
高校男子
ブロック ドローN 団体名 監督名 登録選手名

1 中大附高A 武市　雅至 松本　健弘　/　中村　建二　/　筒井　佳祐　/　松浦　悠希　/　倉持　宏規
2 日大豊山高Ｆ 小泉　翔 佐藤　壱正　/　小林　唯斗　/　渡辺　脩　/　斎藤　聡一郎
3 早大学院高D 野中　久武 山下　祐太　/　阿部　龍太郎　/　守屋　息吹　/　大嶋　遼平　/　髙木　駿平
4 町田高Ｃ 鹿又　規秀 小汲　龍也　/　三浦　天輝　/　石川　慶信　/　管原　啓太　/　重留　大成
5 田無高B 西根　総 大槻　梨雄　/　椎原　悠貴　/　渡邊　昂希　/　大須賀　宇宙
6 明治学院東村山高Ｄ 高橋　昭夫 榎本　晃大　/　中澤　仁志　/　栁下　貴識　/　橋本　龍一
7 国立高Ｄ 野間　明 富田　凜太郎　/　谷澤　友亮　/　近藤　敏貴　/　新田　泰弘
8 大東文化大第一高Ａ 長尾　昌己 望月　龍之助　/　小谷野　悠希　/　佐藤　優磨　/　中西　一哉　/　横山　朋紀
9 板橋高Ａ 茂出木　祥高 市川　耀太　/　神野　眞人　/　太田　英樹　/　加藤　凌大
10 成城高E 中村　晃信 渡辺　太一賀　/　青木俊大　/　冨田　航平　/　森下　幹太　/　鯰　雄至
11 国分寺高C 谷口　幸夫 鈴木　健太　/　佐藤　寛樹　/　山崎　隆太郎　/　荒木　健佑　/　横山　侑哉
12 上野学園高Ｂ 梅田　公輔 原口　知哲　/　武井　海斗　/　山岸　新　/　尾添　友哉　/　高橋　秀斗
13 松原高B 大城　伸 門屋　准平　/　新原　航太　/　森　惇　/　中島　沙吾　/　山口　豊津
14 府中西高Ｃ 海野　清 田口　勝貴　/　永井　健太　/　八木　稀央　/　遠藤　鳳斗　/　仲谷　遼太郎
15 明大明治高G 本橋　宏之 井出　悠太　/　前山　慎之介　/　森田　耀斗　/　西谷　直哉
16 明星高Ａ 旦野　成章 乾　俊之介　/　黒田　尚希　/　高野　凌一　/　武田　光　/　立川　晟
1 京華高Ａ 朝倉　寛 片岡　新　/　中村　唯夢　/　宮野　隼輔　/　高田　僚造
2 町田高G 鹿又　規秀 宮入　柾瑠　/　岸田　健太郎　/　中坪　亮輔　/　重村　鴻太
3 国立高C 野間　明 五十嵐　壮日子　/　好田　歩　/　澤田　慶一　/　清水　快人　/　中嶋　良介
4 三鷹中等B 武田　陽三 中嶋　翔太　/　戸島　翔吾　/　松島　裕　/　藤井　悠作
5 明星高Ｂ 旦野　成章 中田　明希　/　大谷　侑　/　兼井　良碩　/　関　龍哉　/　内藤　慶煕
6 松原高C 大城　伸 唐鎌　日向　/　加藤　貴大　/　柳　舜太　/　小黒　駿輝　/　河口　友哉
7 府中西高Ｄ 海野　清 赤羽　柚己　/　藤原　一貴　/　村上　翔真　/　田中　温也　/　堀越　陸斗
8 啓明学園高A 浅羽　健 早藤　喬葵　/　舘川　事央　/　渡部　晶朗　/　原本　豊光　/　長谷川　真
9 大東学園高Ａ 高田　祐作 青木　麗斗　/　武田　諄　/　伊藤　直輝　/　幸津　拓斗　/　進藤　海人
10 調布北高Ｃ 塩田　紀子 狩野　陽祐　/　藤原　朔　/　宮部　梨央　/　菊浦　三太郎　/　黒田　遊音
11 小平南高B 須田　英一 大﨑　智史　/　川部　孝太　/　斉藤　大倫　/　岩元　功二郎　/　宮崎　大貴
12 本郷高Ａ 岩撫　義剰 金澤　幸太　/　金子　俊　/　横山　健介　/　野川　裕人　/　土井　一真
13 調布北高Ｂ 塩田　紀子 髙久　雅史　/　鵜尾　雄樹　/　高谷　優太　/　河原　薫　/　片出　隆太
14 朋優学院高Ｃ 西中間　惠 香西　幸弘　/　見城　出　/　上田　大喜　/　佐野　翔馬　/　伊東　竜也
15 日大豊山高Ｈ 小泉　翔 久保　光　/　小口　晃生　/　地主　太一　/　竹内　治　/　松田　将太朗
16 日比谷高Ａ 小林　寛和 田端　そら　/　石田　悠　/　田原　隆之介　/　長濱　隆吾
1 大泉高 結城　妙子 林　健　/　横井　岳大　/　田口　穂　/　加藤　優季　/　山川　健介
2 成城高Ｇ 中村　晃信 天野　翔太　/　斎藤　颯摩　/　髙橋　航太　/　平松　和馬　/　神戸　智裕
3 駒込高Ｃ 江原　仁 定塚　一真　/　矢戸　大己　/　今坂　光　/　新井　颯季　/　古賀　太朗
4 中央学院大中央高B 旭　謙治 八頭司　成樹　/　吉川　圭一　/　西村　洋祐　/　伊藤　遼祐　/　滝口　秀人
5 八王子学園高Ｂ 波平　慎太郎 大畑　行世　/　林　優生　/　石川　大貴　/　吉田　尚生　/　神永　二千翔
6 明治学院東村山高C 高橋　昭夫 長山　昂平　/　福家　豊史　/　間嶋　拓朗　/　安部　與伴　/　山口　遼太郎
7 東海大高輪台高Ｆ 中山　唯人 加々見　諒　/　志村　一晟　/　飯塚　健　/　若泉　晃汰
8 小山台高Ａ 小林　達也 高橋　和也　/　小林　達也　/　八吹　燎　/　二井　空
9 立正高Ａ 梅田　克彦 山岸　海吏　/　久米　颯平　/　石井　一樹　/　増泉　勇斗　/　田代　康介
10 早大学院高Ｃ 野中　久武 谷下　豪　/　宮地　俊輔　/　南　遥貴　/　柴田　朋彦　/　吉竹　理樹
11 明大明治高I 本橋　宏之 遠藤　悠大　/　野中　竣斗　/　伊藤　大地　/　津久井　拓真　/　藏見　敦志
12 桜修館高Ａ 高山　愛 大西　音揮男　/　風木　翔　/　品田　雄生　/　寺井　純弘
13 国分寺高B 谷口　幸夫 川股　蒼　/　足立　楓　/　山下　元気　/　高山　青樹　/　千葉　洋胤
14 城北高Ｂ 釼持　昇 山口　義愛　/　名古屋　凱　/　若林　克洋　/　松岡　怜央
15 田無高C 西根　総 伊藤　風空　/　森井　大晴　/　内田　竣也　/　田倉　啓伍
16 日大豊山高Ａ 小泉　翔 岡本　優己　/　松木　翔太　/　矢渕　陽介　/　大渕　甲斐
1 東京成徳大学高 平川　元喜 山田　凱斗　/　神田　秀慶　/　秋葉　太朗　/　諸我　良太　/　安藤　洋祐
2 日大豊山高Ｇ 小泉　翔 野沢　拓史　/　彭　賢皓　/　高橋　辰弥　/　岩本　涼
3 雪谷高Ｃ 田島　有希子 山田　駿　/　藤田　響　/　柳下　史温　/　徳井　峻　/　吉岡　広大
4 日比谷高Ｂ 小林　寛和 水野　寛太　/　飛田　航佑　/　野口　能伸　/　吉崎　圭　/　佐藤　真弘
5 三鷹中等A 武田　陽三 熊谷　創　/　一町田　侃　/　吉野　貴浩　/　植木　俊輔
6 明星高Ｃ 旦野　成章 亀山　涼遠　/　大原　空羽　/　村田　周平　/　中埜　哲也
7 駒場東邦高Ｄ 下山　大介 渡辺　健斗　/　加藤　功基　/　山本　智　/　棚橋　大樹　
8 東京工大附高A 森安　勝 梶　浩幸　/　荒巻　海斗　/　伊藤　勇十　/　田中　敦也
9 小平南高A 須田　英一 新井　健杜　/　髙橋　尚輝　/　水戸　慶吾　/　中濱　真彦　/　米谷　仁志
10 立正高Ｂ 梅田　克彦 一色　亮太　/　中山　大輔　/　小川　貴大　/　坂元　拓海　/　清水　樹生
11 明大明治高C 本橋　宏之 上田　一誠　/　青木　海士　/　青木　光　/　田幡　一輝　/　盛野　晃平
12 私立武蔵高Ａ 横山　恭一 平野　大介　/　高木　景　/　森　尚久　/　太田　一毅　/　佐藤　刀麻
13 東大附属高 長嶋　秀幸 深井　匠　/　南川　翔太郎　/　谷口　南月　/　杉田　春音　/　西山　大一
14 国立高Ｂ 野間　明 堀内　亮吾　/　桜田　優大　/　廣瀬　颯太　/　兵庫　美乃留
15 府中西高Ｅ 海野　清 平尾　凌也　/　後藤　永吉　/　笠谷　彪雅　/　伊藤　竜太　/　山崎　佑真
16 聖徳学園高Ａ 小野　和彦 野口　爽太朗　/　小野　翔　/　井上　恵輔　/　古林　晋作　/　友野　来瑠斗
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1 中大附高Ｂ 武市　雅至 戸丸　諒　/　森　健太郎　/　石渡　健介　/　児嶋　拓朗　/　髙橋　玄
2 日大豊山高Ｉ 小泉　翔 石橋　亮太　/　金山　永久　/　浅川　優佑　/　吉野　颯太
3 東京工大附高C 森安　勝 山舗　拓司　/　佐口　航　/　柏木　祐人　/　伊藤　彰麻　/　奥津　千里
4 帝京高Ｂ 末廣　彬 宮奥　優　/　米澤　陵　/　伊藤　琢真　/　風間　博貴
5 明大明治高B 本橋　宏之 川崎　綾太　/　佐藤　克哉　/　細川　直弥　/　小西　遼治　/　相川　直人
6 私立武蔵高Ｃ 横山　恭一 長南　帆高　/　眞島　陸斗　/　吉村　昭宏　/　松本　圭介
7 中央学院大中央高C 旭　謙治 加藤　竜太　/　海老澤　太一　/　島野　怜生　/　石田　篤士　/　石川　晶悟
8 八王子学園高Ａ 波平　慎太郎 大谷　伸太郎　/　川本　尚永　/　太田　悠斗　/　白藤　英祐　/　田近　風芽
9 調布北高Ａ 塩田　紀子 竹田　琉風　/　吉村　勇希　/　田中　智之　/　大場　嵩之　/　藤原　幸平
10 東海大高輪台高Ｅ 中山　唯人 鈴木　聖哉　/　永井　優　/　張替　仁　/　岡村　哲平　/　森川　駿
11 立正高C 梅田　克彦 濱谷　駿希　/　鈴木　翔也　/　渡辺　瞬太郎　/　桶谷　亮太　/　宮口　洋人
12 府中西高Ｂ 海野　清 青木　雄大　/　川端　健太　/　大関　諒　/　堀内　雄大　/　服部　翔
13 桜修館高Ｂ 高山　愛 清水　拓見　/　河村　壮憲　/　田島　陽紀　/　松下　新
14 城北高Ｃ 釼持　昇 懸　亜悟　/　小川　敬三　/　小川　翔三　/　岩田　錦哉　/　木村　龍生
15 駒場東邦高Ｆ 下山　大介 塩塚　洋介　/　陣内　良飛　/　仁科　湧貴　/　松木　龍汰　/　松本　健太
16 立川国際高 阿部　雅浩 和嶋　秀斗　/　齊藤　瞭太　/　吉田　篤矢　/　松永　大輝　/　渡邉　航介
1 成城学園高A 飯島　怜 村上　鴻　/　稲垣　友崇　/　鎌田　航　/　和田　葵海　/　坂本　友輝
2 明大明治高K 本橋　宏之 金子　翔太　/　大野　友貴　/　山口　純太　/佐久間　洸成　/　松本　健
3 東海大高輪台高Ｃ 中山　唯人 大内　翼　/　田邊　侑也　/　八島　圭吾　/　山本　健亮
4 田園調布高Ｂ 松浦　司朗 勝田　奎哉　/　工藤　咲也　/　中島　健太　/　三澤　洵太　/　安部　和愛
5 創価高Ｂ 石野　正好 櫻井　広宣　/　木村　伸大　/　矢野　健太　/　静野　芳崇　/　山田　英一
6 成城高Ｄ 中村　晃信 青木　祥　/　大山　宏太　/　上阪　慶成　/　立石　直輝　/　柿元　宙陽
7 中央大高B 上井　恒毅 横田　一哲　/　秋本　昂大　/　藤井　耀介　/　竹田　穣太郎　/　松岡　龍之介
8 上水高A 籾内　徹 吉澤　哲世　/　水除　流聖　/　並木　龍之介　/　 宮野　渚月　/　吉沢　紘人
9 朋優学院高Ａ 西中間　惠 高　勇作　/　上戸　優吾　/　平瀬　克成　/　酒井　勇耀
10 昭和第一学園高Ｅ 鈴木　勝彦 上　貴之　/　峰岸　栞汰　/　上村　陸玖　/　渡辺　悠斗　/　須藤　楓太
11 中央学院大中央高D 旭　謙治 小山　健太　/　原　披史　/　山本　隼也　/　大山　悠輝　/　大澤　正歩
12 駒場東邦高Ｂ 下山　大介 米谷　友宏　/　宇田川　大輝　/　杉山　太一　/　平野　貴之　/　松本　航太
13 私立武蔵高Ｂ 横山　恭一 須藤　豪　/　篠木　優来　/　功能　隆志　/　米須　那月
14 青山高C 山下　詩織 樫　祐人　/　中村　颯　/　竹内　雅哉　/　鄭　豪
15 府中西高G 海野　清 森田　圭樹　/　鏑木　海智　/　横堀　時音　/　高山　竜耶　/　小澤　一真
16 武蔵野北高Ａ 杉山　和正 吉田　良　/　柴田　一朗　/　寺島　周佑　/　児玉　土武　/　尾口　由希也
1 かえつ有明高Ａ 篠原　敬司郎 西廣　洋平　/　松尾　晃太郎　/　佐藤　匠　/　川口　大空　/　大木　郁実
2 町田高Ｅ 鹿又　規秀 石原　拓真　/　折井　堅　/　尾崎　智哉　/　奥貫　圭吾
3 朋優学院高Ｂ 西中間　惠 中澤　直輝　/　関　航一朗　/　近保　快　/　小林　祐輝
4 上水高B 籾内　徹 滋野　元貴　/　飯塚　涼　/　朽木　聖耶　/　石浦　晃希　/　山口　千颯
5 青山高A 山下　詩織 近嵐　尚　/　三島　叶　/　池田　慧　/　大塚　智毅　/　佐久間　公平
6 八王子東高Ｂ 野村　元洋 石井　楓貴　/　飯島　駿　/　志水　颯真　/　小山　勇太
7 成城高Ｃ 中村　晃信 藤本　大統　/　伊藤　和馬　/　髙橋　雄太郎　/　西浦　晋一朗　/　藤岡　竹春
8 創価高Ａ 石野　正好 櫻井　陸　/　櫻井　真志　/　本多　輝久　/　川口　智也　/　飯田　翔
9 小平高A 堀内　裕史 秦　大祐　/　小林　右京　/　髙橋　俊太　/　粉生　拓哉　/　高橋　航太
10 明大明治高F 本橋　宏之 平山　嵩　/　高倉　遼汰　/松崎　太洋　/　勝部　聖士　/　伊藤　達哉
11 芝高C 伊藤　周平 齋藤　諒人　/　矢野　翔太　/　長野　世那　/　牧　洋斗
12 武蔵丘高Ａ 飯塚　京子 福田　一義　/　小川　大翔　/　近藤　京寿　/　良田　直基　/　田中　泰地
13 昭和第一学園高B 鈴木　勝彦 鈴木　颯太　/　生井　新大　/　山川　和希　/　石井　敦矩
14 雪谷高Ｂ 田島　有希子 箕輪　知輝　/　安藤　尚輝　/　川合　雄太　/　斉藤　仁哉　/　川原　潤也
15 明星高Ｆ 旦野　成章 小田島　柊斗　/　大場　悠介　/　関田　駿輔　/　細見　陸
16 国立高Ａ 野間　明 野澤　亮成　/　野中　隆弘　/　平澤　裕太　/　松浦　拓海
1 西高 富田　康次郎 北川　達也　/　打矢　俊　/　小出　悠太郎　/　遠藤　凱
2 国立高F 野間　明 野村　優希　/　落合　駿斗　/　上田　彬正　/　竹田　賢正　/　浦部　広人
3 明星高Ｅ 旦野　成章 松島　基機　/　中北　陽貴　/　地引　翔兵　/　三好　広大
4 中央大学杉並高B 生田　研一郎 久保園　真乃介　/　辛島　優也　/　成毛　雄紀　/　伊勢　健人　/　岡田　凌
5 芝高B 伊藤　周平 中山　幸則　/　池内　一樹　/　石川　准也　/　岩﨑　玲
6 明大明治高E 本橋　宏之 牛窪　悠貴　/　但木　悠馬　/　大久保　陽太　/　板倉　稜　/大和田　健太
7 板橋高C 茂出木　祥高 宮里　利輝　/　森田　雄眞　/　瀧澤　光太郎　/　岩上　巧　/　立木　諒大
8 明治学院東村山高B 高橋　昭夫 田島　晃輝　/　藤本　陸　/　鈴木　大賀　/　新井　大雅　/　近藤　千聖
9 葛西南高A 高瀬　智洋 吉田　慶賀　/　宮城　愛斗　/　髙野　昂輝　/　姫野　龍聖　/　前島　圭吾
10 中大附高Ｆ 武市　雅至 尾崎　凱　/　牧窪　修大　/　河合　竜太郎　/　石川　陽斗　/　鈴木　涼介
11 成城高Ｂ 中村　晃信 古澤　鑑実　/　中村　元　/　早坂　樹　/　田中　誠至　/　和田　拓真
12 大東文化大第一高B 長尾　昌己 佐久間　元気　/　高野　翔也　/　水野　朝貴　/　田沼　慶祐　/　竹内　皓基
13 工学院Ｂ 加藤　充子 入埜　友太　/　広田　葵　/　堀口　高志　/　三田　りょう　/　松本　成生
14 東海大高輪台高Ｂ 中山　唯人 中村　航基　/　入江　健伍　/　木嶋　恵祐　/　大野　拓貴
15 青山高D 山下　詩織 川島　健哉　/　大関　優也　/　森岡　傑依　/　原田　実　/　岡安　幹太
16 国分寺高A 谷口　幸夫 木村　啓介　/　山口　元汰　/　宮當　陽　/　瀬尾　悠哉　/　春田　穂高
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1 早大学院高A 野中　久武 宇都木　一輝　/　池田　秀斗　/　藤井　太陽　/　小林　祐人　/　五十嵐　裕貴
2 小山台高E 小林　達也 内藤　怜於　/　島﨑　章平　/　大塚　凌太朗　/　杉田　祥　/　船橋　周倖
3 かえつ有明高Ｂ 篠原　敬司郎 鍵野　佑介　/　堀内　隆介　/　菅沼　駿佑　/　阪東　蓮太　/　木村　理玖
4 日大豊山高Ｂ 小泉　翔 山口　赳世　/　櫻井　教臣　/　端山　雄大　/　石井　俊樹
5 東京立正高 村中　智 尼﨑　悠　/　竹内　翔　/　小川　悠生　/　都丸　健一朗　/　井原　隆登
6 明星高Ｄ 旦野　成章 水野　碧大　/　小林　元喜　/　鈴木　健斗　/　鴨下　大河
7 国士舘高B 綿貫　陽一 杉本　龍太　/　佐藤　諒斗　/　竹内　勇貴　/　仙石　光貴　/　亀山　龍之介
8 江戸川高 川上　文雄 荒井　翔太　/　上原　大樹　/　本多　風太　/　柴田　智樹　/　梅沢　大輝
9 城北高Ａ 釼持　昇 大下　開生　 /　 鈴木　亜周　/　清水　敦斗　/　木村　智也
10 中大附高Ｄ 武市　雅至 村木　隼大　/　小志田　太郎　/　三村　鴻太　/　栗又　透馬　/　木村　顕大
11 八王子東高Ｃ 野村　元洋 小見　友介　/　若林　慧　/　高橋　正博　/　村松　光成　/　土方　悠生
12 城東高B 佐藤　東 沢田　零　/　大野　更武　/　菅原　和馬　/　孟　博昊
13 駒場東邦高Ａ 下山　大介 水野　統馬　/　久保　龍哉　/　松尾　郁也　/　吉澤　将嗣　/　仲野　太喜
14 東海大高輪台高Ｄ 中山　唯人 手嶋　克彰　/　松川　弘樹　/　佐藤　柳洋　/　田島　佑基
15 青山高E 山下　詩織 森藤　健太　/　田中　孔志　/　田中　完　/　高橋　直也　/　金森　弘樹
16 帝京高A 末廣　彬 沖野　喜之　/　端山　大斗　/　伊藤　憲哉　/　尾身　政晃
1 青山学院高 武藤　拓 伊東　貴哉　/　兼杉　駿　/　澤井　一希　/　坂田　幸太郎　/　西出　涼人
2 成城高Ｉ 中村　晃信 濱野　揚茂　/　野田　凌真　/　足立　興太郎　/　豊田　陽太郎　/　来嶋　龍梧
3 日大豊山高Ｃ 小泉　翔 長沼　航平　/　岩田　空　/　小森　弘太朗　/　飯田　洋平　/　齋藤　滉大
4 富士高B 岩越　司 塚田　隆太　/　松岡　雄大　/　石川　宇月　/　七条　広大　/　酒井　悠汰
5 武蔵野北高Ｂ 杉山　和正 小松﨑　康輔　/小林　智樹　/　森　大河　/　池田　拓真　/　渡辺　泰弘
6 中央大学杉並高D 生田　研一郎 平山　奏飛　/　冠城　陸　/　金子　彪我　/　渡部　恵斗　/　小久保　颯太
7 東京工大附高E 森安　勝 逢坂　昇汰　/　内藤　泰成　/　吉岡　信太郎　/　下村　悠樹
8 二松学舎高 車田　忠継 岡部　佑紀　/　森　大将　/　須賀　祥太　/　増岡　玲旺　/　緑川　健輔
9 城東高A 佐藤　東 神　颯太　/　杉田　龍之介　/　菅原　侑真　/　佐藤　慶太　/　南　聡次朗
10 早大学院高E 野中　久武 矢追　耕太郎　/　青山　拓未　/　北村　龍之介　/　福新　素直　/　齋藤　賢聖
11 私立武蔵高Ｄ 横山　恭一 西田　光太郎　/　塚本　優人　/　平木　寛太　/　磯部　勇雅
12 小平高B 堀内　裕史 浅野　光弥　/　村田　武蔵　/　焼谷　卓磨　/　中藤　俊介　/　浦川　悠成
13 大東学園高Ｂ 高田　祐作 岡田　颯汰　/　江上　和志　/　古平　悠真　/　清水　大世
14 中大附高Ｅ 武市　雅至 渡邉　幸紀　/　能地　隆太朗　/　南茂　海斗　/　北村　颯　/　山保　孝太
15 明大明治高J 本橋　宏之 藤本　大輝　/　小倉　勇佑　/　岸　駿斗　/　三村　啓太
16 田無高A 西根　総 小川　竜末　/　中村　直人　/　大野　真明　/　林　和希　/　池田　佳史
1 明大明治高A 本橋　宏之 梅木　京介　/　辻　拓巳　/　大塚　康平　/　田坂　優樹　/　新井　義喜
2 日比谷高Ｃ 小林　寛和 木皿　皓斗　/　大野　大輝　/　土井　彰真　/　秦　晋之介　/　植田　遼
3 富士高C 岩越　司 中澤　祐人　/　坂倉　雄矢　/　今西　龍一　/　芳澤　耀亮　/　木本　ネオ
4 東京工大附高B 森安　勝 堀池　尚輝　/　美﨑　悠人　/　豊田　丈司　/　高村　朝陽
5 芝高A 伊藤　周平 中井　健太郎　/　浅野　峻介　/　野沢　隆史　/　藤本　湧　/　坂本　広樹
6 中央大学杉並高C 生田　研一郎 村岡　喜明　/　杉浦　勇希　/　加藤　太一　/　宮田　剛　/　石山　海大
7 立正高Ｄ 梅田　克彦 平山　雄　/　山﨑　太視　/　稲葉　航太　/　近藤　湧太　/　曽根原　悠河
8 美原高 松木　雄史 野武　隼輝　/　中野　武留　/　愛澤　優希　/　新井　勇貴　/　小口明純
9 成城高Ａ 中村　晃信 山本　敏之　/　大野　航　/　多田　彩人　/　渡辺　弦一郎　/　脇山　健太
10 昭和第一学園高Ｄ 鈴木　勝彦 三鴨　アーサー茂　/　中澤　拓未　/　道内　大輔　/　相川　和貴　/　小林　幸義
11 町田高Ｄ 鹿又　規秀 原　雄真　/　辻　祐樹　/　池上　翔虎　/　鈴木　秀明
12 青山高B 山下　詩織 平原　直人　/　石崎　太一　/　大西　陸　/　加藤　優亮　/　比留間　周
13 国立高E 野間　明 塚平　渓太　/　保科　俊太郎　/　鈴木　祥太　/　原　大樹
14 啓明学園高B 浅羽　健 小網　修平　/　中平　善幸　/　森岡　陽太　/　松尾　洸杜　/　安藤　航
15 駒場東邦高Ｅ 下山　大介 佐藤　良亮　/　挽野　凌　/　大西　悠汰　/　川西　諄　/　森本　匠
16 上野学園高Ａ 梅田　公輔 敞田　真央　/　西郷　翔真　/　河野　恵吾　/　関　友貴　/　長谷部　勇樹
1 明治学院東村山高A 高橋　昭夫 鈴木　惠祐　/　西山　英寿　/　結城　翼　/　原　浩太　/　福川　歩　
2 成城高H 中村　晃信 真嶋　悠　/　伊藤　雄哉　/　大澤　州一郎　/　荒瀬　辰哉　/　及川　智之　
3 本郷高Ｃ 岩撫　義剰 井上　航　/　林　怜央　/　小室　友人　/　勝部　貴博　/　北村　悠馬
4 駒込高Ｂ 江原　仁 二木　春樹　/　佐藤　創　/　林　佑生　/　小林　優耀　/　辻　悠行
5 田園調布高Ａ 松浦　司朗 中村　嶺河　/　秋山　裕斗　/　岡田　健大　/　渡邉　捷　/　前田　武流
6 早大学院高Ｂ 野中　久武 名城　開斗　/　関原　紡伎　/　馬場　俊輔　/　遠山　凌央　/　佐久間　唯人
7 城北高Ｄ 釼持　昇 海老原　秀多朗　/　松山　幸路　/　三浦　正晶　/　山野　生翔　/　髙橋　慎太郎
8 日野高 阿久津　和浩 岩瀬　航　/　村岡　優　/　川井　駿　/　金井　勇樹　/　下笠　僚太
9 昭和第一学園高A 鈴木　勝彦 渡邊　啓悟　/　青木　駿太　/　河合　真生　/　佐々木　皐太　/　長谷川　高大
10 日大豊山高Ｄ 小泉　翔 鈴木　涼夫　/　宮崎　紘平　/　勝田　樹　/　椎塚　佑馬　/　中田　優作
11 成城学園高B 飯島　怜 萩原　亮介　/　篠田　優太郎　/　林　晃平　/　渡邉　隼平　/　松村　周
12 中央学院大中央高A 旭　謙治 小林　優也　/　周　启晟　/　戸野塚　匠　/　峯崎　敬伍
13 小山台高Ｂ 小林　達也 佐藤　海都　/　伊藤　凱　/　川原田　倫治　/　福嶋　玲雄
14 中央大高C 上井　恒毅 中野　数章　/　松見　洋希　/　松﨑　勇斗　/　荒井　響生　/　熊谷　勘汰
15 東海大高輪台高Ｈ 中山　唯人 大阿久　啓　/　大竹　琉偉　/　戸倉　慧人　/　高橋　幸輝　/　時田　航季
16 中央大学杉並高A 生田　研一郎 宮澤　裕樹　/　佐野　虹太　/　蔭山　大朗　/　西崎　淳也　/　吉田　圭吾
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1 富士高A 岩越　司 小川　修人　/　丸山　良太郎　/　宮川　耀平　/　大島　基　/　古市　優
2 日大豊山高Ｊ 小泉　翔 溝上　慶彦　/　酒井　亮　/　岡本　壱哉　/　斎藤　裕太
3 小山台高Ｃ 小林　達也 中村　勇志　/　洞澤　尚慶　/　斎藤　翔太　/　池上　弘記
4 板橋高B 茂出木　祥高 神林　友　/　内村　慶宣　/　荻原　亮　/　PHYO　ZAN　HEIN
5 帝京八王子 水上　雷司 兒玉　昇大　/　田中　翼　/　平工　ハイネ　/　竹村　歩　/　山村　泰智
6 府中西高F 海野　清 上山　哲汰　/　中野　幸司　/　久保田　智也　/　宇佐美　羅生　/　綿谷　竜ニ
7 東海大高輪台高Ｇ 中山　唯人 太田　一輝　/　巻幡　陽太　/　中村　優作　/　河崎　恭大　/　岡　優希
8 麻布高 鈴木　弘一郎 斉藤　然　/　荒木　緒途　/　五百籏頭　アレン　/　今枝　凜太　/　松本　雄大
9 広尾学園高 児馬　格 堀　宏輔　/　早川　輝　/　増井　元気　/　車塚　澪音　/　日高　時音
10 成城高F 中村　晃信 松岡　由起　/　松本　健太　/　中山　亮太　/　高橋　健　/　小谷　健人
11 雪谷高Ｄ 田島　有希子 山本　和典　/　大庭　ちから　/　斎藤　翔　/　山田　遼平　/　枡　智拓
12 中央大高A 上井　恒毅 駒崎　祐人　/　吉田　昂生　/　吉田　奨真　/　山島　優一郎　/　澤野　慶　
13 京華高Ｂ 朝倉　寛 博多　優佑　/　鷹島　稜　/　鹿野　良太　/　大友　貴介
14 かえつ有明高Ｃ 篠原　敬司郎 須藤　蓮　/　加藤　愛翔　/　中村　優太　/　大竹　春輝　/　井伊　柊輔
15 明大明治高H 本橋　宏之 中山　浩輔　/　浅山　雅一　/　下村　淳　/　長瀬　圭登
16 町田高Ａ 鹿又　規秀 古田　至　/　小坂　優斗　/　田中　凱都　/　小島　大典　/　松川　駿
1 東海大高輪台高Ａ 中山　唯人 立花　宗嵩　/　大橋　迅　/　後藤　陸　/　寒河江　大葵　/　稲澤　俊亮
2 桜修館高Ｃ 高山　愛 酒井　保宜　/　飯森　南斗　/　杉山　健太　/　多田　耕史郎　/　三輪　弘樹
3 町田高F 鹿又　規秀 宮本　裕貴　/　岡野　裕朔　/　栃堀　大地　/　風見　昌輝
4 成城高Ｊ 中村　晃信 小板橋　弘　/　長尾　謙希　/　春日　孝大　/　鈴木　敬大　/　西井　大雅
5 松原高A 大城　伸 山田　拓真　/　市川　創梓　/　中島　大河　/　木下　隆兵　/　安田　悠樹
6 日大豊山高Ｅ 小泉　翔 大塚　祐輝　/　小森　義久　/　田中　友宏　/　谷口　崚　/　松本　智王
7 昭和第一学園高Ｃ 鈴木　勝彦 中島　隆介　/　西垣　千紘　/　末廣　玲都　/　小高　駿介　/　平賀　大晴
8 関東第一高Ａ 井上　亨平 徳永　優斗　/　鎌形　颯　/　古藤　海渡　/　澤田　春樹　/　鈴木　蓮斗
9 雪谷高Ａ 田島　有希子 霜田　有佑　/　日高　瑛介　/　平林　将　/　垣田　侑希
10 小山台高Ｄ 小林　達也 小澤　尚矢　/　小川　直輝　/　後藤　将太　/　加藤　龍三郎
11 府中西高Ａ 海野　清 池川　光　/　小阪　涼介　/　野添　圭介　/　水島　祐希
12 本郷高B 岩撫　義剰 古田　耀一　/　宮本　英俊　/　小島　大恵　/　各務　佑亮
13 立正高Ｅ 梅田　克彦 月岡　裕貴　/　高橋　悟　/　八木　拓海　/　竹山　朋希　/　小松　丈浪
14 葛西南高C 高瀬　智洋 奥　謙治　/　森田　滉大　/　坂本　柊太　/　南　颯亮
15 高輪高Ｂ 深瀬　知則 寺澤　尚己　/　石井　航平　/　山下　翔世　/　田中　優志　/　菅沼　雄太
16 工学院Ａ 加藤　充子 茶木　基弘　/　竹谷　京悟　/　山川　凜　/　大西　直輝　/　村中　嘉唯
1 国士舘高A 綿貫　陽一 服部　隆汰　/　中松　勇斗　/　立川　翔太　/　田中　幹人　/　星崎　竜太朗
2 立正高Ｆ 梅田　克彦 福山　光太　/　秋元　拓望　/　松谷　隆生　/　南　龍司　/　鈴木　陸
3 中大附高Ｃ 武市　雅至 菊地　雄己　/　斉藤　祐大　/　松井　弘樹　/　草木　太知　/　塚田　千也
4 葛西南高B 高瀬　智洋 出口　皓太　/　田中　力　/　相田　元　/　斎藤　大地
5 武蔵丘高Ｂ 飯塚　京子 大部　真輝　/　恒木　航太　/　中山　侑大　/　高柳　秀斗　/　村田　裕基
6 武蔵野北高C 杉山　和正 佐藤　樫　/　杉谷　駿　/　高田　拓也　/　世羅　知哉　/　小亀　雄太
7 東京工大附高D 森安　勝 北川　翔　/　大貫　和基　/　土村　龍平　/　髙木　洋明　/　安田　尚生
8 駒込高Ａ 江原　仁 野澤　亮太　/　吉田　橘平　/　石倉　丈　/　川﨑　和樹　/　阿部　真之
9 高輪高Ａ 深瀬　知則 辻　敦志　/　加藤　峻　/　池田　知樹　/　冨田　雄音　/　富永　大雅
10 関東第一高Ｂ 井上　亨平 立石　洸太　/　永坂　竜紀　/　小田　友哉　/　月村　光　/　石川　雄大
11 明大明治高D 本橋　宏之 小澤　亮太　/　坂東　慶亮　/　吉田　雄太　/　佐藤　大河　/　猪飼　啓太
12 町田高Ｂ 鹿又　規秀 佐藤　悠太郎　/　中野　将弥　/　宮下　光　/　市橋　陸　/　開地　勇成
13 聖徳学園高Ｂ 小野　和彦 森田　賢　/　丸茂　浩之　/　難波　歩希　/　三宅　康就　/　内藤　大河
14 駒場東邦高Ｃ 下山　大介 大矢　隼輔　/　久下　雄大　/　藤永　惇寛　/　桶川　連
15 早大学院高F 野中　久武 土屋　開　/　中村　一夢　/　丸山　雄大　/　冨家　功一郎　/　陳　志宇
16 八王子東高Ａ 野村　元洋 武本　創太　/　鈴木　琉平　/　福島　啓介　/　長岡　隼巳　/　小川　遼人

M

N

O

4/4


