
会場：

期日：

エントリー： 121名

出場： 119名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小川 詠次郎 足立第十一中2 70 (35、35) 41 多戸 仁一 成蹊中3 85 (43、42) 82 加藤 剛 茗溪学園中2 97 (49、48)

2 下田 雄大 荏原平塚学園中3 71 (36、35) 水戸 颯 新潟大学付属中1 85 (43、42) 本田 拓也 小松川第一中2 97 (47、50)

3 柿澤 大輝 千波中3 72 (38、34) 43 鈴木 崇仁 玉川学園中3 86 (46、40) 84 朱田 晴則 明治大学付属中野中2 98 (51、47)

林 侃汰朗 五泉北中3 72 (37、35) 渡辺 健斗 清瀬中2 86 (44、42) 福島 太一朗 立正中2 98 (50、48)

5 中井 賢人 保谷中1 73 (38、35) 樋口 匠 立教池袋中1 86 (43、43) 吉野 友太郎 立正中3 98 (48、50)

篠 優希 杉並学院中2 73 (37、36) 坂本 一馬 玉川中3 86 (42、44) 瀧 健太郎 立正中3 98 (46、52)

7 吉田 歩生 かえつ有明中2 74 (39、35) 鄭 多仁 明治大学付属中野中1 86 (41、45) 88 毛利 理央 六木中2 99 (54、45)

8 清水 優太 小平第五中2 75 (39、36) 48 宮崎 星冬 杉並学院中3 87 (48、39) 若山 拓朗 聖学院中3 99 (49、50)

鈴木 祥一郎 東蒲中2 75 (37、38) 斎藤 克矢 杉並学院中2 87 (46、41) 中野 幹生 羽村第一中2 99 (43、56)

斉藤 史晶 紫雲寺中3 75 (37、38) 永田 耕平 目黒第八中2 87 (42、45) 91 大瀬 侑磨 南葛西中1 100 (50、50)

11 塚本 岳 立教池袋中1 76 (41、35) 岡田 大樹 清明学園中3 87 (42、45) 松岡 展也 足立学園中2 100 (47、53)

庄司 将也 茨城大学教育学部附属中3 76 (40、36) 52 木村 秀介 友部第二中1 88 (48、40) 93 兼田 頌梧 立教池袋中2 101 (52、49)

齋藤 太稀 五泉中1 76 (40、36) 北村 征大 明治大学付属中野中3 88 (47、41) 鈴木 雄祐 聖学院中2 101 (48、53)

- 以 上、 予 選 通 過 － 渡辺 明斗 新津第一中2 88 (44、44) 95 田邉 晟 日本大学第一　中2 103 (49、54)

14 渡辺 和希 東石山中3 77 (37、40) 井上 賢人 世田谷中1 88 (44、44) 96 井口 隆哉 石神井西中2 104 (51、53)

15 志村 拓紀 羽村第一中3 78 (39、39) 平野 雄大 東京学芸大学付属小金井中3 88 (43、45) 笹島 怜央 蒲原中2 104 (50、54)

斉藤 亮 京北中3 78 (38、40) 57 五通 貴世 高井戸中2 89 (48、41) 98 大川 黎華龍 聖学院中3 105 (53、52)

島田 康成 別所中2 78 (38、40) サンダース ヒュー 聖学院中3 89 (47、42) 99 戸田 侑吾 明治大学付属中野八王子中3 106 (54、52)

18 鎌田 宗一郎 田園調布中3 79 (43、36) 金子 憲洋 立教池袋中1 89 (45、44) 小谷 允人 駒沢中3 106 (54、52)

樋口 航平 井荻中3 79 (40、39) 高橋 海仁 千登世橋中2 89 (42、47) 101 千葉 雄貴 立正中3 107 (57、50)

20 若杉 卓海 坂井輪中3 80 (44、36) 61 森山 錬 東深沢中3 90 (48、42) 荒川 瑞樹 日本大学第一中3 107 (55、52)

森川 治門 立教池袋中2 80 (41、39) 曽原 和樹 谷中中1 90 (47、43) 吹春 朋哉 杉並学院中1 107 (51、56)

荒井 陸 武蔵野第三中2 80 (41、39) 奥田 和志 学習院中3 90 (45、45) 104 中島 広太郎 明治大学付属中野八王子中3 108 (55、53)

野村 龍太郎 柏葉中1 80 (40、40) 宇野 輝紀 清真学園中3 90 (43、47) 奥村 伸三 原宿外苑中1 108 (54、54)

小林 光太郎 愛宕中2 80 (39、41) 65 立石 守廣 郁文館中3 91 (42、49) 106 木村 倫人 聖学院中3 109 (54、55)

25 青木 公翼 立教池袋中1 81 (41、40) 66 矢口 宣洋 桜丘中3 92 (49、43) 中村 裕太 立正中2 109 (54、55)

26 吉田 悦都 東京学芸大学附属竹早中1 82 (45、37) 阿曽 昂正 聖学院中3 92 (49、43) 小林 輝貴 立教池袋中2 109 (53、56)

小野 耕平 藤代南中3 82 (43、39) 粟山 尚 日本大学第一中3 92 (48、44) 109 片岡 大士 聖学院中2 111 (54、57)

岩佐 樹里哉 白鴎高等学校附属中2 82 (41、41) 山崎 隼人 取手東中2 92 (44、48) 110 内野 拓海 明大中野八王子中3 113 (59、54)

田村 祐二 明大中野八王子中3 82 (39、43) 黒澤 一貴 茨城大学教育学部附属中1 92 (44、48) 111 丸山 智大 立正中3 114 (58、56)

30 夏堀 裕大 水戸第四中1 83 (45、38) 71 三橋 史明 成城学園中1 93 (50、43) 112 山元 勇人 明治大学付属中野中3 117 (62、55)

笹井 孝祐 立教池袋中1 83 (43、40) 奥村 智幸 原宿外苑中3 93 (47、46) 金城 幸起 立正中3 117 (59、58)

星野 陸也 水戸第二中3 83 (43、40) 小田嶋 慶治 水戸第一中2 93 (45、48) 114 松原 伊吹 学習院中1 119 (57、62)

二村 健人 早稲田実業中2 83 (41、42) 74 田中 健太郎 明治大学付属中野中3 94 (51、43) 115 金子 凌之 清瀬第四中1 120 (66、54)

大和久 仁一郎 上野中3 83 (41、42) 岩沢 一輝 東中3 94 (47、47) 116 島崎 吾郎 開成中2 126 (63、63)

高倍 淳一 みなみ野中1 83 (40、43) 田中 秀幸 青山学院中3 94 (44、50) 117 仲 真広 東京都市大学付属中3 129 (52、77)

伊藤 奨悟 国立第一中3 83 (39、44) 77 林 賢太郎 セントメリーズ中3 95 (50、45) 118 金城 京起 立正中3 133 (67、66)

37 関根 一眞 杉並学院中1 84 (46、38) 阿部 俊介 明治大学付属中野中1 95 (50、45) 失格 清水 純一 啓明学園中3

永尾 瑠希 立教池袋中2 84 (44、40) 79 鈴木 一聡 緑中2 96 (51、45) 欠場 高橋 宝将 けやき台中1

淡路 恋 牛込第三中3 84 (43、41) 土居 寛幸 郁文館中3 96 (49、47) 欠場 飯田 隆広 芝浦工業大学中3

安部 修吾 杉並学院中3 84 (43、41) 椿 将至 千寿桜堤中2 96 (46、50)
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