
得点ランキング（2009 年度後期最終） 

◆Eリーグ  

 

 

 

 

 

 

◆1部リーグ 113点 

 

1位 9点 橋村圭太(かえつ有明)

2位 8点 中村裕樹(修徳Ａ)

3位 7点 大塚健太(修徳Ａ)

4位 6点 久保一貴(修徳Ａ)

5位 5点 間島朊之(修徳Ｂ) 緒方北斗(修徳Ｂ) 櫻井秀祐(江北Ａ) 阿部大輝(江北Ａ)

藤山世開(かえつ有明) 飯田梓穂(紅葉川) 岩崎亮(都足立)

12位 4点 齋藤一輝(江北Ａ) 中村光春(かえつ有明) 中村哲平(かえつ有明) 清水隆生(都城東)

斎藤涼太(安田学園)

17位 3点 鈴木崇弘(江北Ａ) 末川大晃(修徳Ｂ) 杉本一平(かえつ有明) 荒井敬介(かえつ有明)

富澤貴広(都城東) 鶴岡大輝(都城東) 大野博貴（紅葉川）

24位 2点 小田将太郎（修徳Ａ） 間島諒亮(江北Ａ) 森竜哉(修徳Ｂ) 西野　隼人(修徳Ｂ)

荻原渉吾(修徳Ｂ) 前田政宗(かえつ有明) 吉田尚生(都城東) 大竹敦(都城東)

高松慶輔(紅葉川) 橋木陸人(都足立) 東峰卓磨（安田学園)

35位 1点 佐藤領(修徳Ａ) 土屋光生（修徳A） 志田佑介(江北Ａ) 稲野嵐(江北Ａ)

スミスラティーフ(江北A) 池田秀平(江北Ａ) 山田竜也(修徳Ｂ) 相場翔也（修徳B）

大場敬介(かえつ有明) 浜田航(かえつ有明) 谷口祐介(かえつ有明) 金田健(かえつ有明)

辺見和行(城東) 海山夏喜(都城東) 高澤章吾(紅葉川) 金澤孝宏(都足立)

鈴木健夫(都足立) 福島幹也(都足立) 丹沢正義(都足立) 草野剛(都足立)

高橋世治(都足立) 末原剛史(都足立) 牛丸敦司(安田学園) 田中啓祐

オウンゴール（2点)

1 位 8 点 齋藤佑貴（本郷） 
2 位 7 点 谷幸生（本郷） 
3 位 6 点 藤井悠也（学習院） 
4 位 5 点 佐々木速人（豊島学院） 伊澤伸哉（豊島） 
6 位 4 点 石井章一郎（本郷） 千崎尉二郎（豊島） 
8 位 3 点 守屋達雄（郁文館） 森谷昴介（京華） 久場翔平（本郷） 細野雅人（本郷） 

高安直翔（筑波大付） 須賀大介(郁文館) 石野高哉（豊島学院） 
釼持貴弘（本郷） オウンゴール 

１７位 2 点 田中友樹(筑波大附） 野口裕暁（豊島） 稲次智也（豊島） 椎野大貴（郁文館） 
苦瀬勇二(京華) 麻貴紀（京華） 坂野裕一（学習院） 長手達哉（学習院） 
草場正道(豊島） 田中智希（筑波大付） 

27 位 1 点 堀川航太郎（学習院） 宮澤幸大（学習院） 椎木奨吾（淑徳巣鴨） 本風人（豊島学院） 
栗原直斗（京華） 半田伸太郎（郁文館） 中山景（豊島学院） 横井哲也（郁文館） 
富山祐生（豊島） 池田直人（筑波大附属） 成瀬友隆（淑徳巣鴨） 三井譲（筑波大付） 
園田啓太(筑波大附） 馬場哲（豊島学院） 北川 智大（本郷） 在原健太郎（豊島学院） 
田中敬祐（豊島学院） 植田卓矢（郁文館） 水間洋文（筑波大付） 田村諒介（豊島） 
山本健人（京華） 小林 将大（本郷） 中村将也（郁文館） 林 泰嵩（本郷） 
中塚亮太（筑波大付） 斉藤雄司（本郷） 谷崎洋介（豊島）   



◆2部Dリーグ 130点 

 

 

◆2部Uリーグ 123点 

 

 

 

 

 

 

 

 

1位 8点 山崎凌（荒川商）

2位 7点 平田揆一（文中選）

3位 6点 神殿尚明（小石川） 本橋銀太（小石川）

5位 5点 谷崇彦（立教池袋） 清水瞭（立教池袋） 田地野将太（巣鴨Ａ）

8位 4点 榎本将人（文中選） 横山佳津雄（立教池袋） 宮嶌晃大（豊島学院Ｃ）

11位 3点 西慶三（巣鴨Ａ） 符毅修（巣鴨Ａ） 宮谷圭介（荒川商） 太田駿（豊島学院Ｃ）

板東遼志（豊南） 伊藤佑太（立教池袋）

17位 2点 吉原大貴（巣鴨Ａ） 張亨碩（巣鴨Ａ） 渡邉高浩（小石川） 柳下大祐（小石川）

岡本清孝（江北Ｂ） 鶴巻正樹（江北Ｂ） 一迫勇貴（文中選） 佐藤武俊（荒川商）

重富一輝（荒川商） 岸寛人（荒川商） 田原章裕（豊单） 杉本慎太郎（豊单）

上田明秀（小石川） オウンゴール（巣鴨）

31位 1点 鎌田将翔（文中選） 荒木雄太（文中選） 大久保友貴（文中選） 河田拓也（文中選）

楢橋弘隆（文中選） 平野正貴（文中選） 宮川禎貴（江北Ｂ） 古藤勇稀（江北Ｂ）

原和弘（小石川） 今枝優斗(小石川） 井戸克哉（小石川） 高橋海（小石川）

井戸克哉（小石川） 迎智之（小石川） 鈴木啓真（小石川） オウンゴール（小石川）

湯河健（立教池袋） 鈴木俊央（立教池袋） 斉藤仁志（豊島学院Ｃ） 大鷹悠馬（豊島学院Ｃ）

高橋寛史（豊島学院Ｃ） 小泉快生（豊島学院Ｃ） 椎名良太郎（荒川商） 態岡英之（荒川商）

河上悠也（荒川商） 山下淳（巣鴨Ａ） 光岡東伯（巣鴨Ａ） 竹澤拳（巣鴨Ａ）

五十嵐康太（豊单） 村上真也（豊单）

1位 6点 中村義博（文京Ａ） 井上拓哉（駒込）

2位 5点 小池紘史（文京Ａ） 川口翔大（駒込） 平松海（豊島Ｂ） 中山聡（ＦＣ西巣鴨）

菅原健太（豊島学院Ｂ）

7位 4点 平山晃（駒込） 安田邑太（ＦＣ西巣鴨） 多田有佑（ＦＣ西巣鴨）

10位 3点 亀子湧生（駒込） 藤ノ木圭太（駒込） 堀江勇次（竹早） 山崎眞門（豊島学院Ｂ）

14位 2点 米倉淳平（ＦＣ西巣鴨） 杉山健太（ＦＣ西巣鴨） 井手景介（Ｆ西巣鴨） 石黒光平（ＦＣ西巣鴨）

西村大輝（駒込） 大澤健人（駒込） 島田優（竹早） 小林大洋(竹早）

小泉浩輝（豊島Ｂ） 上ノ内智貴（豊島Ｂ） 井上貴文（豊島Ｂ） 石原遼也（文京Ａ）

津久井康介（文京Ａ） 佐藤晃圭（文京Ａ） 渡辺拓也（文京Ａ）

30位 1点 羽根忠弘（豊島学院Ｂ） 光清拓也（豊島学院Ｂ） 宮嶌晃大（豊島学院Ｂ） 山口弘樹（豊島学院Ｂ）

田中敬祐（豊島学院Ｂ） 佐々木洪宇（豊島学院Ｂ） 浅野拓也（豊島学院Ｂ） 斎藤仁志（豊島学院Ｂ）

川元祥孝（豊島学院Ｂ） 清水駿（城西） 増田俊大（城西） 菊池悠平（城西）

中山大地（城西） 中里健人（城西） 田島裕貴（城西） 山崎寛人（ＦＣ西巣鴨）

天野克紀（ＦＣ西巣鴨） 三ツ矢道弘（ＦＣ西巣鴨） 小澤卓也（ＦＣ西巣鴨） 清水健太（竹早）

小林（竹早） 田口清明（竹早） 本橋龍介（淑徳巣鴨Ｂ） 川名拳士（淑徳巣鴨Ｂ）

日野聡太（淑徳巣鴨Ｂ）  小倉太郎（豊島Ｂ） 新田滋（豊島Ｂ） 坂口（豊島Ｂ）

清水崇史（駒込） 新宅将人（駒込） 石原遼也（文京Ａ） 中里直樹（文京Ａ）



◆2部Oリーグ 118点 

 

 

 

1位 8点 吉原俊行（向丘）

2位 6点 山田大樹（足立学園） 山下源太（足立学園） 池田秀平（江北Ｃ）

5位 5点 鹿野拓也（江北Ｃ）

6位 4点 斉藤一輝（江北Ｃ） 大原仁（江北Ｃ） 松野祐希也（江北Ｃ） 田中佑弥（獨協）

広瀬善之（向丘）

11位 3点 大竹勇志（日大豊山） 有山　哲哉（獨協） 沖山遼（本郷） 辻川敦也（日大豊山）

スミス・ラティーフ（江北Ｃ）梅田圭佑（獨協） 梶山裕貴（向丘）

18位 2点 後郷諭（獨協） 星野　与至（昭和一） 花香亮平（昭和一） 高橋翔平（足立学園）

田中浩太(日大豊山） 磯辺隼(日大豊山） 荒川聡一郎（足立学園） 白石哲也（文京Ｂ）

小澤健太（江北Ｃ） 中原新太（日大豊山） 吉田悠馬（昭和一）

29位 １点 郡翔太郎（日大豊山） 東龍次（日大豊山） 北原嵩大（日大豊山） 小林怜弘（日大豊山）

堀越大樹（足立学園） 萩原成哉（江北Ｃ） 平島大樹（足立学園） 岡村　健太郎（本郷）　

橋本　崇弘（獨協） 鈴木諒（獨協） 石崎準人（獨協） 松葉　広昭（獨協）

五十嵐顕司（向丘） 権田恵介（向丘） 保坂勘介（江北Ｃ） 山中忍（日大豊山）

品川太陽（文京Ｂ） 三村晃平（本郷） 大金優樹（足立学園） 望月匠（文京Ｂ）

中山蓮（江北Ｃ） 馬場琢也（本郷） オウンゴール 前川淳人（足立学園）


