
（2010.7.11)
1位 9点 野口裕暁（豊島）
2位 6点 高橋優人（関東一）
3位 5点 根本直弥（修徳B） 伊澤伸哉（豊島） 草場正道（豊島）
6位 4点 柴佑介（城東） 市田秀幸（城東） 黒木大地（関東一） 菅原和敬（関東一）
10位 3点 緒方北斗（修徳Ｂ） 間島朋之（修徳Ｂ） 岩田勇樹（修徳Ｂ） 谷崎洋介（豊島）

音泉優眞（関東一） 矢島諒（関東一）
16位 2点 千田大輝（葛飾野） 内木郁弥（修徳Ｂ） 森竜哉（修徳Ｂ） 中村裕樹（修徳Ａ）

清水隆生（城東） 竹本佳（関東一） 新谷亮太（葛飾野） 長桶翼（葛飾野）
細川尊裕（本郷） 片野遼（葛飾野） 吉田悠人（城東） 上田直樹（関東一）

28位 1点 木村太一（江戸川） 廣瀬雄也（江戸川） 中村慎太郎（葛飾野） 高橋大智（葛飾野）
塚越拓也（関東一） 小池颯（関東一） 高橋一也（葛飾野） 沖山遼（本郷）
荻原渉吾（修徳Ｂ） 小川智亮（修徳Ａ） 熊谷龍馬（関東一） 小湊優作（葛飾野）
柴田耕平（関東一） 谷中隆太（関東一） 池田佳司（本郷） 西村卓人（城東）
斉藤純成（関東一） 関口直人（関東一） 隈元勇太郎（江戸川） 橋本裕樹（修徳Ｂ）
南部智紀（豊島） 近藤巧（修徳Ｂ） 大井涼平（修徳Ａ） 小柳雄介（城東）
横田航大（本郷） 金子稜也（葛飾野） 相馬翔也（修徳B） 大村大樹（修徳Ａ）
大塚健太（修徳Ａ） 高橋宏志（修徳Ａ） 上ノ内智貴（豊島） 糸山隆志（豊島）
岡本健太郎（本郷）

124点（2010.7.15)
1位 13点 藤井悠也（学習院）
2位 9点 佐々木速人（豊島学院）
3位 ７点 内海賢一郎（学習院）
４位 6点 大澤建人（駒込） 本橋銀太（都小石川）
6位 ４点 須賀大介（郁文館） 坂野裕一（学習院）
8位 ３点 榎本将人（郁文館） 森田洸喜（足立学園） 安達翔梧（筑波大付属）
10位 2点 長手達哉（学習院） 草野剛（都足立） 三井譲（筑波大付属） 金野純丈（都足立）

福島幹也（都足立） 上田明秀（都小石川） 藤ノ木圭太（駒込） 園田啓太（筑波大付属）
本　風人（豊島学院） 小野雄太郎（学習院） 大金優樹（足立学園） 石田尾孟（足立学園）

20位 1点 井戸克哉（都小石川） 神殿尚明（都小石川） 中村将也（郁文館） 湯口優希（都足立）
引地優（郁文館） 大霜拓士（郁文館） 井深大樹（足立学園） 鈴木香津美（郁文館）
石野高哉（豊島学院） 前川淳人（足立学園） 佐藤光（都足立） 八田良樹（筑波大付属）
横井哲也（郁文館） 有本大希（豊島学院） 上田康貴（都小石川） 神谷健太郎（学習院）
内山雄斗（駒込） 渡辺高浩（都小石川） 迎智之（都小石川） 村岡遼太郎（都足立）
前島慶大（駒込） 池田直人（筑波大付属） 皆川裕祐（筑波大付属） 井上拓哉（駒込）
秋山京平（都小石川） 勝沼洋太（学習院） 市川達也（筑波大付属） 平沢拓也（豊島学院）
川原井幹雄（都足立） 山下源太（足立学園） 倉持英一（都足立） 小田陽太郎（郁文館）
小林健太(豊島学院） 在原健太郎(豊島学院） 小谷　晃生(豊島学院） 青木翔(豊島学院）
土屋宏介(豊島学院） 笠原将（筑波大付属） 林祐介（足立学園） 東畑収（足立学園）
金子亮太（足立学園） 佐々木寛典（足立学園）

103点(2010.7.16)
1位 9点 池田秀平（都江北Ｂ）
2位 5点 スミス・ラティーフ（都江北Ｂ） 谷崇彦（立教池袋）
4位 4点 松川哲郎（豊島Ｂ） 小田陽太郎（郁文館Ｂ） 田中佑弥（獨協）
7位 3点 ウオーリーアレックス慶（立教池袋） 榎本将人（郁文館Ｂ） 松葉広昭（獨協） 吉田佑介（都江北Ｂ）

松川貴徳（豊島Ｂ） 田中敬佑(豊島学院Ｃ） 苦瀬勇二（京華） 村澤慧吾（立教池袋）
15位 2点 梅田圭祐（獨協） 小林大洋（竹早） 山本宗太（立教池袋） 伊藤佑太（立教池袋）

佐々木洪宇（豊島学院Ｃ） 太田駿（豊島学院Ｃ） 麻貴紀（京華） 和田佑介（京華）
泰間亮佑（豊島Ｂ） 阪口伸司（豊島Ｂ） 清水健太（竹早） 鎌田将人（郁文館Ｂ）

27位 1点 鶴羽佑也（都江北Ｂ） 大原仁（都江北Ｂ） 千葉勇介(豊島学院Ｃ） 川辺光貴（獨協）
木原光貴（郁文館Ｂ） 鎌田将翔（郁文館Ｂ） 樺山竣平（郁文館Ｂ） 榎本将人（郁文館Ｂ）
市來秀真（獨協） 有山哲哉（獨協） 新屋勇太郎（獨協） 古泉結人(京華)
山本健斗（京華） 山ノ内啓太（京華） 井上（都竹早） 臼井俊（立教池袋）　
黒沼颯人（竹早） 堀江（都竹早） 富永幹人（立教池袋） 清水瞭（立教池袋）
長田優太（立教池袋）　 友田光（豊島Ｂ） 増野翔太（豊島Ｂ） 濱田駿佑（豊島Ｂ）

102点（2010.7.15)
1位 10点 吉原俊行（向丘）
2位 8点 清瀬拓也（豊单）
3位 5点 田原章裕（豊单）
4位 4点 杉本慎太郎（豊单） 隈元正彦（向丘）
6位 3点 原田裕太（文京区中選） 田中稜也（向丘） 芦葉勇哉（江北Ｃ） 遠藤昭宏（駒込Ｂ）

品川太陽（文京Ｂ）
11位 2点 光岡東伯（巣鴨） 五十嵐康太（豊单） 神戸駿（豊单）　 西慶三（巣鴨）

竹澤拳（巣鴨） 西勝生（巣鴨） 符毅修（巣鴨） 稲垣賢一（向丘）
成瀬友隆（淑徳巣鴨Ａ） 坂東遼志（豊单）

21位 1点 久次米慧人（文京区中選） 箕輪原子（文京区中選） 安部健太（文京区中選） 坪井渉（淑徳巣鴨Ａ)
高原諒介（淑徳巣鴨Ａ） 椎木奨吾（淑徳巣鴨Ａ） 瀬在和輝（淑徳巣鴨Ａ） 加藤達真（淑徳巣鴨Ａ）
日野聡太（淑徳巣鴨Ａ） 田山雄基（淑徳巣鴨Ａ） 石橋諒平（淑徳巣鴨Ａ） 佐藤友亮（淑徳巣鴨Ａ）
磯島龍之介（淑徳巣鴨Ａ） 中間堅太郎（淑徳巣鴨Ａ） 大湊崇寛(駒込Ｂ） 杉田貴典（文京Ｂ）
杉本玲（文京Ｂ） 本間吏（文京Ｂ） 石井崇人（文京Ｂ） 望月匠（文京Ｂ）
村松孝祐（文京Ｂ） 山岸宙命（巣鴨） 西脇時雄（巣鴨） 阿部統（巣鴨）
田地野将太（巣鴨） 矢澤龍吾（向丘） 廣瀬善之（向丘） 梶山裕貴（向丘）
恩田貴章（向丘） 小泉研介（向丘） 谷村祐樹（江北Ｃ） 宮川禎貴（江北Ｃ）
鶴巻正樹（江北Ｃ） オウンゴール（文京Ｂ） オウンゴール（文京区中選）

135点(2010.7.12)

１位 10点 安田邑太（FC西巣鴨03）
２位 7点 中村義博（文京Ａ）
３位 6点 市川健太（都文京Ａ）
４位 5点 山崎凌（都荒川商業） 白石哲也（都文京Ａ） 小谷晃生（豊島学院） 小山大地（FC西巣鴨03）
８位 4点 清水駿（城西） 岸寛人（都荒川商業） 小澤卓也（FC西巣鴨03） 小野武礼琉（都荒川商業）

小池絋史（都文京Ａ） 田中浩太（日大豊山）
１４位 3点 田島悠希（城西） 佐藤壮真（日大豊山） 杉山健太（FC西巣鴨03） 重冨一輝（都荒川商業）
１８位 2点 柴田絋兵（日大豊山） 佐藤晃圭（都文京Ａ） 大竹勇志（日大豊山） 高橋駿介（都文京Ａ）

中里直樹（都文京Ａ） 大澤佑太（日大豊山） 吉田悠馬（昭和一） 辻川敦也（日大豊山）
中山聡（ＦＣ西巣鴨０３） 多田有佑（ＦＣ西巣鴨０３）

２８位 1点 竹内充（都文京Ａ） 谷口優太（城西） 松井邑介（城西） 菊池悠平（城西）
中里健人（城西） 中村凌（日大豊山） 福本健二（淑徳巣鴨Ｂ） 石黒冨男（FC西巣鴨03）
竹谷尚之（都荒川商業） 遊佐幸司（日大豊山） 金子芳也（ＦＣ西巣鴨０３） 光清拓也（豊島学院）
花香亮平（昭和一） 奥田圭（城西） 津久井康介（文京Ａ） 櫻井聖吾（荒川商業）
河上悠也（荒川商業） 池谷知樹（日大豊山） 川島拓海（昭和一） 篠原大祐（昭和一）
増田悠太（日大豊山） 川元祥孝（豊島学院） 宮嶌晃大（豊島学院） 木村恵太（豊島学院）
紺野勝也（荒川商業） 納富浩雄（都文京Ａ） 辻川敦也（日大豊山） 伊藤光基（日大豊山）
鶴田大樹（日大豊山） 下川翔平（豊島学院） オウンゴール 渡邊拓也（都文京Ａ）
堀野恭介（日大豊山） 江原領（日大豊山） 大曽根直人（淑徳巣鴨Ｂ） 大鷹悠馬（豊島学院）
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