
5⽉7⽇（⾦） 5⽉9⽇（⽇）
東京武道館 晴海総合
三浦 雅紀 桜美林 ⾨野 政⼈ 城北
⾨野 政⼈ 城北 三浦 雅紀 桜美林
植⽊ 伸広 都⼋王⼦東 梅⾕ 隆 都両国
秋澤 ⾵作 都⾜⽴⻄ ⼩笠 ⼀樹 都⽚倉
和⽥ 泉 都駒場 伊藤 広⼦ 都松が⾕
⼩笠原 正彦 都⽚倉 ⽵内 勝彦 都蔵前⼯業
伊藤 広⼦ 都松が⾕ 岡村 直樹 ⼥⼦聖学院
⽵内 勝彦 都蔵前⼯業 橘 和久 城北
⻄ 慶悟 都上野 ⿊尾 信 都向丘
下川 静佳 都篠崎 佐藤 藍 都板橋有徳
⿊尾 信 都向丘 ⼤畑 具弘 巣鴨学園
清⽔ 優希 都晴海総合 松澤 伸次 芝学園
⼤畑 具弘 巣鴨学園 峰松 順⼦ 吉祥⼥⼦
栗原 篤志 順天 栗原 篤志 順天
峰松 順⼦ 吉祥⼥⼦ 荒川 富美恵 東京成徳
洞⼝ 雄介 都葛⻄南 洞⼝ 雄介 都葛⻄南
畑野 毅嗣 都⾼島 畑野 毅嗣 都⾼島
⼩野 信⼀ 都晴海総合 ⼩野 信⼀ 都晴海総合
松坂  輝夫 都墨⽥川 花澤 美穂 ⽴川国際中等教育
坂⽥ 正晴 東海⼤菅⽣ 宮本 泰嵩 都鷺宮
⼭崎 智彦 ⾜⽴学園 清⽔ 優希 都晴海総合
近藤 実 駒沢⼤⾼ 松坂  輝夫 都墨⽥川
瀬尾 匡範 ⾜⽴学園 坂⽥ 正晴 東海⼤菅⽣
栗原 崇 杉並学院 ⼭崎 智彦 ⾜⽴学園
間込 秀明 ⿇布 近藤 実 駒沢⼤⾼
⽵内 裕貴 都篠崎 瀬尾 匡範 ⾜⽴学園
⼭﨑 雄⼤ ⾜⽴学園 宮澤 弘⾄ 東京成徳
⿊⽊ 野々花 都松が⾕ 武蔵 史郎 都⾚⽻北桜
宮本 泰嵩 都鷺宮 星野 喜代広 城北
根本 祥太郎 ⽇⼤豊⼭ 和⽥ 泉 都駒場
⾼⽔ 茂 都鷺宮 中澤 亘 拓⼤⼀
前島 伸彦 ⽇⼤⼀ 北⼝ 貴之 ⼗⽂字
関⼝ 信太郎 城⻄⼤城⻄ 浅野 ⼤将 聖学院
笠原 直⼈ 潤徳⼥⼦ 三浦 慎⼀郎 ⽴正
鈴⽊ 翔 ⽇⼤豊⼭ ⼩⽥⾦実平 都桜修館
北⼝ 貴之 ⼗⽂字 ⾼橋 弘⼆ 淑徳巣鴨
⼤栗 直也 三鷹中等 根本 祥太郎 ⽇⼤豊⼭
村瀬 諒 ⽇体⼤桜華 増⽥ 太郎 ⾼輪
⾺場 保 海城 ⽥中 照男 都昭和
天野 康寿 明⼤中野 ⽥⼝ 峻也 海城
⾙塚 泰紀 ⽇体⼤荏原 ⾙塚 泰紀 ⽇体⼤荏原
星野 喜代広 城北 ⾼⽔ 茂 都鷺宮
川村 剛⼠ 東海⼤⾼輪台 ⿊川 祐三 修徳
細川 梨絵 ⽇体⼤桜華 沓掛 良司 都多摩⼯
⽵⼭ ⼀孝 早稲⽥実業 登坂 太樹 筑⼤付駒場
⽮島 隆 都富⼠ 泉 典亮 聖学院
碓氷 好⼀ 国⼠舘 岩淵  寛 都清瀬
野原 ⿓⼀ 都深川 ⽥辺 剛⼈ 広尾学園
⽥⼝ 峻也 海城 仁ノ平 貴⼠ 城北
増⽥ 太郎 ⾼輪 細川 梨絵 ⽇体⼤桜華
前⽥ 梓 都篠崎 森下 将⾂ 都久留⽶⻄
関⼝ 信夫 修徳 植⽊ 伸広 都⼋王⼦東
季⾼ 将輝 都上⽔ 市川 奈代⼦ 関東第⼀
⿊川 祐三 修徳 福⽥ 亘宏 ⽇⼤豊⼭
種⽥ 直孝 東海⼤⾼輪台 ⽮島 隆 都富⼠
岩井 京介 都葛⻄南 佐藤 慧 京華
古澤 あずさ 桜美林 關 ⿓之介 宝仙学園
菅野 和洋 都久留⽶⻄ ⾺場 保 海城
⽥中 照男 都昭和 荒⽊ 卓也 都府中⻄
關 晃平 ドルトン東京 種⽥ 直孝 東海⼤⾼輪台
⻘栁 利陽 都⾜⽴ 笠原 直⼈ 潤徳⼥⼦
鈴⽊ 亜紀 正則学園 古澤 あずさ 桜美林
髙橋 捷太 ⽇⼤三 菅野 和洋 都久留⽶⻄
⼋⽊橋 歩 明星 野原 ⿓⼀ 都深川
遠藤 唯史 都⼩⾦井北 鈴⽊ 翔 ⽇⼤豊⼭
松井 寛之 ⽇⼤櫻丘 栗原 崇 杉並学院
登坂 太樹 筑⼤付駒場 橋⽖ 仁志 都松が⾕
荒⽊ 卓也 都府中⻄ 関⼝ 信夫 修徳
⾼橋 弘⼆ 淑徳巣鴨 髙橋 捷太 ⽇⼤三
⿊野 献⼀ 都上野 前⽥ 梓 都篠崎
橋⽖ 仁志 都松が⾕ 津坂 宗克 都向丘
岩淵  寛 都清瀬 村瀬 諒 ⽇体⼤桜華
⼩野澤 由⾏ 都両国 碓氷 好⼀ 国⼠舘
⼩⽥⾦実平 都桜修館 ⻘栁 利陽 都⾜⽴
⻄村 猛 都富⼠ 鈴⽊ 亜紀 正則学園
沓掛 良司 都多摩⼯ ⽵内 裕貴 都篠崎
荒川 富美恵 東京成徳 ⼋⽊橋 歩 明星
佐藤 慧 京華 関⼝ 信太郎 城⻄⼤城⻄
森下 将⾂ 都久留⽶⻄ 天野 康寿 明⼤中野
中澤 亘 拓⼤⼀ 三橋 遼介 東洋⼤京北
津坂 宗克 都向丘 ⿊⽊ 野々花 都松が⾕
福⽥ 亘宏 ⽇⼤豊⼭ 川崎 貴之 國⼤久我⼭
三浦 慎⼀郎 ⽴正 花岡 邦郎 ⻘稜
稲村 和典 ⽂⼤杉並 岩井 京介 都葛⻄南
花澤 美穂 ⽴川国際中等教育 川村 剛⼠ 東海⼤⾼輪台
荒井 美佳⼦ 淑徳巣鴨 齋藤 栄昭 都北園

間込 秀明 ⿇布


