
1位 10点 野口裕暁（豊島）
2位 9点 大津風輝（関東一）
3位 7点 上田直樹（関東一）
4位 6点 麻村豪（関東一）
5位 5点 方宇慶蒼（開成）
6位 4点 阿部雄晟（豊島） 菅原和敬（関東一） 土田大葵（修徳Ａ）
9位 3点 佐藤大斗（修徳Ａ） 新谷亮太（葛飾野） 大塚竜太（修徳Ｂ） 長谷澪斗（関東一）

内海賢一郎（学習院） 石川和也（学習院） 尾山純一（修徳Ｂ） 山本翔太（豊島）
17位 2点 勝沼洋太（学習院） 泰間亮佑（豊島） 本橋瑞基（修徳Ｂ） 高橋一也（葛飾野）

根本直弥（修徳Ａ） 福島翔太郎（関東一） 单部智紀（豊島） 小湊優作（葛飾野）
黒木大地（関東一） 小野寺弘樹（葛飾野） 有本大希（豊島学院） 宮下幸大（関東一）

26位 1点 小松規孝（修徳Ｂ） 矢島諒（関東一） 田中敬祐（豊島学院） 椚淳（修徳Ｂ）
角埜裕基（開成） 鯨岡裕平（開成） 片野裕太（開成） 斉藤純成（関東一）
有山尚吾（葛飾野） 矢口健太郎（豊島） 濱田駿佑（都豊島） 金子稜也（葛飾野）
大内直人（関東一） 佐古周平（開成） 関口直人（関東一） 石川勇翔（修徳Ｂ）
佐々木洪宇（豊島学院） 宮澤幸大（学習院） 藤井悠也（学習院） 野澤克之（修徳Ｂ）
稲沢健太（修徳Ｂ） 小谷晃生（豊島学院） 積田遼太（葛飾野） 保戸田和也（葛飾野）
山橋一輝（関東一） 内木文弥（修徳Ａ） 末川大晃（修徳Ａ） 緒方北斗（修徳Ａ）
神谷健太郎（修徳Ａ） 谷中義洋（葛飾野） 新井涼（学習院） 長手達哉（学習院）
高野洋介（開成） 羽邑亮太（開成）

1位 8点 須賀大介（郁文館）
2位 7点 廣瀬善之（都向丘） 芦葉勇哉（江北Ｂ）

4位 6点 吉原俊行（都向丘）
5位 5点 本橋銀太（都小石川） 井上拓哉（駒込） 市川健太（都文京） 池田秀平（江北Ｂ）
9位 4点 林雄太（足立学園） 金野純丈（都足立） 間島諒亮（江北Ｂ）
12位 3点 上田明秀（都小石川） 石田尾孟（足立学園） 山下源太（足立学園） 藤ノ木圭太（駒込）

隈元正彦（都向丘）
17位 2点 原和宏（都小石川） 秋山京平（都小石川） 高橋海（都小石川） 外川一洸（駒込）

末原剛史（都足立） 草野剛（都足立） 小池紘史（都文京） 白石哲也（都文京）
山野純輝（江北Ｂ） スミスラティーフ（江北Ｂ） オウンゴール（江北Ｂ）

28位 1点 上田康貴（都小石川） 鎌田将翔（郁文館） 小田陽太郎（郁文館） 榎本将人（郁文館）
楢橋弘隆（郁文館） 中村将也（郁文館） 河田拓也（郁文館） 金子亮太（足立学園）
高橋翔平（足立学園） 大塚慶也（足立学園） 磯野隼祐（足立学園） 松本享大（駒込）
望月滉太（都足立） 北崎雄士（都足立） 浜田幸樹（都足立） 佐藤光（都足立）
村田五月（都足立） 児玉直人（都向丘） 恩田貴章（都向丘） 品川太陽（都文京）
渡邊拓也（都文京） 竹内充（都文京） 本間吏（都文京） 谷村祐樹（江北Ｂ）
植木竜誠（江北Ｂ）

1位 9点 安達翔梧（筑波大附）

2位 8点 兼子朊也（筑波大附）

3位 ７点 谷崇彦（立教池袋）

4位 6点 横山佳津雄（立教池袋）

5位 5点 相木望（獨協Ｂ）

7位 4点 安田邑太（FC西巣鴨） 田中佑弥（獨協Ｂ）
12位 3点 小澤卓也（FC西巣鴨） 湯河健（立教池袋） 永井智大（豊島学院Ｃ） 竹内幹（筑波大附）

緑川雅俊（豊島学院Ｃ）
17位 2点 新屋勇太郎（獨協Ｂ） 江頭翔太（昭和一） 園田啓太（筑波大附） 板東遼志（豊单）

遠矢凌（立教池袋） 穂積直弥（豊島学院Ｃ） 小山大地（FC西巣鴨） 松永陽太郎（立教池袋）

25位 1点 多田有佑（FC西巣鴨） 佐藤誠　（FC西巣鴨） 黒坂達也（筑波大附） 遠山諒（筑波大附）
佐藤悠介（筑波大附） 加藤伸幸（筑波大附） 富永幹大（立教池袋） 清水星希（立教池袋）
渡辺健太（豊单） 笠原将（筑波大附） 鈴木諒（獨協Ｂ） 柴田啓貴（昭和一）
三井譲（筑波大附） 鈴木祥（昭和一） 篠崎怜欧（昭和一） 栗芝純平（昭和一）
オウンゴール（豊单） オウンゴール（筑波大附）

1位 8点 阿部統（巣鴨）

2位 4点 広田肇（獨協A）

3位 3点 河上悠也（荒川商業） 松澤遼（淑徳巣鴨B） 符毅修（巣鴨） 満田悠（豊島B）

7位 2点 岸寛人（荒川商業） 櫻井聖吾（荒川商業） 杉村一樹（荒川商業） 久保田涼介（城西）
三上大和（獨協A） 小山圭吾（豊島B） 松川哲郎（豊島B） 竹澤拳（巣鴨）
西勝生（巣鴨） 峯岸凱（城西） 川名拳士（淑徳巣鴨B） 佐藤友亮（淑徳巣鴨B）

19位 1点 畠山純（城西） 有賀拓海（城西） 野崎裕太（城西） 内田斗志哉（駒込B）
小野武礼琉（荒川商業） 西山亜門（駒込B） 木村広大（駒込B） 重富一輝（荒川商業）
山崎凌（荒川商業） 飯泉直也（荒川商業） 川嵜颯（荒川商業） 渡邊大樹（獨協A）
鈴木諒（獨協A） 佐藤惇（獨協A） 相木望（獨協A） 堀秀有（獨協A）
川辺光貴（獨協A） 大西信徳（巣鴨） 福田舜（巣鴨） 田地野将太（巣鴨）
河野尚輝（豊島B） 松延篤（豊島B） 峰栄一（豊島B） 遠藤誠（豊島B）
泰間亮佑（豊島B） 武居瞭（淑徳巣鴨B） 浦上翔平（淑徳巣鴨B）

1位 6点 清水健太（竹早）
2位 5点 小林大洋（竹早）
3位 3点 石橋諒平（淑徳巣鴨A） 太田駿（豊島学院Ｂ） 山本健斗（京華）
5位 ２点 植木竜誠（江北） 大竹勇志（日大豊山） 西川駿（淑徳巣鴨）

矢下田雄貴（江北） 上島秀太（日大豊山） ﾀｹﾋﾞｷﾙ・ｼｬｰﾋﾝ（竹早） 中村一貴（淑徳巣鴨Ａ）
柴田宏樹（京華）

11位 １点 田山雄基（淑徳巣鴨A） 川名挙士（淑徳巣鴨） 田浦大輝（江北） 中森祥吾（竹早）
古泉結人（京華） 野間口哲（京華） 山ノ内啓太（京華）
磯部隼（日大豊山） 西野颯眞（日大豊山） 丸山湧人（日大豊山） 江原領（日大豊山）
増田悠太（日大豊山） 平沢拓也（豊島学院Ｂ） 中原新太（日大豊山） 近石大輝（文京中学選抜）
林卓人（文京中学選抜） 中島菖紀(京華)
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