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得点ランキング（～7 月 17 日） 
◆Eリーグ 131点 

1位 6点 荒井敬介（かえつ）

2位 5点 中島滝（修徳A） 香山彰利（関東一） 竹内祐貴（江北A） 佐藤領（修徳B）

6位 4点 土田将輝（修徳A） 岡田紘季（修徳A） 斎藤匡礼（修徳A） 堀切祐介（修徳B）

川島昭紀（江北A） 阿部大輝（江北A） 木原良介（城東） 鶴岡大輝（城東）

14位 3点 岡野正彦（修徳A） 大塚健太（修徳B） 間野健洋（城東） 稲野嵐（江北A）

藤井悠也（学習院）

19位 2点 森壮太郎（修徳A） 田中一輝（修徳A） 中村裕樹（修徳B） 久保一貴（修徳B）

山本哲（修徳B） 小田将太郎（修徳B） 市川翔太（関東一） 飯島一貴（関東一）

小野雄太郎（学習院） 渡辺俊介（学習院） 稲毛茂樹（かえつ） 藤山世開（かえつ）

佐藤允一（本郷） 富沢貴広（城東）

33位 1点 島田大陸（かえつ） 浅川明人（かえつ） 木村駿介（かえつ） 今泉和也（かえつ）

早川英幸（かえつ） 浜田航（かえつ） 小澤歩（修徳A） 内藤誠（修徳A)

松井昴（修徳A) 笈川大希（修徳A） 田中雅貴（修徳B） 青木貴裕（修徳B）

河津勇樹（修徳B） 末藪大輔（関東一） 横井孝俊（関東一） 加藤大樹（関東一）

田中佑幸（関東一） 鈴木嵩弘（江北A） 桜井秀祐（江北A） 新井翔太（江北A）

平本貴之（学習院） 長手達哉（学習院） 太田峻介（学習院） 澤田祐太（本郷）

宮崎達文（本郷） 田中直貴（本郷） 宮崎達也（本郷）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（かえつ） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（江北A） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（関東一）  
 

 

◆DUO リーグ 

＜1 部リーグ＞ 205 点 

1位 10点 小岩謙一郎（小石川）

2位 8点 松岡雄介（郁文館） 千崎尉二朗（豊島）

4位 7点 内田大貴（都足立）

5位 6点 白鳥雄平（都文京） 柁原悟（都文京） 金野洋佳（都足立） 青木直人（豊島）

9位 5点 辻川敦也（日大豊山） 吉澤匠（京華） 中山達矢（筑波） 石川優真（足立学園）

大澤健人（駒込）

14位 4点 杉山龍一（駒込） 藤原一将（郁文館）

16位 3点 郡翔太郎（日大豊山） 和田康平（都足立） 金子博樹（都足立） 三枝純幸（都足立）

松木翔彦（小石川） 小林勇祐（小石川） 中塚亮太（筑波） 新井俊亮（足立学園）

鬼塚潤平（足立学園） 苦瀬勇二（京華） 増子翔太（京華） 小口翔平（郁文館）

28位 2点 糸山隆志（都豊島） 東原巧次朗（都豊島） 鈴木健夫（都足立） 丹沢正義（都足立）

高橋世治（都足立） 高橋海（小石川） 柳下大祐（小石川） 長井佑樹（筑波）

佐藤壮真（日大豊山） 仁木亮輔（京華） 麻貴紀（京華） 鈴木慎一郎（京華）

須賀大介（郁文館）

41位 1点 大澤佑太（日大豊山） 黒澤晃（日大豊山） 田中浩太（日大豊山） 丸山湧人（日大豊山）

高嶋亮平（日大豊山） 小林怜弘（日大豊山） 草場正道（都豊島） 冨山祐生（都豊島）

清水謙吾（都豊島） 木村敦史（都豊島） 須之内健太（都豊島） 矢口健太郎（都豊島）

小池紘史（都文京） 松本拓也（都文京） 頓所晃尚（都文京） 折井敦郎（都文京）

津久井康介（都文京） 村岡遼太郎（都足立） 大室翔平（都足立） 金澤考宏（都足立）

加藤肇彬（都足立） 岡田康尚（都足立） 井戸克哉（小石川） 神殿尚明（小石川）

本橋銀太（小石川） 高久悠輝（小石川） 笠原将（筑波） 室谷祐樹（筑波）

端崎大介（筑波） 八田良樹（筑波） 三井譲（筑波） 白松昌起（筑波）

中島聡（筑波） 根本義規（筑波） 奥勇人（足立学園） 大金優樹（足立学園）

小松田優（足立学園） 栗城諒一（足立学園） 山本拓也（足立学園） 平野和佑（足立学園）

山田大樹（足立学園） 東畑収（足立学園） 須貝仁（駒込） 全将希（駒込）

本田裕之（駒込） 前澤翔（京華） 三戸哲郎（京華） 秋田敬（京華）

守屋達雄（郁文館） 植田卓矢（郁文館） 伊藤渉（郁文館） 奥健太郎（郁文館）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（筑波）  
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＜2 部 DU リーグ＞ 102 点 
1位 14点 中山景（豊島学院A）

2位 10点 斉藤駿平（昭和一）

3位 6点 斉藤貴哉（豊南） 清瀬拓也（豊南）

5位 5点 小林伸二（豊島学院A） 奥山竜之介（豊島学院A）

7位 4点 豊口貴大（獨協） 齋藤一輝（江北B）

9位 3点 千丈直人（獨協） 中山聡（FC西巣鴨03） 安田邑太（FC西巣鴨03） 宮崎颯（昭和一）

13位 2点 舛谷隆之（江北B） 安井隼人（淑徳巣鴨B） 今枝遼（獨協）

16位 1点 梅田圭祐（獨協） 藤井義隆（獨協） 田中佑弥（獨協） 榊山洋貴（獨協）

石崎準人（獨協） 本風人（豊島学院A） 藤澤潤（豊島学院A） 佐藤翔太（豊島学院A）

佐々木速人（豊島学院A） 磯貝祐（江北B） 関戸光史（江北B）　 鹿野拓也（江北B）

保坂勘介（江北B）　　　 松野祐希也（江北B） 古藤勇稀（江北B） 大原仁（江北B）

江幡敬（昭和一） 遠藤将光（昭和一） 飯島郷（昭和一） 宮沢俊（FC西巣鴨03）

花香亮平（昭和一） 篠原大祐（昭和一） 星野与至（昭和一） 笹川雄基（豊南）

唐沢貴也（FC西巣鴨03） 多田有佑（FC西巣鴨03） 金子芳也（FC西巣鴨03） 岡田快太（淑徳巣鴨B）

浦大二郎（淑徳巣鴨Ｂ）

オウンゴール（淑徳巣鴨B）  
 

＜2 部 UO リーグ＞ 95 点 

1位 8点 安井隼人（淑徳巣鴨A） 結城貴弘（城西）

3位 6点 石橋浩平（淑徳巣鴨A）

4位 4点 吉原俊行（向丘） 植松優一（立教池袋） 奥田圭（城西）

7位 3点 武井秀文（巣鴨） 清水瞭（立教池袋） 谷崇彦（立教池袋）　

10位 2点 砂本達也（淑徳巣鴨A） 椿恭平（向丘） 五十嵐顕司（向丘） 中川主税（巣鴨）

川上兼堂（巣鴨） 西慶三（巣鴨） 野川博嗣（巣鴨） 佐藤正隆（城西）

浅野拓也（豊島学院B） 森貴大（立教池袋）

20位 1点 上和野翔太（巣鴨） 星野太一（巣鴨） 松永浩亮（巣鴨） 田地野将太（巣鴨）

光清拓也（豊島学院B） 木村恵太（豊島学院B） 川元祥孝（豊島学院B） 藤原真之（豊島学院B）

湯川健（立教池袋） 長田優太（立教池袋） 伊藤佑太（立教池袋） 横山佳津雄（立教池袋）

ｳｫｰﾘｰｱﾚｯｸｽ慶（立教池袋） 水穂優太（立教池袋） 坪井渉（淑徳巣鴨A） 青木駿（淑徳巣鴨A）

中間堅太郎（淑徳巣鴨A） 加藤達真（淑徳巣鴨Ａ） 山下修（淑徳巣鴨A） 池田佳司（本郷）

岡村健太郎（本郷） 松永智（本郷） 斉藤秋希（本郷） 飯田拓郎（向丘）

福島敦(向丘） 中山大地（城西） 谷口優太（城西） 菅原翔（城西）

オウンゴール（豊島学院B） オウンゴール（豊島学院B） オウンゴール（城西） オウンゴール（立教池袋）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


