｲｼﾞﾏｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
002276 新島学園中学校 ﾆｲｼﾞﾏｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002277 新居浜高専 ﾆｲﾊﾏｺｳｾﾝ
002278 新治小学校 ﾆｲﾊﾞﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002279 新治SC ﾆｲﾊﾞﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002280 新治中学校 ﾆｲﾊﾞﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002281 新見高校 ﾆｲﾐｺｳｺｳ
002282 新見第一中学校 ﾆｲﾐﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002283 仁尾中学校 ﾆｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002284 仁木中学校 ﾆｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002285 西粟倉体協ｽｷｰ部 ﾆｼｱﾜｸﾗﾀｲｷｮｳｽｷｰﾌﾞ
002286 西大崎小学校 ﾆｼｵｵｻｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002287 西神楽中学校 ﾆｼｶｸﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002288 西川小学校 ﾆｼｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002289 西川竹園高校 ﾆｼｶﾜﾀｹｿﾉｺｳｺｳ
002290 西川中学校 ﾆｼｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002291 錦丘中学 ﾆｼｷｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｸ
002292 錦ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ ﾆｼｷｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ
002293 錦SC ﾆｼｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002294 錦中学校 ﾆｼｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002295 西高校 ﾆｼｺｳｺｳ
002296 西御料地小学校 ﾆｼｺﾞﾘｮｳﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002297 西館小学校 ﾆｼﾀﾞﾃｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002298 西中学校 ﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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002299 西中田小学校 ﾆｼﾅｶﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002300 西那須野中学校 ﾆｼﾅｽﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002301 仁科台中学校 ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002302 西根小学校 ﾆｼﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002303 西根中学校 ﾆｼﾈﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002304 西野小学校 ﾆｼﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002305 西野中学校 ﾆｼﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002306 西浜中学校 ﾆｼﾊﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002307 西馬音内小学校 ﾆｼﾓﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002308 西和賀町ｽｷｰ協会 ﾆｼﾜｶﾞﾏﾁｽｷｰｷｮｳｶｲ
002309 ﾆｾｺ高校 ﾆｾｺｺｳｺｳ
002310 ﾆｾｺ中学校 ﾆｾｺﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002311 ﾆｾｺ花園SRT ﾆｾｺﾊﾅｿﾞﾉｴｽｱｰﾙﾃｨ
002312 NISEKO B&J ﾆｾｺﾋﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｪｲ
002313 2戦車上富良野 ﾆｾﾝｼｬｶﾐﾌﾗﾉ
002314 仁多中学校 ﾆﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002315 日大東北高校 ﾆﾁﾀﾞｲﾄｳﾎｸｺｳｺｳ
002316 日南中 ﾆﾁﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002317 ﾆｯｸﾓｯｸSC ﾆｯｸﾓｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002318 日建総業SC ﾆｯｹﾝｿｳｷﾞｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002319 日光SC ﾆｯｺｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002320 日光中学校 ﾆｯｺｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002321 日光豊岡中学校 ﾆｯｺｳﾄﾖｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002322 日光藤原中学校 ﾆｯｺｳﾌｼﾞﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002323 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽｷｰ部 ﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽｷｰﾌﾞ
002324 日産自動車東京本社ｽｷｰ部 ﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄｳｷｮｳﾎﾝｼｬｽｷｰﾌﾞ
002325 日進東中学校 ﾆｯｼﾝﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002326 日晴有斐SC ﾆｯｾｲﾕｳﾋｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002327 ﾆｯｾﾝｽﾎﾟｰﾂSC ﾆｯｾﾝｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002328 日体荏原高校 ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗｺｳｺｳ
002329 日体桜華高校 ﾆｯﾀｲｵｳｶｺｳｺｳ
002330 日本工業大学駒場高校 ﾆｯﾎﾟﾝｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｺﾏﾊﾞｺｳｺｳ
002331 日本工業大駒場中学校 ﾆｯﾎﾟﾝｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｺﾏﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002332 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ
002333 二王子ﾆﾉｯｸｽSC ﾆﾉｳｼﾞﾆﾉｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002334 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ（株）ｽｷｰ部 ﾆﾎﾝｱｲﾋﾞｰｴﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｷｰﾌﾞ
002335 日本ｱﾙﾍﾟﾝSC ﾆﾎﾝｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002336 日本ｴｲﾄﾏﾝSC ﾆﾎﾝｴｲﾄﾏﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002337 日本学園中学校 ﾆﾎﾝｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002338 日本空調ｻｰﾋﾞｽｽｷｰﾁｰﾑ ﾆﾎﾝｸｳﾁｮｳｻｰﾋﾞｽｽｷｰﾁｰﾑ
002339 日本航空高校 ﾆﾎﾝｺｳｸｳｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
002340 日本女子体育大学 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ
002341 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
002342 日本大学高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｺｳ
002343 日本大学櫻丘高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｻｸﾗｶﾞｵｶｺｳｺｳ
002344 日本大学第三高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｻﾝｺｳｺｳ
002345 日本大学第三中学校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002346 日本大学第二高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆｺｳｺｳ
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002347 日本大学第二中学校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002348 日本大学中学校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002349 日本大学鶴ヶ丘高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾂﾙｶﾞｵｶｺｳｺｳ
002350 日本大学豊山高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞｻﾞﾝｺｳｺｳ
002351 日本大学明誠高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾒｲｾｲｺｳｺｳ
002352 日本大学山形高校 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀｺｳｺｳ
002353 日本ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ SC ﾆﾎﾝﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002354 二本松北小学校 ﾆﾎﾝﾏﾂｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002355 二本松SC ﾆﾎﾝﾏﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002356 二本松第一中学校 ﾆﾎﾝﾏﾂﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002357 日本ﾕﾆｼｽSC ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002358 日本ﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾆﾎﾝﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002359 丹生川中学校 ﾆｭｳｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002360 入善高校 ﾆｭｳｾﾞﾝｺｳｺｳ
002361 韮崎工業高校 ﾆﾗｻｷｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002362 韮崎高校 ﾆﾗｻｷｺｳｺｳ
002363 韮崎SC ﾆﾗｻｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002364 韮山高校 ﾆﾗﾔﾏｺｳｺｳ
002365 楡原中学校 ﾆﾚﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

ヌ 002366 ぬかびら源泉郷倶楽部 ﾇｶﾋﾞﾗｹﾞﾝｾﾝｷｮｳｸﾗﾌﾞ
002367 糠平ｽｷｰ学校 ﾇｶﾋﾞﾗｽｷｰｶﾞｯｺｳ
002368 ﾇﾌﾟﾘｽｷｰ同人 ﾇﾌﾟﾘｽｷｰﾄﾞｳｼﾞﾝ
002369 沼宮内小学校 ﾇﾏｸﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002370 沼宮内中学校 ﾇﾏｸﾅｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002371 沼田川田小学校 ﾇﾏﾀｶﾜﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002372 沼田北小学校 ﾇﾏﾀｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002373 沼田高校 ﾇﾏﾀｺｳｺｳ
002374 沼田小学校 ﾇﾏﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002375 沼田女子高校 ﾇﾏﾀｼﾞｮｼｺｳｺｳ
002376 沼田SC ﾇﾏﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002377 沼田中学校 ﾇﾏﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002378 沼田町 ﾇﾏﾀﾁｮｳ
002379 沼田南中学校 ﾇﾏﾀﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002380 沼津ｽｷｰ協会 ﾇﾏﾂﾞｽｷｰｷｮｳｶｲ

ネ 002381 ﾈｰｼﾞｭ ｽｷｰﾁｰﾑ ﾈｰｼﾞｭｽｷｰﾁｰﾑ
002382 ﾈｺﾏSC ﾈｺﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002383 根室光洋中学校 ﾈﾑﾛｺｳﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002384 寝屋川第三中学校 ﾈﾔｶﾞﾜﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002385 練馬区ｽｷｰ協会 ﾈﾘﾏｸｽｷｰｷｮｳｶｲ
002386 練馬中学校 ﾈﾘﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

ノ 002387 ﾉｰｽ･ｳｲﾝｽﾞSC ﾉｰｽｳｲﾝｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002388 ﾉｰｽﾋｰﾛｰSC ﾉｰｽﾋｰﾛｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002389 野岸小学校 ﾉｷﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002390 野沢温泉小学校 ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002391 野沢温泉SC ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002392 野沢温泉中学校 ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002393 野沢北高校 ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳｺｳ
002394 野沢小学校 ﾉｻﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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002395 能代SC ﾉｼﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002396 能代第五小学校 ﾉｼﾛﾀﾞｲｺﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002397 野田生中学校 ﾉﾀﾞｵｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002398 野々市市ｽｷｰ協会 ﾉﾉｲﾁｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002399 野辺地高校 ﾉﾍｼﾞｺｳｺｳ
002400 野辺地小学校 ﾉﾍｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002401 野辺地SC ﾉﾍｼﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002402 野辺地中学校 ﾉﾍｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002403 野辺山SC ﾉﾍﾞﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002404 登別明日中学校 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂｱｹﾋﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002405 登別大谷高校 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂｵｵﾀﾆｺｳｺｳ
002406 登別ｽｷｰ連盟 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002407 登別緑陽中学校 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂﾘｮｸﾖｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002408 能美市ｽｷｰ協会 ﾉﾐｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002409 野向小学校 ﾉﾑｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002410 乗鞍ＳＣ ﾉﾘｸﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ハ 002411 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ
002412 HART ﾊｰﾄ
002413 ﾊﾟｰﾄﾅｰｴｰｼﾞｪﾝﾄSC ﾊﾟｰﾄﾅｰｴｰｼﾞｪﾝﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002414 ﾊﾞｰﾄﾝ ﾊﾞｰﾄﾝ
002415 ﾊｲｼﾞSC ﾊｲｼﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002416 波賀中学校 ﾊｶﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002417 萩荘小学校 ﾊｷﾞｼｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002418 白鴎大学足利高校 ﾊｸｵｳﾀﾞｲｶﾞｸｱｼｶｶﾞｺｳｺｳ
002419 白銀SC ﾊｸｷﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002420 白馬高校 ﾊｸﾊﾞｺｳｺｳ
002421 白馬SC ﾊｸﾊﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002422 白馬中学校 ﾊｸﾊﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002423 白馬南小学校 ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002424 白馬北小学校 ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002425 白馬村SC ﾊｸﾊﾞﾑﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002426 白鳳女子短期大学 ﾊｸﾎｳｼﾞｮｼﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ
002427 白楊小学校 ﾊｸﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002428 白嶺中学校 ﾊｸﾚｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002429 白嶺吹雪Jr.ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾊｸﾚｲﾌﾌﾞｷｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
002430 羽黒SC ﾊｸﾞﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002431 羽黒第一小学校 ﾊｸﾞﾛﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002432 羽黒第二小学校 ﾊｸﾞﾛﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002433 羽黒第四小学校 ﾊｸﾞﾛﾀﾞｲﾖﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002434 羽黒中学校 ﾊｸﾞﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002435 函館市立中学校 ﾊｺﾀﾞﾃｼﾘﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002436 函館ｽｷｰ指導員会 ﾊｺﾀﾞﾃｽｷｰｼﾄﾞｳｲﾝｶｲ
002437 函館ｽｷｰ連盟 ﾊｺﾀﾞﾃｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002438 函館ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ ﾊｺﾀﾞﾃﾊﾞｲｱｽﾛﾝ
002439 函館ﾗｻｰﾙ高校 ﾊｺﾀﾞﾃﾗｻｰﾙｺｳｺｳ
002440 波佐小学校 ﾊｻﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002441 ﾊﾟｼﾞｪﾛ製造ｽｷｰ部 ﾊﾟｼﾞｪﾛｾｲｿﾞｳｽｷｰﾌﾞ
002442 蓮田市ｽｷｰ連盟 ﾊｽﾀﾞｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
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002443 蓮沼中学校 ﾊｽﾇﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002444 ﾊﾀﾔｽﾎﾟｰﾂSC ﾊﾀﾔｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002445 八王子ｽｷｰ連盟 ﾊﾁｵｳｼﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002446 ﾊﾁ北ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ ﾊﾁｷﾀｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
002447 八戸工業大学 ﾊﾁﾉﾍｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002448 八戸市立北稜中学校 ﾊﾁﾉﾍｼﾘﾂﾎｸﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002449 八戸第三中学校 ﾊﾁﾉﾍﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002450 八幡平市安代ｽｷｰ協会 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼｱｼﾛｽｷｰｷｮｳｶｲ
002451 八幡平市ｽｷｰ連盟 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼｽｷｰﾚﾝﾝﾒｲ
002452 八幡平市西根ｽｷｰ協会 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼﾆｼﾈｽｷｰｷｮｳｶｲ
002453 八幡平小学校 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002454 八竜中学校 ﾊﾁﾘｭｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002455 八海高校 ﾊｯｶｲｺｳｺｳ
002456 八海山SC ﾊｯｶｲｻﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002457 八海山麓SC ﾊｯｶｲｻﾝﾛｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002458 二十日石ｱﾙﾍﾟﾝSC ﾊﾂｶｲｼｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002459 八甲田山SC ﾊｯｺｳﾀﾞｻﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002460 八甲田山FSSC ﾊｯｺｳﾀﾞｻﾝﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002461 発寒中学校 ﾊｯｻﾑﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002462 八東中学校 ﾊｯﾄｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002463 八峰SC ﾊｯﾎﾟｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002464 ﾊﾞﾃﾞｨｰSC ﾊﾞﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002465 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
002466 ﾊﾟﾄﾞﾙｸﾗﾌﾞ NGY ﾊﾟﾄﾞﾙｸﾗﾌﾞｴﾇｼﾞｰﾜｲ
002467 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸSC ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002468 花巻市ｽｷｰ協会 ﾊﾅﾏｷｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002469 花巻市役所 ﾊﾅﾏｷｼﾔｸｼｮ
002470 花巻湯本中学校 ﾊﾅﾏｷﾕﾓﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｵｳ
002471 花輪高校 ﾊﾅﾜｺｳｺｳ
002472 花輪小学校 ﾊﾅﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002473 花輪第一中学校 ﾊﾅﾜﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002474 花輪第二中学校 ﾊﾅﾜﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002475 PAPASU SKI CLUB ﾊﾟﾊﾟｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002476 浜北北部中学 ﾊﾏｷﾀﾎｸﾌﾞﾁｭｳｶﾞｸ
002477 浜須賀中学校 ﾊﾏｽｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002478 浜館小学校 ﾊﾏﾀﾞﾃｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002479 浜頓別中学校 ﾊﾏﾄﾝﾍﾞﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002480 浜松上島小学校 ﾊﾏﾏﾂｼｶﾐｼﾞﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002481 浜松西高校 ﾊﾏﾏﾂﾆｼｺｳｺｳ
002482 浜松日体高校 ﾊﾏﾏﾂﾆｯﾀｲｺｳｺｳ
002483 ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞSC ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002484 ﾊﾞﾓｽSC ﾊﾞﾓｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002485 早島中学校 ﾊﾔｼﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002486 ﾊﾞﾔSC ﾊﾞﾔｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002487 早月中学校 ﾊﾔﾂｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002488 速星中学校 ﾊﾔﾎｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002489 ﾊﾟﾗﾚﾙSC ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002490 針生ｽﾎﾟ少 ﾊﾘｭｳｽﾎﾟｼｮｳ
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002491 春木台小学校 ﾊﾙｷﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002492 春木中学校 ﾊﾙｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002493 治田小学校 ﾊﾙﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002494 春日丘高校 ﾊﾙﾋｶﾞｵｶｺｳｺｳ
002495 ﾊﾟﾙﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾊﾟﾙﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002496 万世小学校 ﾊﾞﾝｾｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002497 阪南大学 ﾊﾝﾅﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

ヒ 002498 BE-IN ﾋﾞｰｲﾝ
002499 PSU ﾋﾟｰｴｽﾕｰ
002500 比叡山高校 ﾋｴｲｻﾞﾝｺｳｺｳ
002501 日枝中学校 ﾋｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002502 東相内小学校 ﾋｶﾞｼｱｲﾉﾅｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002503 東綾瀬中学校 ﾋｶﾞｼｱﾔｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002504 東小千谷中学校 ﾋｶﾞｼｵﾁﾞﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002505 東小野田小学校 ﾋｶﾞｼｵﾉﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002506 東神楽中学校 ﾋｶﾞｼｶｸﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002507 東川中学校 ﾋｶﾞｼｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002508 東住吉中学校 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002509 東中学校 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002510 東成瀬小学校 ﾋｶﾞｼﾅﾙｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002511 東成瀬SC ﾋｶﾞｼﾅﾙｾｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002512 東成瀬中学校 ﾋｶﾞｼﾅﾙｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002513 東松園小学校 ﾋｶﾞｼﾏﾂｿﾞﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002514 東水沢中学校 ﾋｶﾞｼﾐｽﾞｻﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002515 東村山第七中学校 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏﾀﾞｲﾅﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002516 東目屋小学校 ﾋｶﾞｼﾒﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002517 東山中学校 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002518 東由利小学校 ﾋｶﾞｼﾕﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002519 東由利SC ﾋｶﾞｼﾕﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002520 東由利中学校 ﾋｶﾞｼﾕﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002521 ひきみｽﾉｰｸﾗﾌﾞ ﾋｷﾐｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
002522 久枝小学校 ﾋｻｴﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002523 檜沢中学校 ﾋｻﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002524 聖高原SC ﾋｼﾞﾘｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002525 ﾋﾟｽﾃSC ﾋﾟｽﾃｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002526 日高高校 ﾋﾀﾞｶｺｳｺｳ
002527 日高中学校 ﾋﾀﾞｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002528 日高西中学 ﾋﾀﾞｶﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002529 飛騨神岡 ﾋﾀﾞｶﾐｵｶ
002530 斐太高校 ﾋﾀﾞｺｳｺｳ
002531 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ
002532 日立AMS群馬SC ﾋﾀﾁｴｰｴﾑｴｽｸﾞﾝﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002533 日立大みかｽｷｰ部 ﾋﾀﾁｵｵﾐｶｽｷｰﾌﾞ
002534 日立佐和山岳部 ﾋﾀﾁｻﾜｻﾝｶﾞｸﾌﾞ
002535 日立製作所本社ｽｷｰ部 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮﾎﾝｼｬｽｷｰﾌﾞ
002536 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｽｷｰ部 ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽｷｰﾌﾞ
002537 日立本社ｽｷｰ部 ﾋﾀﾁﾎﾝｼｬｽｷｰﾌﾞ
002538 日立横浜ｽｷｰ部 ﾋﾀﾁﾖｺﾊﾏｽｷｰﾌﾞ
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002539 比布ﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾋﾟｯﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002540 一橋大学 ﾋﾄﾂﾊﾞｼﾀﾞｲｶﾞｸ
002541 比内中学校 ﾋﾅｲﾁｭｳｶﾞkｯｺｳ
002542 檜枝岐中学校 ﾋﾉｴﾏﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002543 桧木内中学校 ﾋﾉｷﾅｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002544 日野高校 ﾋﾉｺｳｺｳ
002545 日野小学校 ﾋﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002546 日出学園中学校 ﾋﾉﾃﾞｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002547 日出高校 ﾋﾉﾃﾞｺｳｺｳ
002548 日野四中 ﾋﾉﾖﾝﾁｭｳ
002549 美唄中学校 ﾋﾞﾊﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002550 BIFUKA AIR FORCE ﾋﾞﾌｶｴｱﾌｫｰｽ
002551 美深小学校 ﾋﾞﾌｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002552 美深中学校 ﾋﾞﾌｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002553 美幌北中学校 ﾋﾞﾎﾛｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002554 美幌高校 ﾋﾞﾎﾛｺｳｺｳ
002555 美幌町ｽｷｰ連盟 ﾋﾞﾎﾛﾁｮｳｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002556 ﾋﾏﾗﾔSNOW CLUB ﾋﾏﾗﾔｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
002557 姫路ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ﾋﾒｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
002558 ぴゅあSC ﾋﾟｭｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002559 兵庫県立大学 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ
002560 日吉台中学校 ﾋﾖｼﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002561 日吉台西中学校 ﾋﾖｼﾀﾞｲﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002562 日義中学校 ﾋﾖｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002563 日吉中学校 ﾋﾖｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002564 平賀東小学校 ﾋﾗｶﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002565 平内町SC ﾋﾗﾅｲﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002566 平野小学校 ﾋﾗﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002567 平野中学校 ﾋﾗﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002568 蒜山SC ﾋﾙｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002569 蒜山中学校 ﾋﾙｾﾞﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002570 広丘小学校 ﾋﾛｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002571 広尾中(教) ﾋﾛｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002572 弘果SRC ﾋﾛｶｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
002573 広神中学校 ﾋﾛｶﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002574 広神東小学校 ﾋﾛｶﾐﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002575 弘前学院聖愛高校 ﾋﾛｻｷｶﾞｸｲﾝｾｲｱｲｺｳｺｳ
002576 弘前学院聖愛中学校 ﾋﾛｻｷｶﾞｸｲﾝｾｲｱｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002577 弘前工業高校 ﾋﾛｻｷｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002578 弘前実業高校 ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002579 弘前市立第四中学校 ﾋﾛｻｷｼﾘﾂﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002580 弘前ｽｷｰ倶楽部 ﾋﾛｻｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002581 弘前第一中学校 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002582 弘前大学 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸ
002583 弘前大教育学部附属中 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸｷｮｳｲｸｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002584 弘前大学附属小学校 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002585 広島ｶﾞｽｽｷｰ部 ﾋﾛｼﾏｶﾞｽｽｷｰﾌﾞ
002586 広島経済大学 ﾋﾛｼﾏｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ
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002587 広島県東部教職員SC ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄｳﾌﾞｷｮｳｼｮｸｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002588 広島高校 ﾋﾛｼﾏｺｳｺｳ
002589 広島国際大学 ﾋﾛｼﾏｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ
002590 広島新庄高校 ﾋﾛｼﾏｼﾝｼﾞｮｳｺｳｺｳ
002591 広島新庄中学校 ﾋﾛｼﾏｼﾝｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002592 広島ｽﾉｰｸﾗﾌﾞ ﾋﾛｼﾏｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
002593 広島大学 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸ
002594 広幡小学校 ﾋﾛﾊﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002595 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲｶﾞｸ
002596 比和小学校 ﾋﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002597 比和中学校 ﾋﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

フ 002598 ﾌｧｰｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾌｧｰｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002599 ﾌｧｰﾚﾝSC ﾌｧｰﾚﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002600 ﾌｧｲﾔｰﾊﾞｰﾄﾞ ﾌｧｲﾔｰﾊﾞｰﾄﾞ
002601 ﾌｧｲﾔｰﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ﾌｧｲﾔｰﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
002602 ﾌｨｸｼｮﾝ ﾌｨｸｼｮﾝ
002603 FIT SKI ﾌｨｯﾄｽｷｰ
002604 ﾌｨﾌｽSC ﾌｨﾌｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002605 Fu's ｱﾙﾍﾟﾝ ﾌｰｽﾞｱﾙﾍﾟﾝ
002606 Fu's snow area SC ﾌｰｽﾞｽﾉｰｴﾘｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002607 風連中学校 ﾌｳﾚﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002608 ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ
002609 ﾌｫｰﾁｭﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 ﾌｫｰﾁｭﾝｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
002610 深川小学校 ﾌｶｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002611 福生中 ﾌｸｲｹﾁｭｳ
002612 福井工業大附属福井高 ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾌｸｲｺｳ
002613 福井工業大附属福井中 ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾌｸｲﾁｭｳ
002614 福井大学院 ﾌｸｲﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ
002615 福井MSC ﾌｸｲﾓｰｸﾞﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002616 福岡教育大附属小倉中 ﾌｸｵｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｸﾗﾁｭｳ
002617 福岡市役所スキー部 ﾌｸｵｶｼﾔｸｼｮｽｷｰﾌﾞ
002618 福岡女学院中学校 ﾌｸｵｶｼﾞｮｶﾞｸｲﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002619 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸ
002620 福岡中学校 ﾌｸｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002621 福原中学校 ﾌｸｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002622 福島県ﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰ協会 ﾌｸｼﾏｹﾝﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰｷｮｳｶｲ
002623 福島高校 ﾌｸｼﾏｺｳｺｳ
002624 福島自衛隊SC ﾌｸｼﾏｼﾞｴｲﾀｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002625 福島小学校 ﾌｸｼﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002626 福島商業高校 ﾌｸｼﾏｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002627 福島大学 ﾌｸｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸ
002628 福島第四小学校 ﾌｸｼﾏﾀﾞｲﾖﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002629 福島中学 ﾌｸｼﾏﾁｭｳｶﾞｸ
002630 福島中学校 ﾌｸｼﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002631 福島ﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾌｸｼﾏﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002632 福知山高校 ﾌｸﾁﾔﾏｺｳｺｳ
002633 福知山ｽｷｰ協会 ﾌｸﾁﾔﾏｽｷｰｷｮｳｶｲ
002634 福知山成美高校 ﾌｸﾁﾔﾏｾｲﾋﾞｺｳｺｳ
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002635 福野SC ﾌｸﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002636 福光Jr ﾌｸﾐﾂｼﾞｭﾆｱ
002637 福光SC ﾌｸﾐﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002638 福光中学校 ﾌｸﾐﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002639 福米中学校 ﾌｸﾖﾈﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002640 ふくろうSC ﾌｸﾛｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002641 藤岡小野小学校 ﾌｼﾞｵｶｵﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002642 藤岡小野中学校 ﾌｼﾞｵｶｵﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002643 藤岡北中学校 ﾌｼﾞｵｶｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002644 藤岡SC ﾌｼﾞｵｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002645 富士学苑中学校 ﾌｼﾞｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002646 富士河口湖高校 ﾌｼﾞｶﾜｸﾞﾁｺｺｳｺｳ
002647 藤里小学校 ﾌｼﾞｻﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002648 藤里SC ﾌｼﾞｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002649 藤里町立藤里中学校 ﾌｼﾞｻﾄﾁｮｳﾘﾂﾌｼﾞｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002650 藤沢SC ﾌｼﾞｻﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002651 藤島高校 ﾌｼﾞｼﾏｺｳｺｳ
002652 富士市ｽｷｰ協会 ﾌｼﾞｼﾏｺｳｺｳｽｷｰｷｮｳｶｲ
002653 富士重工SC ﾌｼﾞｼﾞｭｳｺｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002654 富士通会津SC ﾌｼﾞﾂｳｱｲﾂﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002655 富士通川崎 ﾌｼﾞﾂｳｶﾜｻｷ
002656 富士通ｽｷｰ部 ﾌｼﾞﾂｳｽｷｰﾌﾞ
002657 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｽｷｰ部 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｽｷｰﾌﾞ
002658 富士電機SC ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002659 富士根南中学 ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｸ
002660 富士宮ｽｷｰ協会 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｽｷｰｷｮｳｶｲ
002661 富士宮第二中学校 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002662 富士松中学校 ﾌｼﾞﾏﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002663 富士見勝瀬中学校 ﾌｼﾞﾐｶﾂｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002664 富士見中学校 ﾌｼﾞﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002665 富士吉田ｽｷｰ連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002666 藤原小学校 ﾌｼﾞﾜﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002667 藤原SC ﾌｼﾞﾜﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002668 藤原中学校 ﾌｼﾞﾜﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002669 布水中 ﾌｽｲﾁｭｳ
002670 二岡中学校 ﾌﾀｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002671 二ツ井小学校 ﾌﾀﾂｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002672 二ツ井中学校 ﾌﾀﾂｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002673 双葉高校 ﾌﾀﾊﾞｺｳｺｳ
002674 双葉小学校 ﾌﾀﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002675 府中市ｽｷｰ連盟 ﾌﾁｭｳｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002676 府中第九中学校 ﾌﾁｭｳﾀﾞｲｷｭｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002677 府中第六小学校 ﾌﾁｭｳﾀﾞｲﾛｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002678 佛教大学 ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002679 HOOD ﾌｯﾄﾞ
002680 不動丸小学校 ﾌﾄﾞｳﾏﾙｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002681 船岡中学校 ﾌﾅｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002682 ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
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002683 ふらのｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ ﾌﾗﾉｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ
002684 富良野高校 ﾌﾗﾉｺｳｺｳ
002685 富良野ｽｷｰ連盟 ﾌﾗﾉｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002686 富良野西中学校 ﾌﾗﾉﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002687 富良野東中学校 ﾌﾗﾉﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002688 富良野緑峰高校 ﾌﾗﾉﾘｮｸﾎｳｺｳｺｳ
002689 ﾌﾞﾗﾝｼｪﾘｰｽｷｰ ｸﾛｰﾌﾞ ﾌﾞﾗﾝｼｪﾘｰｽｷｰｸﾛｰﾌﾞ
002690 ﾌﾘｰｸｽ ﾌﾘｰｸｽ
002691 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙSC ﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002692 ﾌﾘｰﾊﾞﾝﾌﾟｽTEN愛媛 ﾌﾘｰﾊﾞﾝﾌﾟｽﾃﾝｴﾋﾒ
002693 ﾌﾘｰﾊﾞﾝﾌﾟｽﾃﾝ高知 ﾌﾘｰﾊﾞﾝﾌﾟｽﾃﾝｺｳﾁ
002694 ﾌﾘｺRC ﾌﾘｺﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
002695 古川工業高校 ﾌﾙｶﾜｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002696 古川高校 ﾌﾙｶﾜｺｳｺｳ
002697 古川ｽｷｰ協会 ﾌﾙｶﾜｽｷｰｷｮｳｶｲ
002698 古川中学校 ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002699 古川東中学校 ﾌﾙｶﾜﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002700 古川黎明高校 ﾌﾙｶﾜﾚｲﾒｲｺｳｺｳ
002701 古里中学校 ﾌﾙｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002702 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰSC ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002703 ﾌﾛｲﾃﾞ･ｼｰ･ｸﾞﾙｯﾍﾟ ﾌﾛｲﾃﾞｼｰｸﾞﾙｯﾍﾟ
002704 ﾌﾛﾝﾃｨｱSC ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002705 不破郡ｽｷｰ協会 ﾌﾜｸﾞﾝｽｷｰｷｮｳｶｲ
002706 文京小学校 ﾌﾞﾝｷｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002707 文教大学 ﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002708 文徳高校 ﾌﾞﾝﾄｸｺｳｺｳ

ヘ 002709 米峰ｽｷｰ連盟 ﾍﾞｲﾎｳｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002710 ﾍﾞｰｽﾋﾞﾙﾄﾞSC ﾍﾞｰｽﾋﾞﾙﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002711 ﾍﾟｶﾞｰｽﾞSC ﾍﾟｶﾞｰｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002712 碧南中央中学校 ﾍｷﾅﾝﾁｭｳｵｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002713 へそ曲りSC ﾍｿﾏｶﾞﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002714 別府中部中学 ﾍﾞｯﾌﾟﾁｭｳﾌﾞﾁｭｳｶﾞｸ
002715 ﾍﾞﾗｰｸ ﾍﾞﾗｰｸ

ホ 002716 法奥小学校 ﾎｳｵｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002717 箒根中学校 ﾎｳｷﾈﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002718 北条高校 ﾎｳｼﾞｮｳｺｵｳｺｳ
002719 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
002720 法政大学高校 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｺｳ
002721 法政大学中学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸﾁｭｳｶﾞｸ
002722 法政二高 ﾎｳｾｲﾆｺｳ
002723 法政二中 ﾎｳｾｲﾆﾁｭｳ
002724 報徳学園高校 ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
002725 報徳学園中学 ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｸ
002726 宝梅中学校 ﾎｳﾊﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002727 豊北高校 ﾎｳﾎｸｺｳｺｳ
002728 ﾎﾞｰｹﾞﾝ ﾎﾞｰｹﾞﾝ
002729 北越高校 ﾎｸｴﾂｺｳｺｳ
002730 北欧ｽﾎﾟｰﾂ ﾎｸｵｳｽﾎﾟｰﾂ
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002731 北照高校 ﾎｸｼｮｳｺｳｺｳ
002732 北翔大学 ﾎｸｼｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
003325 北翔大学SC ﾎｸｼｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002733 北信中学校 ﾎｸｼﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002734 北辰中学校 ﾎｸｼﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002735 北星学園女子高校 ﾎｸｾｲｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼｺｳｺｳ
002736 北星中学校 ﾎｸｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002737 ほくでんｻｰﾋﾞｽ ﾎｸﾃﾞﾝｻｰﾋﾞｽ
002738 北斗沖川小学校 ﾎｸﾄｵｷｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002739 北斗上磯小学校 ﾎｸﾄｶﾐｲｿｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002740 北斗ｸﾗﾌﾞ ﾎｸﾄｸﾗﾌﾞ
002741 北杜高校 ﾎｸﾄｺｳｺｳ
002742 北部高校 ﾎｸﾌﾞｺｳｺｳ
002743 北友SC ﾎｸﾕｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002744 北陽小学校 ﾎｸﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002745 北陸学院中学校 ﾎｸﾘｸｶﾞｸｲﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002746 北陸鉄道SC ﾎｸﾘｸﾃﾂﾄﾞｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002747 北陵中学校 ﾎｸﾘｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002748 ﾎｸﾞﾚﾙ ﾎｸﾞﾚﾙ
002749 星ヶ丘SC ﾎｼｶﾞｵｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002750 星野学園小学校 ﾎｼﾉｶﾞｸｴﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002751 細田学園高校 ﾎｿﾀﾞｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
002752 穂高北小学校 ﾎﾀｶｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002753 穂高商業高校 ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002754 武尊根小学校 ﾎﾀｶﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002755 北海学園札幌高校 ﾎｯｶｲｶﾞｸｴﾝｻｯﾎﾟﾛｺｳｺｳ
002756 北海学園大学 ﾎｯｶｲｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
002757 北海高校 ﾎｯｶｲｺｳｺｳ
002758 北海道恵庭南高校 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｴﾆﾜﾐﾅﾐｺｳｺｳ
002759 北海道教育大学 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ
002760 北海道教育大学附属函館中学校 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾊｺﾀﾞﾃﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002761 北海道ｽｷｰﾏｽﾀｰｽﾞ ﾎｯｶｲﾄﾞｳｽｷｰﾏｽﾀｰｽﾞ
002762 北海道大学 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002763 北海道ﾊｲﾃｸSC ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾊｲﾃｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002764 北海道文教大学 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
002765 ﾎﾞｯｼｭｽｷｰ部 ﾎﾞｯｼｭｽｷｰﾌﾞ
002766 ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ
002767 ﾎｯﾌﾟSC ﾎｯﾌﾟｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002768 誉高校 ﾎﾏﾚｺｳｺｳ
002769 堀川中学校 ﾎﾘｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002770 ﾎﾘﾃﾞｨSC ﾎﾘﾃﾞｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002771 堀之内小学校 ﾎﾘﾉｳﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002772 堀之内中学校 ﾎﾘﾉｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002773 幌加内中学校 ﾎﾛｶﾅｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002774 ほろたちSS ﾎﾛﾀﾁｽｷｰｽｸｰﾙ
002775 幌延小学校 ﾎﾛﾉﾍﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002776 ﾎﾜｲﾄｷｬｯﾂ ﾎﾜｲﾄｷｬｯﾂ
002777 本郷高校 ﾎﾝｺﾞｳｺｳｺｳ
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002778 本郷小学校 ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002779 本江小学校 ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002780 本郷台中学校 ﾎﾝｺﾞｳﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002781 本郷中学校 ﾎﾝｺﾞｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002782 本庄市SC ﾎﾝｼﾞｮｳｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002783 本庄小学校 ﾎﾝｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002784 本庄第一高校 ﾎﾝｼﾞｮｳﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
002785 本荘中学校 ﾎﾝｼﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002786 本庄東高 ﾎﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼｺｳ
002787 本庄東高校附属中学校 ﾎﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼｺｳｺｳﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002788 本荘南中学校 ﾎﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002789 本田朝霞ｽｷｰ部 ﾎﾝﾀﾞｱｻｶｽｷｰﾌﾞ
002790 本田中学校 ﾎﾝﾃﾞﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002791 本丸中学校 ﾎﾝﾏﾙﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

マ 002792 舞子高原SC ﾏｲｺｺｳｹﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002793 米田小学校 ﾏｲﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002794 舞鶴高専 ﾏｲﾂﾞﾙｺｳｾﾝ
002795 ﾏｲﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾏｲﾌﾟﾘﾝﾀｰ
002796 ﾏｳﾝﾄｷｯｽﾞSC ﾏｳﾝﾄｷｯｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002797 前田ｻｲﾝ企画 ﾏｴﾀﾞｻｲﾝｷｶｸ
002798 前橋育英高校 ﾏｴﾊﾞｼｲｸｴｲｺｳｺｳ
002799 前橋鎌倉中学校 ﾏｴﾊﾞｼｶﾏｸﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002800 前橋高校 ﾏｴﾊﾞｼｺｳｺｳ
002801 前橋ｽｷｰ連盟 ﾏｴﾊﾞｼｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002802 前橋市立東小学校 ﾏｴﾊﾞｼｼﾘﾂﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002803 前橋市立東中学校 ﾏｴﾊﾞｼｼﾘﾂﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002804 前橋第１中学校 ﾏｴﾊﾞｼﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002805 前橋第五中学校 ﾏｴﾊﾞｼﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002806 前橋東中学校 ﾏｴﾊﾞｼﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002807 MAXIMUMｽｷｰﾁｰﾑ ﾏｷｼﾏﾑｽｷｰﾁｰﾑ
002808 牧中学校 ﾏｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002809 ﾏｷﾉ中学校 ﾏｷﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002810 ﾏｷﾉ西小学校 ﾏｷﾉﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002811 ﾏｷﾉ南小学校 ﾏｷﾉﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002812 巻堀小学校 ﾏｷﾎﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002813 幕張西中学校 ﾏｸﾊﾘﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002814 増毛暑寒ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾏｼｹｼｮｶﾝﾚｰｼﾝｸﾞ
002815 増毛中学校 ﾏｼｹﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002816 ﾏｽﾞｼｬｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｽﾞｼｬｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
002817 ﾏｽﾀｰｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
002818 町田市ｽｷｰ連盟 ﾏﾁﾀﾞｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002819 松江ｽﾍﾞﾛｰ会 ﾏﾂｴｽﾍﾞﾛｰｶｲ
002820 松江南高校 ﾏﾂｴﾐﾅﾐｺｳｺｳ
002821 松尾ｽｷｰ協会 ﾏﾂｵｽｷｰｷｮｳｶｲ
002822 松尾中学校 ﾏﾂｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002823 松ヶ枝中学校 ﾏﾂｶﾞｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002824 松川小学校 ﾏﾂｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002825 ﾏｯｸｽSC ﾏｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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002826 松阪市立伊勢寺小学校 ﾏﾂｻﾞｶｼﾘﾂｲｾﾃﾞﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002827 松阪ﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾏﾂｻﾞｶﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002828 松里小学校 ﾏﾂｻﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002829 松島中学校 ﾏﾂｼﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002830 松商学園高等学校 ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ
002831 松代高校 ﾏﾂｼﾛｺｳｺｳ
002832 松代ｽｷｰ協会 ﾏﾂｼﾛｽｷｰｷｮｳｶｲ
002833 松代中学校 ﾏﾂｼﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002834 松園中学校 ﾏﾂｿﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003318 松代高校 ﾏﾂﾀﾞｲｺｳｺｳ
003319 松代ｽｷｰ協会 ﾏﾂﾀﾞｲｽｷｰｷｮｳｶｲ
003320 松代中学校 ﾏﾂﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002835 ﾏﾂﾀﾞSC ﾏﾂﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002836 松戸市ｽｷｰ連盟 ﾏﾂﾄﾞｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002837 松戸第一中学校 ﾏﾂﾄﾞｼﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002838 ﾏｯﾄﾞﾊｳｽMST ﾏｯﾄﾞﾊｳｽｴﾑｴｽﾃｨ
002839 松之山小学校 ﾏﾂﾉﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002840 松之山SK ﾏﾂﾉﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002841 松之山中学校 ﾏﾂﾉﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002842 松橋中学校 ﾏﾂﾊｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002843 松本県ヶ丘高校 ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳｺｳ
002844 松本市SC ﾏﾂﾓﾄｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002845 松本大学 ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲｶﾞｸ
002846 松本深志高校 ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳｺｳ
002847 松山高校 ﾏﾂﾔﾏｺｳｺｳ
002848 松山商業高校 ﾏﾂﾔﾏｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002849 松山ｽｷｰ会 ﾏﾂﾔﾏｽｷｰｷｮｳｶｲ
002850 松山大学 ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸ
002851 松山中学校 ﾏﾂﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002852 松山東雲女子大学 ﾏﾂﾔﾏﾄｳｳﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ
002853 まつりSC ﾏﾂﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002854 真室川高校 ﾏﾑﾛｶﾞﾜｺｳｺｳ
002855 真室川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ﾏﾑﾛｶﾞﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
002856 丸内中学校 ﾏﾙｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002857 丸子北中学校 ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002858 丸沼高原ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾏﾙﾇﾏｺｳｹﾞﾝﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
002859 万座SC ﾏﾝｻﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ミ 002860 三池工業高校 ﾐｲｹｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002861 三浦臨海高校 ﾐｳﾗﾘﾝｶｲｺｳｺｳ
002862 三重県庁SC ﾐｴｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002863 三重高等学校 ﾐｴｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ
002864 三笠中学校 ﾐｶｻﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002865 三笠ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾐｶｻﾚｰｼﾝｸﾞ
002866 三川小学校 ﾐｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002867 みかわSC ﾐｶﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002868 美川中学校 ﾐｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002869 三川町SC ﾐｶﾜﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002870 木村部屋Dreamy ﾐｸﾗﾍﾞﾔﾄﾞﾘｰﾐｰ
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002871 三郷小学校 ﾐｻﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002872 三郷中学校 ﾐｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002873 美郷中学校 ﾐｻﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002874 箕郷東小学校 ﾐｻﾄﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002875 三沢基地SC ﾐｻﾜｷﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002876 三沢ｼｰﾊｲﾙｸﾗﾌﾞ ﾐｻﾜｼｰﾊｲﾙｸﾗﾌﾞ
002877 三島高校 ﾐｼﾏｺｳｺｳ
002878 三島中学校 ﾐｼﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002879 三島町SC ﾐｼﾏﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002880 三尻中学校 ﾐｼﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002881 沓掛小学校 ﾐｽﾞｶｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002882 沓掛中学校 ﾐｽﾞｶｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002883 美須賀中学校 ﾐｽｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002884 水沢ｽｷｰ協会 ﾐｽﾞｻﾜｽｷｰｷｮｳｶｲ
002885 水沢中学校 ﾐｽﾞｻﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002886 水島SC ﾐｽﾞｼﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002887 水谷ﾓﾃﾞﾙSC ﾐｽﾞﾀﾆﾓﾃﾞﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002888 溝口中学校 ﾐｿﾞｸﾞﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002889 溝谷小学校 ﾐｿﾞﾀﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002890 三鷹市ｽｷｰ連盟 ﾐﾀｶｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002891 三鷹第2中学校 ﾐﾀｶﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002892 三岳小学校 ﾐﾀｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002893 三田ﾃﾞｨﾓﾝｽﾞ ﾐﾀﾃﾞｨﾓﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
002894 三種町ｽｷｰ連盟 ﾐﾀﾈﾁｮｳｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002895 三井造船ｽｷｰ部 ﾐﾂｲｿﾞｳｾﾝｽｷｰﾌﾞ
002896 水海道SC ﾐﾂｶｲﾄﾞｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002897 三関小学校 ﾐﾂｾｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002898 三成小学校 ﾐﾂﾅﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002899 ﾐﾂﾊｼSC ﾐﾂﾊｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002900 三菱自工水島ｽｷｰ山岳部 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｺｳﾐｽﾞｼﾏｽｷｰｻﾝｶﾞｸﾌﾞ
002901 三菱自動車岡崎ｽｷｰ部 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬｵｶｻﾞｷｽｷｰﾌﾞ
002902 三菱自動車京都SC ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞﾄﾞｳｼｬｷｮｳﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002903 三菱重工(株)ｽｷｰ山岳部 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｷｰｻﾝｶﾞｸﾌﾞ
002904 三菱重工名航ｽｷｰ部 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳﾒｲｺｳｽｷｰﾌﾞ
002905 三菱重工名誘ｽｷｰ部 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳﾒｲﾕｳｽｷｰﾌﾞ
002906 三菱製紙ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂﾋﾞｼｾｲｼｸﾗﾌﾞ
002907 三菱電機鎌倉SC ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｶﾏｸﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002908 三股SC ﾐﾂﾏﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002909 三輪小学校 ﾐﾂﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002910 水戸葵陵高校 ﾐﾄｷﾘｮｳｺｳｺｳ
002911 水戸市ｽｷｰ連盟 ﾐﾄｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002912 水戸第一高校 ﾐﾄﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
002913 三豊工業高校 ﾐﾄﾖｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
002914 みどりが丘小学校 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002915 緑ヶ丘小学校 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002916 緑が丘中学校 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002917 緑ヶ丘中学校 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002918 緑が浜小学校 ﾐﾄﾞﾘｶﾞﾊﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
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002919 緑小学校 ﾐﾄﾞﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002920 緑SC ﾐﾄﾞﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002921 みどり台中学校 ﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002922 水上小学校 ﾐﾅｶﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002923 水上SC ﾐﾅｶﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002924 水上中学校 ﾐﾅｶﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002925 皆瀬中学校 ﾐﾅｾﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002926 港区ｽｷｰ連盟 ﾐﾅﾄｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002927 水保小学校 ﾐﾅﾏﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002928 南会津高校 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｺｳｺｳ
002929 南会津南郷中学校 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞﾅﾝｺﾞｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002930 南ヶ丘中学校 ﾐﾅﾐｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002931 南方小学校 ﾐﾅﾐｶﾞﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002932 南佐久SC ﾐﾅﾐｻｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002933 みなみ野中学校 ﾐﾅﾐﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002934 南富良野SJS ﾐﾅﾐﾌﾗﾉｴｽｼﾞｪｲｴｽ
002935 南富良野高校 ﾐﾅﾐﾌﾗﾉｺｳｺｳ
002936 南富良野中学校 ﾐﾅﾐﾌﾗﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002937 南本町小学校 ﾐﾅﾐﾎﾝﾁｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002938 南牧中学校 ﾐﾅﾐﾏｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002939 南牧南小学校 ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002940 南箕輪SC ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002941 南箕輪村立小学校 ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｿﾝﾘﾂｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002942 南山形小学校 ﾐﾅﾐﾔﾏｶﾞﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002943 ﾐﾈﾙﾊﾞｲｵｽAC ﾐﾈﾙﾊﾞｲｵｽｴｰｼｰ
002944 箕面市立西南小学校 ﾐﾉｵｼﾘﾂｾｲﾅﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002945 箕面市立第三中学校 ﾐﾉｵｼﾘﾂﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002946 三春SC ﾐﾊﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002947 美作高校 ﾐﾏｻｶｺｳｺｳ
002948 美作中学校 ﾐﾏｻｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002949 宮内中学校 ﾐﾔｳﾁﾁｭｶﾞｯｺｳ
002950 宮川小学校 ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002951 宮城蔵王SC ﾐﾔｷﾞｻﾞｵｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002952 宮城第一高校 ﾐﾔｷﾞﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
002953 都小学校 ﾐﾔｺｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002954 宮郷第二小学校 ﾐﾔｻﾄﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002955 宮沢中学校 ﾐﾔｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｺｳ
002956 宮中学校 ﾐﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002957 宮津高校 ﾐﾔﾂﾞｺｳｺｳ
002958 宮津市ｽｷｰ協会 ﾐﾔﾂﾞｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002959 宮津小学校 ﾐﾔﾂﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002960 宮の原中学校 ﾐﾔﾉﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002961 御幸ヶ原小学校 ﾐﾕｷｶﾞﾊﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002962 妙高高原北小学校 ﾐｮｳｺｳｺｳｹﾞﾝｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002963 妙高高原中学校 ﾐｮｳｺｳｺｳｹﾞﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002964 妙高高原南小学校 ﾐｮｳｺｳｺｳｹﾞﾝﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002965 妙高小 ﾐｮｳｺｳｼｮｳ
002966 妙高ｽｷｰ協会 ﾐｮｳｺｳｽｷｰｷｮｳｶｲ
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002967 妙高SC ﾐｮｳｺｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002968 妙高中学校 ﾐｮｳｺｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002969 妙高ﾘｰｼﾞｮﾝSC ﾐｮｳｺｳﾘｰｼﾞｮﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002970 明星学園高校 ﾐｮｳｼﾞｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
002971 みよし北中学校 ﾐﾖｼｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002972 御代田北小学校 ﾐﾖﾀｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002973 御代田南小学校 ﾐﾖﾀﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002974 美流渡ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 ﾐﾙﾄｼﾞｬﾝﾌﾟｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
002975 見前中学校 ﾐﾙﾏｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002976 三輪小学校 ﾐﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002977 美和SC ﾐﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ム 002978 六日町高校 ﾑｲｶﾏﾁｺｳｺｳ
002979 六日町SC ﾑｲｶﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002980 六日町中学校 ﾑｲｶﾏﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002981 むーやんず ﾑｰﾔﾝｽﾞ
002982 向町小学校 ﾑｶｲﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
002983 武庫川女子大学 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ
002984 武蔵大学 ﾑｻｼﾀﾞｲｶﾞｸ
002985 武蔵野市ｽｷｰ連盟 ﾑｻｼﾉｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002986 武蔵野市立第一中学校 ﾑｻｼﾉｼﾘﾂﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002987 むつ市ｽｷｰ協会 ﾑﾂｼｽｷｰｷｮｳｶｲ
002988 むつ中学校 ﾑﾂﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002989 六人部中学校 ﾑﾄﾍﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002990 村岡高校 ﾑﾗｵｶｺｳｺｳ
002991 村岡中学校 ﾑﾗｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002992 村岡ﾊﾁ北SC ﾑﾗｵｶﾊﾁｷﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002993 村上第一中学校 ﾑﾗｶﾐﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
002994 ﾑﾗｻｷSC ﾑﾗｻｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002995 村松SC ﾑﾗﾏﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002996 村山SC ﾑﾗﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
002997 室蘭ｽｷｰ連盟 ﾑﾛﾗﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲ
002998 室蘭RAC ﾑﾛﾗﾝﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

メ 002999 茗渓学園中学校 ﾒｲｹｲｶﾞｸｴﾝﾁｭｳ
003000 明治学院大学 ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
003001 明治大学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
003002 明治大学付属中野高校 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾅｶﾉｺｳｺｳ
003003 明治大学付属中野中学 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾅｶﾉﾁｭｳｶﾞｸ
003004 明治大学付属明治高校 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾒｲｼﾞｺｳｺｳ
003005 明治大付属明治中学校 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾒｲｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003006 明治中学校 ﾒｲｼﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003007 明浄学院高校 ﾒｲｼﾞｮｳｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ
003008 名城大学 ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
003009 名城大学附属高校 ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ
003010 明星高校 ﾒｲｾｲｺｳｺｳ
003011 明誠高校 ﾒｲｾｲｺｳｺｳ
003012 明星中学校 ﾒｲｾｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003013 明徳小学校 ﾒｲﾄｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003014 明倫中学校 ﾒｲﾘﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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003015 めがくらぶ ﾒｶﾞｸﾗﾌﾞ
003016 恵み野中学校 ﾒｸﾞﾐﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003017 METI S.C. ﾒﾃｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003018 芽室高校 ﾒﾑﾛｺｳｺｳ
003019 芽室SS ﾒﾑﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
003020 芽室西中学校 ﾒﾑﾛﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

モ 003021 藻岩高校 ﾓｲﾜｺｳｺｳ
003022 藻岩高校ｽｷｰ部OB会 ﾓｲﾜｺｳｺｳｽｷｰﾌﾞｵｰﾋﾞｰｶｲ
003023 M.O.S.T. ﾓｰｽﾄ
003024 最上中学校 ﾓｶﾞﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003025 最上川SC ﾓｶﾞﾐﾏﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003026 茂木SC ﾓｷﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003027 最北ｽｷｰ研究会 ﾓｷﾀｽｷｰｹﾝｷｭｳｶｲ
003028 本宮第一中学校 ﾓﾄﾐﾔﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003029 本山第二小学校 ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003030 もみじ台中学校 ﾓﾐｼﾞﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003031 桃井第一小学校 ﾓﾓｲﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003032 桃野小学校 ﾓﾓﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003033 桃山台中学校 ﾓﾓﾔﾏﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003034 盛岡ｱﾙﾍﾟﾝ ﾓﾘｵｶｱﾙﾍﾟﾝ
003035 盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ﾓﾘｵｶｼｽｷｰｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
003036 盛岡市白堊SC ﾓﾘｵｶｼﾊｸｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003037 盛岡市立上田中学校 ﾓﾘｵｶｼﾘﾂｳｴﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003038 盛岡市立厨川中学校 ﾓﾘｵｶｼﾘﾂｸﾘﾔｶﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003039 盛岡雪友会 ﾓﾘｵｶｾﾂﾕｳｶｲ
003040 盛岡第一高校 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
003041 盛岡大学附属高校 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ
003042 盛岡第三高校 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝｺｳｺｳ
003322 盛岡第四高校 ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼｺｳｺｳ
003043 盛岡中央高校 ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳｺｳｺｳ
003044 盛岡農業高校 ﾓﾘｵｶﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
003045 盛岡南高校 ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐｺｳｺｳ
003046 盛田ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 ﾓﾘﾀｽﾎﾟｰﾂｼﾝｺｳｻﾞｲﾀﾞﾝ
003047 森村学園高等部 ﾓﾘﾑﾗｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳﾌﾞ
003048 森村学園中等部 ﾓﾘﾑﾗｶﾞｸｴﾝﾁｭｳﾄｳﾌﾞ
003049 守山高校 ﾓﾘﾔﾏｺｳｺｳ
003050 守谷夢彩都SC ﾓﾘﾔﾕﾒｻｲﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003051 森吉SC ﾓﾘﾖｼｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003052 森吉中学校 ﾓﾘﾖｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003053 ﾓﾝﾀﾅSC ﾓﾝﾀﾅｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003054 ﾓﾝﾃﾞｳｽSC ﾓﾝﾃﾞｳｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003055 紋別高校 ﾓﾝﾍﾞﾂｺｳｺｳ

ヤ 003056 矢板ｽｷｰ協会 ﾔｲﾀｽｷｰｷｮｳｶｲ
003057 八重小学校 ﾔｴｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003058 八尾市立東中学校 ﾔｵｼﾘﾂﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003059 八木中学校 ﾔｷﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003060 夜久野中学校 ﾔｸﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003061 八雲小学校 ﾔｸﾓｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003062 八雲中学校 ﾔｸﾓﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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003063 八阪中学校 ﾔｻｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003064 矢島SC ﾔｼﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003065 安来SC ﾔｽｷﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003066 野洲SC ﾔｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003067 安田学園高校 ﾔｽﾀﾞｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
003068 安田学園中学校 ﾔｽﾀﾞｶﾞｸｴﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003069 安田女子大学 ﾔｽﾀﾞｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ
003070 安塚高校松之山分校 ﾔｽﾂﾞｶｺｳｺｳﾏﾂﾉﾔﾏﾌﾞﾝｺｳ
003071 安塚小学校 ﾔｽﾂﾞｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003072 安塚SC ﾔｽﾂﾞｶｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003073 安塚中学校 ﾔｽﾂﾞｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003074 八千穂小学校 ﾔﾁﾎｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003075 八千穂中学校 ﾔﾁﾎﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003076 八千代市ｽｷｰ連盟 ﾔﾁﾖｼｽｷｰﾚﾝﾒｲ
003077 八尾中学校 ﾔﾂｵﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003078 八束小学校 ﾔﾂｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003079 柳井SC ﾔﾅｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003080 柳津中学校 ﾔﾅｲﾂﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003081 柳原小学校 ﾔﾅｷﾞﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003082 柳町中学校 ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003083 矢巾北中学校 ﾔﾊﾊﾞｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003084 矢巾ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ ﾔﾊﾊﾞｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
003085 矢巾町ｽｷｰ協会 ﾔﾊﾊﾞﾁｮｳｽｷｰｷｮｳｶｲ
003086 弥彦SC ﾔﾋｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003087 薮原SC ﾔﾌﾞﾊﾗｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003088 山形銀行ｽｷｰ部 ﾔﾏｶﾞﾀｷﾞﾝｺｳｽｷｰﾌﾞ
003089 山形県庁SC ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003090 山形工業高校 ﾔﾏｶﾞﾀｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
003091 山形蔵王ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｶﾞﾀｻﾞｵｳｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
003092 山形商業高校 ﾔﾏｶﾞﾀｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
003093 山形ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｶﾞﾀｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ
003094 山形第一中学校 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003095 山形大学 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲｶﾞｸ
003096 山形大学附属小学校 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003097 山形大学附属中学校 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003098 山形第五中学校 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003099 山形第六中学校 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾛｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003100 山形中央高校 ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳｺｳｺｳ
003101 山形中学校 ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003102 山形東高校 ﾔﾏｶﾞﾀﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
003103 山形南高校 ﾔﾏｶﾞﾀﾐﾅﾐｺｳｺｳ
001861 山口高校 ﾔﾏｸﾞﾁｺｳｺｳ
003104 やまぐちｽｷｰ倶楽部 ﾔﾏｸﾞﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003105 山崎SC ﾔﾏｻﾞｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003106 山代印刷SC ﾔﾏｼﾛｲﾝｻﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003107 山城高校 ﾔﾏｼﾛｺｳｺｳ
003108 山瀬小学校 ﾔﾏｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003109 山田牛岳SC ﾔﾏﾀﾞｳｼﾀﾞｹｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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003110 山田温泉SC ﾔﾏﾀﾞｵﾝｾﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003111 山田中学校 ﾔﾏﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003112 山田西中学校 ﾔﾏﾀﾞﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003113 大和ｼﾞｭﾆｱSC ﾔﾏﾄｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003114 大和中学校 ﾔﾏﾄﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003115 山梨学院大学附属高校 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ
003116 山梨学院大学 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ
003117 山梨学院大学附属中 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳ
003118 山梨学院大附属小学校 ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003119 山梨県警察 ﾔﾏﾅｼｹﾝｹｲｻﾂ
003120 山梨県庁SC ﾔﾏﾅｼｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003121 山ノ内町立北小学校 ﾔﾏﾉｳﾁｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003122 山ノ内中学校 ﾔﾏﾉｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003123 山ノ内西小学校 ﾔﾏﾉｳﾁﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003124 山ノ内東小学校 ﾔﾏﾉｳﾁﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003125 山の手南小学校 ﾔﾏﾉﾃﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003126 山之村中学校 ﾔﾏﾉﾑﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003127 ﾔﾏﾊ発動機(株)ｽｷｰｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾊﾊﾂﾄﾞｳｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003128 山びこｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾋﾞｺｸﾗﾌﾞ
003129 山辺中学校 ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003130 山室中学校 ﾔﾏﾑﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003131 山目中学校 ﾔﾏﾒﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003132 八幡小学校 ﾔﾜﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ

ユ 003133 ﾕｰｴｽｴﾑｱｰﾙ ﾕｰｴｽｴﾑｱｰﾙ
003134 遊学館高校 ﾕｳｶﾞｸｶﾝｺｳｺｳ
003135 有終西小学校 ﾕｳｼｭｳﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003136 雄新中学校 ﾕｳｼﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003137 UDﾄﾗｯｸｽｽｷｰ部 ﾕｰﾃﾞｨﾄﾗｯｸｽｽｷｰﾌﾞ
003138 夕張高校 ﾕｳﾊﾞﾘｺｳｺｳ
003139 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ ﾕｳﾊﾞﾘﾃｨｰｴｽｵｰﾚｰｼﾝｸﾞ
003140 夕陽ヶ丘中学校 ﾕｳﾋｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003141 雄和SC ﾕｳﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003142 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸｽｷｰ部 ﾕｷｼﾞﾙｼﾒｸﾞﾐﾙｸｽｷｰﾌﾞ
003143 湯口中学校 ﾕｸﾞﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003144 遊佐中学校 ﾕｻﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003145 湯沢北中学校 ﾕｻﾞﾜｷﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003146 湯沢翔北高校 ﾕｻﾞﾜｼｮｳﾎｸｺｳｺｳ
003147 湯沢SK ﾕｻﾞﾜｽｷｰｷｮｳｶｲ
003148 湯沢SC ﾕｻﾞﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003149 湯沢中学校 ﾕｻﾞﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003150 湯沢町Jr ﾕｻﾞﾜﾏﾁｼﾞｭﾆｱ
003151 湯沢南中学校 ﾕｻﾞﾜﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003152 豊野高等学校 ﾕﾀｶﾉｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ
003153 湯田中学校 ﾕﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003154 湯殿山SC ﾕﾄﾞﾉｻﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003155 湯西川中学校 ﾕﾆｼｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003156 由仁小学校 ﾕﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003157 由仁中学校 ﾕﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
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003158 湯川中学校 ﾕﾉｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003159 湯之谷SC ﾕﾉﾀﾆｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003160 湯之谷中学校 ﾕﾉﾀﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003161 湯の丸SC ﾕﾉﾏﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003162 湯原中学校 ﾕﾊﾞﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003163 夢が丘中学校 ﾕﾒｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

ヨ 003164 余市紅志高校 ﾖｲﾁｺｳｼｺｳｺｳ
003165 余市ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団 ﾖｲﾁｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
003166 余市ｽｷｰ連盟 ﾖｲﾁｽｷｰﾚﾝﾒｲ
003167 余市西中学校 ﾖｲﾁﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003168 八鹿青渓中学 ﾖｳｶｾｲｹｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003169 洋雪SC ﾖｳｾﾂｴｽｼｰ
003170 陽明中学校 ﾖｳﾒｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003171 ﾖｰﾃﾞﾙ会 ﾖｰﾃﾞﾙｶｲ
003172 横須賀共済病院 ﾖｺｽｶｷｮｳｻｲﾋﾞｮｳｲﾝ
003173 横須賀神明中学校 ﾖｺｽｶｼﾞﾝﾒｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003174 横須賀中学校 ﾖｺｽｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003175 横手ｽｷｰ連盟 ﾖｺﾃｽｷｰﾚﾝﾒｲ
003176 横手南小学校 ﾖｺﾃﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003177 横手南中学校 ﾖｺﾃﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003178 横手明峰中学校 ﾖｺﾃﾒｲﾎｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003179 横浜市教職員ｽｷｰ同好会 ﾖｺﾊﾏｼｷｮｳｼｮｸｲﾝｽｷｰﾄﾞｳｺｳｶｲ
003180 横浜市水道局ｽｷｰ部 ﾖｺﾊﾏｼｽｲﾄﾞｳｷｮｸｽｷｰﾌﾞ
003181 横浜新町小学校 ﾖｺﾊﾏｼﾝﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003182 横浜ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾖｺﾊﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003183 横浜ｽｷｰ同好会 ﾖｺﾊﾏｽｷｰﾄﾞｳｺｳｶｲ
003184 横浜ｽﾍﾞﾛｰ会 ﾖｺﾊﾏｽﾍﾞﾛｰｶｲ
003185 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ ﾖｺﾊﾏｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
003186 横浜中学校 ﾖｺﾊﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003187 横浜ﾍﾟｶﾞｻｽSC ﾖｺﾊﾏﾍﾟｶﾞｻｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003188 横浜ﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾖｺﾊﾏﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003189 吉井田小学校 ﾖｼｲﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003190 吉井西小学校 ﾖｼｲﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003191 吉江中学校 ﾖｼｴﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003192 吉岡中学校 ﾖｼｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003193 芳川小学校 ﾖｼｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003194 吉川SC ﾖｼｶﾜｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003195 吉川中学校 ﾖｼｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003196 ﾖｼｷSC ﾖｼｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003197 吉田小学校 ﾖｼﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003198 吉田中学校 ﾖｼﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003199 吉野小学校 ﾖｼﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003200 吉原工業高校 ﾖｼﾊﾗｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
003201 依田窪南部中学校 ﾖﾀﾞｸﾎﾞﾅﾝﾌﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003202 四日市高校 ﾖﾂｶｲﾁｺｳｺｳ
003203 四日市SC ﾖﾂｶｲﾁｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003204 四街道旭中学校 ﾖﾂｶｲﾄﾞｳｱｻﾋﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003205 四ツ葉中等教育学校 ﾖﾂﾊﾞﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ
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003206 米子医療センター附属看護学校 ﾖﾅｺﾞｲﾘｮｳｾﾝﾀｰﾌｿﾞｸｶﾝｺﾞｶﾞｯｺｳ
003207 米子北高校 ﾖﾅｺﾞｷﾀｺｳｺｳ
003208 米子東高校 ﾖﾅｺﾞﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
003209 米子東山中学校 ﾖﾅｺﾞﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003210 米沢工業高校 ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
003211 米沢興譲館高校 ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｼﾞｮｳｶﾝｺｳｺｳ
003212 米沢小学校 ﾖﾈｻﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003213 米沢商業高校 ﾖﾈｻﾞﾜｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
003214 米沢スキージャンプクラブ ﾖﾈｻﾞﾜｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ
003215 米沢ｽｷｰ場ｸﾗﾌﾞ ﾖﾈｻﾞﾜｽｷｰｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
003216 米沢西部小学校 ﾖﾈｻﾞﾜｾｲﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003217 米沢第一中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003218 米沢第五中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003219 米沢第三中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾀﾞｲｻﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003220 米沢第七中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾀﾞｲﾅﾅﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003221 米沢第二中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003222 米沢第四中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003223 米沢第六中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾀﾞｲﾛｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003224 米沢中央高校 ﾖﾈｻﾞﾜﾁｭｳｵｳｺｳｺｳ
003225 米沢東部小学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾄｳﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003226 米沢南部小学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾅﾝﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003227 米沢北部小学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾎｸﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003228 米沢南原中学校 ﾖﾈｻﾞﾜﾐﾅﾐﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003229 米代SC ﾖﾈｼﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003230 与野SC ﾖﾉｴｽｼｰ
003231 寄木小学校 ﾖﾘｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ

ラ 003232 ﾗｲｽﾞJC ﾗｲｽﾞｼﾞｬﾝﾌﾟｸﾗﾌﾞ
003233 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
003234 ﾗｲﾅｰSC ﾗｲﾅｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003235 ﾗｲﾈﾌｧﾐﾘｰSC ﾗｲﾈﾌｧﾐﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003236 羅漢友の会 ﾗｶﾝﾄﾓﾉｶｲ
003237 洛星高校 ﾗｸｾｲｺｳｺｳ
003238 酪農学園大学 ﾗｸﾉｳｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
003239 ﾗ･ｼｬｰﾙ ﾗｼｬｰﾙ
003240 ﾗｯｾﾙSC ﾗｯｾﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003241 ﾗｯﾁ(RACH) ﾗｯﾁ
003242 ﾗﾋﾟｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾗﾋﾟｽﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003243 ﾗﾌﾞﾙ･SC同人 ﾗﾌﾞﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞﾄﾞｳｼﾞﾝ
003244 蘭越中学校 ﾗﾝｺｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ

リ 003246 陸自青森ｽｷｰ部 ﾘｸｼﾞｱｵﾓﾘｽｷｰﾌﾞ
003247 陸自冬戦教 ﾘｸｼﾞﾄｳｾﾝｷｮｳ
003248 陸自弘前ｽｷｰ部 ﾘｸｼﾞﾋﾛｻｷｽｷｰﾌﾞ
003249 陸上自衛隊米子 ﾘｸｼﾞｮｳｼﾞｴｲﾀｲﾖﾅｺﾞ
003250 陸東ﾚｰｼﾝｸﾞ SC ﾘｸﾄｳﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003251 利田小学校 ﾘﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003252 立教池袋高校 ﾘｯｷｮｳｲｹﾌﾞｸﾛｺｳｺｳ
003253 立教池袋中学校 ﾘｯｷｮｳｲｹﾌﾞｸﾛﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003254 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
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003255 立教新座高校 ﾘｯｷｮｳﾆｲｻﾞｺｳｺｳ
003256 立教新座中学校 ﾘｯｷｮｳﾆｲｻﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003257 立命館ｱｼﾞｱ太平洋大 ﾘﾂﾒｲｶﾝｱｼﾞｱﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲ
003258 立命館慶祥高校 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳｺｳｺｳ
003259 立命館慶祥中学校 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003260 立命館高校 ﾘﾂﾒｲｶﾝｺｳｺｳ
003261 立命館小学校 ﾘﾂﾒｲｶﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003262 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
003263 立命館中学校 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003264 立命館守山高校 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾓﾘﾔﾏｺｳｺｳ
003265 立命館守山中学校 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾓﾘﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003266 ﾘﾍﾞﾙﾀSC ﾘﾍﾞﾙﾀｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003267 ﾘﾍﾞﾙﾃSC ﾘﾍﾞﾙﾃｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003268 竜ヶ崎市ｽｷｰ協会 ﾘｭｳｶﾞｻｷｽｷｰｷｮｳｶｲ
003269 龍谷大学 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲｶﾞｸ
003270 龍谷富山高校 ﾘｭｳｺｸﾄﾔﾏｺｳｺｳ
003271 竜神中学校 ﾘｭｳｼﾞﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003272 りんどうSC ﾘﾝﾄﾞｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ル 003273 留辺蘂ｽｷｰ少年団 ﾙﾍﾞｼﾍﾞｽｷｰｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ
003274 留辺蘂中学校 ﾙﾍﾞｼﾍﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003275 留萌高校 ﾙﾓｲｺｳｺｳ
003276 留萌ｽｷｰ連盟 ﾙﾓｲｽｷｰﾚﾝﾒｲ
003277 留萌中学校 ﾙﾓｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003278 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ ﾙﾓｲﾊﾞｲｱｽﾛﾝ

レ 003279 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑﾌｼﾞ
ロ 003280 ﾛｰｶｽSC ﾛｰｶｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ

003281 ﾛｰﾔﾙ ﾛｰﾔﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003282 麓郷中学校 ﾛｸｺﾞｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003283 六呂師ﾚｰｼﾝｸﾞSC ﾛｸﾛｼﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003284 ﾛﾃﾞｵﾌﾘｰｽﾀｲﾙSC ﾛﾃﾞｵﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003285 ﾛﾍﾞﾝﾄﾞSC ﾛﾍﾞﾝﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003286 ﾛﾝｻﾑSC ﾛﾝｻﾑｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ワ 003287 ﾜｰｽﾞｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ﾜｰｽﾞｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
003288 YKKｽｷｰ部 ﾜｲｹｲｹｲｽｷｰﾌﾞ
003289 若桜中 ﾜｶｻﾁｭｳ
003290 若桜氷ﾉ山ｸﾗﾌﾞ ﾜｶｻﾋｮｳﾉｾﾝｸﾗﾌﾞ
003291 若園中学校 ﾜｶｿﾞﾉﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003292 若葉小学校 ﾜｶﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003293 若葉SC ﾜｶﾊﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ
003294 和賀東中学校 ﾜｶﾞﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｸ
003295 若松商業高校 ﾜｶﾏﾂｼｮｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ
003296 若松第二中学校 ﾜｶﾏﾂﾀﾞｲﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003297 若松原中学校 ﾜｶﾏﾂﾊﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003298 若宮小学校 ﾜｶﾐﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003299 若宮中学校 ﾜｶﾐﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003300 和歌山大学 ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸ
003301 早稲田高校 ﾜｾﾀﾞｺｳｺｳ
003302 早稲田実業学校初等部 ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳｶﾞｯｺｳｼｮﾄｳﾌﾞ
003303 早稲田実業高校 ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳｺｳ
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003304 早稲田実業中学校 ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003305 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ
003306 和田中学校 ﾜﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003307 亘理小学校 ﾜﾀﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003308 稚内港小学校 ﾜｯｶﾅｲﾐﾅﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003309 稚内南中学校 ﾜｯｶﾅｲﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003310 和寒中学校 ﾜｯｻﾑﾁｭｳｶﾞｯｺｳ
003311 和洋国府台女子高校 ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞｼﾞｮｼｺｳｺｳ
003312 蕨岡小学校 ﾜﾗﾋﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
003313 蕨PSCO ﾜﾗﾋﾞﾋﾟｰｴｽｼｰｵｰ
003314 ﾜﾝﾀﾞｰSC ﾜﾝﾀﾞｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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