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 登録団体  チーム名 返金額 市区 返金場所指定学校
 13001  都・青山 ¥10,000 渋谷区 学習院女子
 13005  都・足立 ¥2,000 足立区 江東商業
 13006  井草 ¥5,000 練馬区 稔ヶ丘
 13007  東大和南 ¥17,000 東大和市 立川
 13008  千早 ¥4,000 豊島区 学習院女子
 13009  上野 ¥1,000 台東区 江東商業
 13010  江戸川 ¥9,000 江戸川区 江東商業
 13012  小山台 ¥3,000 品川区 攻玉社
 13015  大泉 ¥5,000 練馬区 稔ヶ丘
 13017  大島海洋国際 ¥5,000 大島町 別途相談？
 13018  成瀬 ¥5,000 町田市 富士森高校
 13019  南平 ¥12,000 日野市 立川
 13020  北園 ¥8,000 板橋区 学習院女子
 13022  葛飾野 ¥5,000 葛飾区 江東商業
 13026  九段中等 ¥10,000 千代田区 三輪田学園
 13027  国立 ¥11,000 国立市 立川
 13030  板橋有徳 ¥3,000 板橋区 学習院女子

 13031  都・駒場 ¥25,000 目黒区 学習院女子
 13032  小石川 ¥7,000 文京区 学習院女子
 13034  小松川 ¥3,000 江戸川区 江東商業
 13035  小平 ¥6,000 小平市 国分寺
 13036  国分寺高校 ¥17,000 国分寺市 国分寺
 13038  桜町 ¥3,000 世田谷区 学習院女子
 13041  新宿 ¥20,000 新宿区 学習院女子
 13042  石神井 ¥1,000 練馬区 稔ヶ丘
 13043  昭和 ¥8,000 昭島市 国分寺
 13045  杉並 ¥10,000 杉並区 学習院女子
 13047  竹早 ¥2,000 文京区 学習院女子
 13048  立川 ¥8,000 立川市 立川
 13052  瑞穂農芸 ¥3,000 多摩郡瑞穂町 立川
 13053  第三商業 ¥4,000 江東区 江東商業
 13057  芦花 ¥4,000 世田谷区 学習院女子
 13060  戸山 ¥9,000 新宿区 学習院女子
 13065  西 ¥12,000 杉並区 神代
 13067  福生 ¥3,000 福生市 立川
 13069  八王子東 ¥5,000 八王子市 富士森
 13070  東 ¥1,000 江東区 江東商業
 13071  白鴎 ¥5,000 台東区 江東商業
 13073  東大和 ¥8,000 東大和市 国分寺
 13075  都・文京 ¥1,000 文京区 学習院女子
 13076  富士 ¥5,000 中野区 学習院女子
 13078  富士森 ¥10,000 八王子市 富士森
 13080  府中東 ¥1,000 府中市 立川
 13082  保谷 ¥10,000 西東京市 稔ヶ丘
 13083  町田 ¥9,000 町田市 富士森
 13085  三田 ¥12,000 港区 三輪田学園
 13086  南多摩 ¥3,000 八王子市 富士森
 13087  三鷹中等 ¥1,000 三鷹市 神代
 13088  片倉 ¥2,000 八王子市 富士森
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 13089  中野工業 ¥1,000 中野区 稔ヶ丘
 13090  武蔵丘 ¥3,000 中野区 稔ヶ丘
 13091  都・武蔵 ¥6,000 武蔵野市 稔ヶ丘
 13097  雪谷 ¥12,000 大田区 攻玉社
 13098  日野台 ¥5,000 日野市 立川
 13099  両国 ¥4,000 墨田区 江東商業
 13100  筑波大附属 ¥6,000 文京区 学習院女子
 13102  学芸大附属 ¥2,000 世田谷区 学習院女子
 13104  東大附属 ¥1,000 中野区 学習院女子
 13106  調布南 ¥6,000 調布市 神代
 13107  小平西 ¥6,000 小平市 国分寺
 13108  松が谷 ¥8,000 八王子市 富士森
 13109  杉並総合 ¥1,000 杉並区 神代
 13110  墨田川 ¥21,000 墨田区 江東商業
 13111  調布北 ¥10,000 調布市 神代
 13113  広尾 ¥1,000 渋谷区 学習院女子
 13114  小金井北 ¥3,000 小金井市 立川
 13118  日本橋 ¥1,000 墨田区 江東商業
 13120  神代 ¥2,000 調布市 神代
 13123  永山 ¥4,000 多摩市 立川
 13125  城東 ¥10,000 江東区 江東商業
 13126  八王子桑志 ¥1,000 八王子市 富士森
 13129  府中西 ¥3,000 府中市 立川
 13130  葛飾総合 ¥2,000 葛飾区 江東商業
 13132  王子総合 ¥5,000 北区 三輪田学園
 13133  深川 ¥11,000 江東区 江東商業
 13135  清瀬 ¥9,000 清瀬市 国分寺
 13142  紅葉川 ¥7,000 江戸川区 江東商業
 13143  練馬 ¥3,000 練馬区 稔ヶ丘
 13144  秋留台 ¥4,000 あきる野市 立川
 13146  武蔵村山 ¥7,000 武蔵村山市 国分寺
 13147  武蔵野北 ¥9,000 武蔵野市 稔ヶ丘
 13150  翔陽 ¥8,000 八王子市 富士森
 13151  麻布 ¥4,000 港区 三輪田学園
 13153  青山学院 ¥14,000 渋谷区 学習院女子
 13155  穎明館 ¥9,000 八王子市 富士森
 13156  品川翔英 ¥6,000 品川区 攻玉社
 13159  京華女子 ¥2,000 文京区 学習院女子
 13161  佼成 ¥6,000 杉並区 神代
 13162  國學院 ¥1,000 渋谷区 学習院女子
 13163  久我山 ¥2,000 杉並区 神代
 13164  海城 ¥5,000 新宿区 学習院女子
 13165  学習院 ¥12,000 豊島区 学習院女子
 13166  学習院女子 ¥10,000 新宿区 学習院女子
 13168  錦城学園 ¥5,000 千代田区 三輪田学園
 13169  暁星 ¥5,000 千代田区 三輪田学園
 13174  京華 ¥8,000 文京区 学習院女子
 13175  京華商業 ¥3,000 文京区 学習院女子
 13177  麹町学園女子 ¥3,000 千代田区 三輪田学園
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 13178  攻玉社 ¥6,000 品川区 攻玉社
 13180  駒場学園 ¥1,000 世田谷区 学習院女子
 13183  芝浦工大附属 ¥5,000 江東区 江東商業
 13185  昭和第一学園 ¥6,000 立川市 立川
 13186  十文字 ¥9,000 豊島区 学習院女子
 13188  日大一 ¥1,000 墨田区 江東商業
 13191  聖心女子学院 ¥1,000 港区 三輪田学園
 13194  成城 ¥5,000 新宿区 学習院女子
 13196  創価 ¥4,000 小平市 国分寺
 13197  帝京大学 ¥1,000 八王子市 富士森
 13201  玉川学園 ¥3,000 町田市 神代
 13204  東京女子学院 ¥7,000 練馬区 稔ヶ丘
 13205  日駒 ¥2,000 目黒区 学習院女子
 13206  国士舘 ¥14,000 世田谷区 学習院女子
 13207  東京立正 ¥8,000 杉並区 学習院女子
 13208  豊島岡女子 ¥1,000 豊島区 学習院女子
 13209  東京成徳大高 ¥5,000 北区 三輪田学園
 13210  桐朋 ¥2,000 国立市 立川
 13211  桐朋女子 ¥7,000 調布市 神代
 13214  藤村女子 ¥9,000 武蔵野市 学習院女子
 13215  八王子 ¥30,000 八王子市 富士森
 13216  三輪田学園 ¥8,000 千代田区 三輪田学園
 13217  明星 ¥20,000 府中市 立川
 13219  武蔵野 ¥15,000 北区 三輪田学園
 13221  武蔵野大高 ¥1,000 西東京市 稔ヶ丘
 13225  明法 ¥10,000 東村山市 国分寺
 13227  日大二 ¥18,000 杉並区 稔ヶ丘
 13230  立正大付属高 ¥18,000 大田区 攻玉社
 13231  文教大付属 ¥11,000 品川区 攻玉社
 13232  早稲田 ¥8,000 新宿区 学習院女子
 13233  早稲田実業 ¥1,000 国分寺市 国分寺
 13234  早大学院 ¥1,000 練馬区 稔ヶ丘
 13235  日大三 ¥18,000 町田市 立川
 13237  日大櫻丘 ¥16,000 世田谷区 神代
 13238  日大鶴ヶ丘 ¥9,000 杉並区 神代
 13239  日体大荏原 ¥21,000 大田区 攻玉社
 13240  日体大桜華 ¥4,000 東村山市 国分寺
 13242  日女体大附属 ¥5,000 世田谷区 学習院女子
 13245  富士見 ¥4,000 練馬区 稔ヶ丘
 13246  淑徳巣鴨 ¥7,000 豊島区 学習院女子
 13247  獨協 ¥2,000 文京区 学習院女子
 13248  堀越 ¥4,000 中野区 学習院女子
 13252  法政大学高 ¥3,000 三鷹市 神代
 13255  拓大一 ¥1,000 武蔵村山市 国分寺
 13256  工学院 ¥6,000 八王子市 富士森
 13258  巣鴨 ¥2,000 豊島区 学習院女子
 13260  本郷 ¥1,000 豊島区 学習院女子
 13262  目黒日大 ¥10,000 目黒区 学習院女子
 13265  大妻多摩 ¥1,000 多摩市 神代
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 13268  聖徳学園 ¥2,000 武蔵野市 国分寺
 13269  保善 ¥6,000 新宿区 学習院女子
 13271  明中八王子 ¥15,000 八王子市 富士森
 13278  トキワ松 ¥7,000 目黒区 学習院女子
 13281  宝仙学園 ¥1,000 中野区 学習院女子
 13283  葛西工 ¥1,000 江戸川区 江東商業
 13290  立志舎 ¥2,000 墨田区 江東商業
 13291  田柄 ¥3,000 練馬区 稔ヶ丘
 13292  日比谷 ¥6,000 千代田区 三輪田学園
 13295  小平南 ¥1,000 小平市 国分寺
 13300  東京朝鮮 ¥1,000 北区 三輪田学園
 13305  安田学園 ¥1,000 墨田区 江東商業
 13313  関東第一 ¥1,000 江戸川区 江東商業
 13343  桜修館中等 ¥13,000 目黒区 学習院女子
 13349  つばさ総合 ¥10,000 大田区 攻玉社
 13353  日野 ¥11,000 日野市 立川
 13357  八王子北 ¥2,000 八王子市 富士森
 13358  芝商業 ¥11,000 港区 三輪田学園
 13359  国際 ¥4,000 目黒区 学習院女子
 13361  本所 ¥15,000 墨田区 江東商業
 13368  立教池袋 ¥13,000 豊島区 学習院女子
 13369  聖ヶ丘 ¥6,000 多摩市 神代
 13372  東京都市大付 ¥3,000 世田谷区 学習院女子
 13373  青稜 ¥6,000 品川区 攻玉社
 13376  東京電機大学 ¥4,000 小金井市 立川
 13381  朋優学院 ¥3,000 品川区 攻玉社


