
第２１回東京カデット卓球大会 (10.1.6)

カデット男子Ｂクラス１組

(６コート) (７コート )

鈴木 路万 (霞 台 中) 241 宮田 壮裕 (二 之 江 中)

久保 昴 (小平第四中) 252 古木 開陸 (御 堂 中)

松井 貴裕 (芝 中) 263 石原 喬平 ( )国 大 久 我 山 中

岡田 就 (聖 学 院) 秦 佑介 (桐 朋 中) 274

木寺 信秋 (小平第四中) 井村 光浩 (南 成 瀬 中) 285

小田 健吾 (府中第五中） 伊藤 稔 ( ) 296 都 市 大付 属 中

村杉 嘉則 (羽村第二中) 島田 陸 (王 子 桜 中) 307

重原悠太朗 (桐 朋 中) 飯塚 雅己 (聖 学 院) 318

野村 元気 (南 成 瀬 中) 古跡 進 (麻 布 中) 329

浅香 光平 (府中第四中) 山崎 晶生 ( ) 3310 国 大 久我 山 中

加藤 昇太 (小平第六中) 永松俊太郎 (羽村第一中) 3411

白井 風太 (羽村第二中) １－３ 神宮 直樹 (深川第七中) 3512

渡辺 友樹 (小平第六中) 會田 尚規 (聖 学 院) 3613

西川 雅也 (立川第七中) 斎藤 駿 (小平第六中) 3714

15 河原 稜司 ( ) 長谷川雄大 (三 沢 中) 38つ つじ ヶ丘 Ｓ Ｓ

16 三浦 大哉 (南 成 瀬 中) 川崎 達人 (桐 朋 中) 39

17 松井 大和 ( ) 鳳﨑 俊己 (御 堂 中) 40国 大久 我 山 中

18 米村 慎平 (八王子六中) 難波 将人 (府中第五中) 41

飯田 悠 (桐 朋 中) 水沼 大河 (国立第二中) 4219

藤澤 正彦 (小平第四中) 高橋 滉 (南 成 瀬 中) 4320

21 土方 大輔 (三 沢 中) 坂内 亮太 (羽村第二中) 44

22 中田 賢也 (聖 学 院) 根本 光 (二 之 江 中) 45

23 杉野 文威 (日大豊山中)



カデット男子Ｂクラス２組

(８コート) (９コート )

片山 拓哉 (神 代 中) 231 浜津 明也 (蒲 原 中)

斎藤 健生 (小平第六中) 242 山田悠太郎 (小平第六中)

猿橋 寛大 (南 成 瀬 中) 253 桜井 亮太 (桐 朋 中)

番場 翔大 (立川第五中) 金澤 優仁 ( ) 264 つ つ じヶ丘 Ｓ Ｓ

小池 英男 (王 子 桜 中) 小林 巧 (日大豊山中) 275

岡田 裕司 (府中第五中) 実倉 翔太 (羽村第二中) 286

土屋 将斗 (深 沢 中) 柴泉 駿太 (ＴＬＣＪｒ) 297

田中 佑介 (立川第七中) 増野 佑太 (立川第七中) 308

吉田 拓実 (小平第四中) 大谷 光司 ( ) 319 国 大 久我 山 中

服部 克哉 (羽村第二中) 大西 亮佑 (桐 朋 中) 3210

田山 隆史 (日大豊山中) 重原 克也 (二 之 江 中) 3311

増島 惇弥 (三 沢 中) ２－３ 新井 智稀 (御 堂 中) 3412

植田 貴俊 (羽村第三中) 安本 滉 (麻 布 中) 3513

鈴木 漱 ( ) 杉山 弘晃 (板橋第一中) 3614 国 大久 我 山 中

15 高野翔太郎 (小平第四中) 後藤 良隆 (南 成 瀬 中) 37

16 神田涼太郎 (南 成 瀬 中) 菅谷 亨平 ( ) 38都 市 大付 属 中

17 飯田 雅生 (八王子六中) 住田 晴紀 (小平第六中) 39

18 堂園 皓介 (国立第二中) 高丸 俊 (小平第四中) 40

佐藤 亮太 (小平第六中) 高家 史明 (桐 朋 中) 4119

増田 龍哉 (駒場東邦中) 4220 後藤 健太 (桐 朋 中)

21 野々垣 健 (羽村第二中) 北田 龍成 (府中第四中) 43

22 藤本 宝 (東 綾 瀬 中) 高橋 健人 (二 之 江 中) 44



カデット男子Ｂクラス３組

(１０コート) (１１コート)

森田 瑛 (蒲 原 中) 231 池田 一郎 (二 之 江 中)

竹原 大翼 (桐 朋 中) 242 瀧本 康士 (蒲 原 中)

中川 翔 (聖 学 院) 253 平 昌剛 (南 成 瀬 中)

井上 秀幸 (目黒中央中) 中村 顕久 (麻 布 中) 264

津久井充人 (桐 朋 中) 鈴木 慧 (日大豊山中) 275

米田 大 (府中第五中) 阿部 聡 ( ) 286 都市大付属中

押木 康佑 (聖 学 院) 中尾 悠良 (小平第六中) 297

宝田 諒太 (板橋第一中) 澤田 茂明 (南 成 瀬 中) 308

小林 俊和 (王 子 桜 中) 荒井 清流 (国立第二中) 319

中島 大貴 (日大豊山中) 神 龍也 ( ) 3210 ＴＬＣ ･Ｊｒ

松崎慶太郎 (羽村第二中) 北村 雄人 (羽村第二中) 3311

甚田喬一朗 (神 代 中) ３－０ 乙津 卓未 (深川第七中) 3412

秋澤 一史 (桐 朋 中) 斉藤 晶海 (南 成 瀬 中） 3513

曽根田健輔 (駒場東邦中) 永坂 子房 (小平第四中) 3614

15 佐藤 優介 (南 成 瀬 中) 行森 大貴 ( ) 37国大久我山中

16 髙内 康平 ( ) 柴田 淳也 (桐 朋 中) 38国大久我山中

17 小林 夢生 (御 堂 中) 小嶋 隆雅 (三 沢 中) 39

18 小関 弘大 (小平第六中) 田中 大晶 (深 沢 中) 40

大澤 基紘 (羽村第二中) 吉原 卓 (小平第六中) 4119

二瓶 湧太 (国立第二中) 村上 将斗 (立川第七中) 4220

21 髙見 護寿 (小平第四中) 大池正太郎 (羽村第二中) 43

22 富田 敦 (立川第五中) 佐藤 陸 (小平第二中) 44

23 石井 康平 (東 綾 瀬 中)



カデット男子Ｃクラス１組

(１３コート) (１４コート)

栗城 大樹 (両 国 中) 241 匂坂 優太 (東村山二中)

藤澤 慶克 (神 代 中) 252 滝島廉二郎 (八王子六中)

内田 晴也 (国分寺五中) 263 菱沼 周平 (日大豊山中)

澤田 翔平 (東 綾 瀬 中) 別府 汐 (芝 中) 274

林田 郁弥 (立川第七中) 飯吉 実 (南 成 瀬 中) 285

新井瑠之佑 (深川第七中) 田中 翔 (御 堂 中) 296

相良 俊洋 (桐 朋 中) 仁多見悠斗 (小平第一中) 307

渡辺 玲史 (板橋第一中) 内田 翔 (葛西第二中) 318

貝沼 拓哉 (駒場東邦中) 小泉 智裕 (南 大 沢 中) 329

齋藤 力太 (立川第五中) 鍵村 大樹 (小平第六中) 3310

河端 慎平 (神 代 中) 中江 敏郎 (早稲田実業) 3411

髙波 稜 ( ) ３－０ 高橋 拓未 ( ) 3512 国大久我山中 工学院大附属中

大島 悠輔 (芝 中) 斉藤 恵介 ( ) 3613 都市大付属中

泉谷 克輝 ( ) 増田 一輝 (羽村第一中) 3714 都市大付属中

15 深澤 裕喜 (神 代 中) 中村 哲也 (霞 台 中) 38

16 酒井 芳樹 (福生第三中) 島崎 大貴 (東 綾 瀬 中) 39

17 砂田 恭希 (調布第四中) 安藤 眞史 (町 田 南 中) 40

18 小山 泰明 (国分寺五中) 大村 智生 (足立第一中) 41

川崎 太輝 (両 国 中) 田中 優樹 (八王子五中) 4219

東 宏光 (国立第二中) 金銅 瑞樹 (桐 朋 中) 4320

21 熊田壮一郎 (麻 布 中) 本藤 義久 (芝 中) 44

22 日比 大貴 (小金井南中) 梶田 大樹 (東 綾 瀬 中) 45

23 増田 裕友 (二 之 江 中)



カデット男子Ｃクラス２組

(１５コート) (１６コート)

石川 隆介 (葛西第二中) 241 児玉 大地 (小金井南中)

廣石 直之 (調布第四中) 252 桑野 龍真 (芝 中)

川村 琢人 (砧 中) 263 川崎 雅弘 (早稲田実業)

鮎川 滉太 (真 光 寺 中) 岡部 直輝 (福生第三中) 274

遊佐 亮太 (瑞穂第二中) 加納正太郎 (駒場東邦中) 285

大澤 勇気 (府中第五中) 小山 佑樹 (つくし野中) 296

岩間 彗星 (羽村第一中) 篠原 大成 (小金井南中) 307

田村 龍也 (千 川 中) 峰岸 仁兵 (八王子六中) 318

中平裕次郎 (小平第一中) 高橋 晃太 ( ） 329 国大久我山中

竹内 秀晴 (神 代 中) 秦 宇英 (桐 朋 中) 3310

和田 大志 ( ) 石山 一貴 (尾久八幡中) 3411 大田Ｅｇｇｓ

宮崎 照之 (両 国 中) ３－１ 井上 賢哉 (上 水 中) 3512

目黒 敦也 (桐 朋 中) 瀬川 修吾 (麻 布 中) 3613

田中麻呂無 (小平第六中) 鄭 郁森 (両 国 中) 3714

15 平尾 優大 (八王子六中) 八木 洸 (日大豊山中) 38

16 岡部 航也 (芝 中) 車塚 直哉 (芝 中) 39

17 遠藤 大智 (尾久八幡中) 馬場 新 ( ) 40都市大付属中

18 原 尚輝 ( ) 戸ヶ崎雅大 (国立第二中) 41都市大付属中

平野 翔悟 (国分寺五中) 内山 雅樹 (神 代 中) 4219

小嶋 春輝 (南 大 沢 中) 馬場 飛来 (立川第五中) 4320

21 渡井 将平 (東 綾 瀬 中) 土井玄汰竜 (霞 台 中) 44

22 平野 雄翔 (立川第一中) 村田 樹哉 (足立第一中) 45

23 大畑 毅志 ( )筑波大駒場中



カデット男子Ｃクラス３組

(１７コート) (１８コート)

室伏 駿 (東 綾 瀬 中) 241 川名 悠朔 (両 国 中)

渡辺 孝太 (国分寺五中) 252 桧森 瑞稀 (福生第三中)

三枝 信淳 (霞 台 中) 263 谷口 彬 (小平第六中)

斉藤 明輝 (砧 中) 市川 亘亮 (小金井南中) 274

久保田雄樹 (瑞穂第二中) 大津翔太郎 (早稲田実業) 285

佐藤 大樹 (八王子六中) 浦上 啓太 (桐 朋 中) 296

大谷 文則 (芝 中) 小西 康平 (両 国 中) 307

川上 幸亮 (桐 朋 中) 森田 泰斗 ( ) 318 筑波大駒場中

高橋 翼 ( ) 花本彗士郎 (立川第七中) 329 つつじヶ丘ＳＳ

川田 裕介 (国分寺五中) 栃元康太朗 (羽村第一中) 3310

松田 健 (板橋第一中) 松田 久輝 (麻 布 中) 3411

小野田 歩 (芝 中) ２－３ 岩崎 航樹 (府中第四中) 3512

馬場 隼 (南 大 沢 中) 内炭光太朗 (芝 中) 3613

鈴木 勇人 (町 田 南 中) 青木 亮輔 ( ) 3714 国大久我山中

15 間野 直也 (二 之 江 中) 藤崎 泰彦 (国立第二中) 38

16 近藤 和哉 (早稲田実業) 畑中 秀文 ( ) 39都市大付属中

17 島根 雄高 (駒場東邦中) 立石 大悟 (日大豊山中) 40

18 石田 大樹 (神 代 中) 木村 高大 (神 代 中) 41

中島 正希 (南葛西二中) 今村 健介 (桐 朋 中) 4219

竹村 僚康 (鑓 水 中) 川勝 淳平 (深川第七中) 4320

21 加畑 翔貴 (小平第一中) 石橋 一心 (千 川 中) 44

22 原 宅谷 (羽村第一中) 久保 純一 (葛西第二中) 45

23 大久保龍介 (真 光 寺 中)



カデット男子Ｃクラス４組

(１９コート) (２０コート)

柴田 裕平 (神 代 中) 241 西橋 輝一 (霞 台 中)

佐藤駿太朗 (桐 朋 中) 252 吉富 魁士 (日大豊山中)

近藤 佑耶 (福生第三中) 263 吉田健士郎 (真 光 寺 中)

中川 智道 ( ) 嶋田 泰之 (麻 布 中) 274 国大久我山中

深澤 美斗 (小平第一中) 巽 治 (調布第四中) 285

星野 祐輝 (羽村第三中) 関 憲一 (立川第五中) 296

村田 知己 (芝 中) 久米田和樹 (芝 中) 307

比嘉 勇斗 (東 綾 瀬 中) 笹原 翔 (羽村第一中) 318

安部 祐貴 (千 川 中) 深堀 大河 (国分寺五中) 329

本多 康伸 (桐 朋 中) 堀内 清風 (日大豊山中） 3310

清野 亨人 (羽村第一中) 金子 将大 (立川第一中) 3411

高橋 厚太 (両 国 中) ３－１ 高橋 克弥 ( ) 3512 学芸大竹早中

松崎 哲広 (小平第六中) 遠藤 颯 (駒場東邦中) 3613

市川 円蔵 ( ) 古川 翔 (葛西第二中) 3714 都市大付属中

15 末松 祐介 (神 代 中) 長崎 顕広 (砧 中) 38

16 田處 雄大 (早稲田実業) 牧 成迪 (芝 中) 39

17 迎 健吾 (つくし野中) 梶川 和希 (小平第二中) 40

18 小林 浩樹 (南葛西二中) 小川 雷司 ( ) 41大田Ｅｇｇｓ

中村 康隆 (桐 朋 中) 貞岡幸太郎 (小金井南中) 4219

佐藤 秀一 (尾久八幡中) 松岡勝太郎 ( ) 4320 筑波大駒場中

21 外塚 太治 (国立第二中) 岩大路三貴 (八王子六中) 44

22 関谷 研人 (駒場東邦中) 木下 啓太 (足立第一中) 45

23 中野 佑亮 (八王子六中)



カデット男子Ｃクラス５組

(２１コート) (２２コート)

増田 和樹 (神 代 中) 241 小林 智樹 (霞 台 中)

豊田 航平 ( ) 252 小林 大紘 ( )国大 久我山中 都市大付属中

丸山 圭太 (両 国 中） 263 兼平 拓哉 (小平第一中)

三和 一史 (神 代 中) 栗原 健 (千 川 中） 274

小林麟太郎 (国立第二中) 星野 翔太 (中 村 中) 285

土橋宗一郎 (立川第七中) 小川 祥樹 (瑞穂第二中) 296

水井 雅人 (東 綾 瀬 中) 深見 悠 (国分寺五中) 307

高橋壮太朗 ( ) 三橋 徹 (八王子六中) 318 都市大付属中

浅川 明未 (日大豊山中) 佐野 哲哉 (葛西第二中) 329

常盤 吹雪 (八王子六中) 三浦 裕貴 (駒場東邦中) 3310

光内 想 (麻 布 中) 秋山 大幸 (板橋第一中) 3411

富田 啓志 (両 国 中) ０－３ 川嵜 海 (松江第四中) 3512

湊本 剣 (芝 中) 川嶋 北敏 (桐 朋 中) 3613

梅田 柊哉 (砧 中) 柴田 稔哉 (小平第六中) 3714

15 村上ジョン (福生第三中) 久根下 巧 (千 川 中) 38

16 手塚 明利 (小金井南中) 宮崎 亮佑 (神 代 中) 39

17 鈴木 統万 ( ) 山﨑 丈士 (板橋第一中) 40渋谷教育学園

18 川名 航平 (町 田 南 中) 三瓶 直紀 (上 水 中) 41

藤田 拓実 (桐 朋 中) 浜田 達也 (芝 中) 4219

紅井 翌真 (早稲田実業) 松澤 航 (南 大 沢 中) 4320

21 山本 真輝 (真 光 寺 中) 鈴木 優介 (羽村第一中) 44

22 椎名 勇一 ( ) 中村 孝一 (深川第七中) 45大田Ｅｇｇｓ

23 勝村 裕司 (駒場東邦中)



カデット男子Ｃクラス６組

(２３コート) (２４コート)

吉田 朋貴 (東 綾 瀬 中) 231 松本 大介 (目黒第四中)

北野 稜人 (駒場東邦中) 242 森本 一仰 (芝 中)

田島 大聖 (千早クラブ) 西山 瑠 (八王子六中) 253

菊地 将司 (立川第七中) 村井 智紀 (神 代 中) 264

末廣 修一 (羽村第一中) 粕谷 裕貴 ( ) 275 工学院大附属中

染谷 駿斗 (蒲 原 中) 江藤 秀介 (小平第一中) 286

立田 祐介 (駒場東邦中) 松下信之介 (南葛西二中) 297

小山 央 ( ) 小町 元輝 (両 国 中) 308 都市大付属中

上兼 尚也 (千 川 中) 荒井 大河 (麻 布 中) 319

松葉 雄造 (福生第三中) 柳田 飛鳥 (桐 朋 中) 3210

小林 龍真 (国立第二中) 廣瀬 友紀 (南 大 沢 中) 3311

岩間 由樹 (中 村 中) １－３ 栗原 将平 (目黒中央中) 3412

黒須 敦司 (小金井南中) 稲垣 汰一 (国分寺五中) 3513

餌取 直輝 (霞 台 中) 奈良野仁時 (尾久八幡中) 3614

15 村田 玄 (真 光 寺 中) 重田 尚郁 (小平第六中) 37

16 石橋 由人 (神 代 中) 清水 陽平（早稲田実業) 38

17 小野 将尭 (八王子五中) 吉田 秀喜 (小平第二中) 39

18 飯塚 優 ( ) 山岡 大起 (深川第七中) 40大田Ｅｇｇｓ

福島 充 (葛西第二中) 小田島立宜 (日大豊山中) 4119

西村 隆 ( ) 4220 宮本 典迅 ( )国大 久我山中 都市大付属中

21 日俣 健志 (桐 朋 中) 八辻 拓 (芝 中) 43

22 三池 和輝 (日大豊山中) 臼井駿太朗 (羽村第一中) 44



カデット男子Ｃクラス７組

(２５コート) (２６コート)

諸井 佑人 (中 村 中) 241 渡部 倫央 (瑞穂第二中)

西川 潤 (神 代 中) 252 古谷 祐作 ( )都市 大付属中

石塚 慎也 (小平第六中) 263 青木 駿優 (両 国 中)

石渡 玲央 (霞 台 中) 二瓶聡一朗 (南 大 沢 中) 274

橋本 渉 (八王子五中) 亀山 郁弥 (麻 布 中） 285

児玉 達明 (上 水 中) 吹山慎之介 (鑓 水 中) 296

西尾 大輝 (二 之 江 中) 木村 天馬 (日大豊山中) 307

村瀬 光 (芝 中) 三橋 遼大 ( ) 318 都市大付属中

今橋 夢笛 (羽村第一中) 鵜飼 健太 (南 成 瀬 中) 329

高畑 憲 (桐 朋 中) 野口 悟 (羽村第一中) 3310

有馬 嵩人 ( ) 佐々木雄大 (国分寺五中） 3411 工学院大附属中

藤木 淳平 (千 川 中) ３－２ 今枝 拓海 (千早クラブ) 3512

中村 遼介 (神 代 中) 高野 大地 (桐 朋 中) 3613

丸山 挙史 (足立第一中) 樫村 拓実 ( ) 3714 大田Ｅｇｇｓ

15 久保田敦也 (福生第三中） 佐々木瞭太 (芝 中) 38

16 東澤 文 (駒場東邦中) 中澤 寛人 (早稲田実業) 39

17 宮岡 歩夢 (蒲 原 中) 松村 昌俊 (立川第一中) 40

西山 恭平 (砧 中 ) 4118 水谷 俊 (忍 岡 中)

澤井 拓実 (葛西第二中) 西村 大成 (東 綾 瀬 中) 4219

保延 政樹 (日大豊山中) 吉田 澪司 (小金井南中) 4320

21 林 龍也 (八王子六中) 久河 竜也 (駒場東邦中) 44

22 井上 健斗 (国分寺五中) 太田 有哉 (国立第二中) 45

23 澤村 裕之 (南葛西二中)



カデット男子Ｃクラス８組

(２７コート) (２８コート)

泉 雄大 (日大豊山中) 241 當麻 恭平 (東村山二中)

森田 雅弘 (羽村第一中) 252 高橋 優太 (東 綾 瀬 中)

大塚 海 (上 水 中) 263 平田 涼 (立川第一中)

斉藤 慧太 (八王子六中) 五十嵐郁弥 (立川第五中) 274

宮村 遼 (真 光 寺 中) 志塚龍之介 (小金井南中) 285

岸田 尚也 ( ) 野口壮一郎 (小平第六中) 296 フレンドシップ

清水 柾有 ( ) 塩入 政樹 (町 田 南 中) 307 都市大付属中

綿谷 瑞生 (神 代 中) 只木 悠介 (国立第二中) 318

永廣 和也 (中 村 中) 萬代 哲也 (駒場東邦中) 329

小林 直人 (国分寺五中) 松田 大河 (神 代 中) 3310

野原 健吾 (二 之 江 中) 宮田 知昌 ( ) 3411 渋谷教育学園

山田 裕己 ( ) ３－１ 松本 遼 (羽村第三中) 3512 つつじヶ丘ＳＳ

上原 克也 (駒場東邦中) 吉村 颯 (芝 中) 3613

佐藤 匠 ( ) 高橋 健太 (八王子六中) 3714 大田Ｅｇｇｓ

15 澤永 祐樹 (葛西第二中) 加藤 陽平 (小平第一中) 38

16 中代 武 (千 川 中) 兵藤 壮亮 (麻 布 中) 39

17 斉藤 宇広 ( ) 江元 純平 (福生第三中) 40筑波大駒場中

18 高橋 稜太 (日大豊山中) 中村 明慈 (霞 台 中) 41

出牛 逸輝 (南 大 沢 中) 高林 遼人 (桐 朋 中) 4219

岳 思辰 (芝 中) 松廣 太良 (両 国 中) 4320

21 柳内 祐真 (瑞穂第二中) 的場 玄将 ( ) 44都市大付属中

22 岡本 隼一 (桐 朋 中) 細井愛太郎 (東 綾 瀬 中) 45

23 内藤 寛 (神 代 中)



カデット男子Ｃクラス９組

(２９コート) (３０コート)

吉田 圭輝 (両 国 中) 241 杉山 晴流 (福生第三中)

北村 周 (芝 中) 252 田辺 裕喜 (桐 朋 中)

西村 奎亮 (日大豊山中） 263 梶川 将太 (千 川 中)

山本 駿佑 (日大豊山中) 富山 創甫 (八王子六中) 274

袴田 凌 (立川第五中) 小林 大恭 (東 綾 瀬 中) 285

大熊 友貴 (蒲 原 中) 松本 直樹 (真 光 寺 中) 296

宮下 翔 (両 国 中) 田中 挙斗 (駒場東邦中) 307

脇田 尚紀 (早稲田実業) 前田康太郎 (小金井南中) 318

小原 実 (八王子五中) 田中 和哉 (深川第七中) 329

神谷 直樹 (芝 中) 中村 悠人 (町 田 南 中) 3310

星 直斗 (御 堂 中) 永松 宏輝 ( ) 3411 都市大付属中

川手 啓吾 (桐 朋 中) ３－１ 藤井 力哉 (鑓 水 中) 3512

高木 凛 (八王子六中) 三橋 健介 (葛西第二中) 3613

篠田 直也 (尾久八幡中) 菅原 大輝 (つくし野中) 3714

15 佐藤 潤 (小平第一中) 原尻 佑馬 (神 代 中) 38

16 飯田 晴也 (芝 中) 長峯 隼人 (桐 朋 中) 39

17 郷古 優哉 (国立第二中) 藤本 将大 (南 大 沢 中) 40

18 向井 昌志 (忍 岡 中) 大塚 将 (上 水 中) 41

林 佑亮 (麻 布 中) 堀田 豪 (国分寺五中) 4219

山口 海人 (南 成 瀬 中) 藤盛 和哉 (羽村第一中) 4320

21 中尾 正樹 (神 代 中) 大居 聖斗 (二 之 江 中) 44

22 川口 洸 ( ) 三浦 眞暉 (忍 岡 中) 45筑波大駒場中

23 田中 悠大 ( )都市大付属中



カデット男子Ｃクラス１０組

(３１コート) (３２コート)

大滝 寿一 (国立第二中) 241 遠藤 光佑 (八王子五中)

牧内 一真 (駒場東邦中) 252 中村 友哉 (国分寺五中)

高橋 直城 (小金井南中) 263 阿部祐太郎 (中 村 中)

川合 康秀 (羽村第一中) 坂上 大和 (千早クラブ) 274

内園 大貴 (板橋第一中) 布田 智也 ( ） 285 工学院大附属中

矢口 翔大 (蒲 原 中) 日森 進吾 ( ) 296 国大久我山中

高橋 諒 (八王子六中) 植村 洋史 (桐 朋 中) 307

石田 航希 (小平第一中) 神原真太郎 (尾久八幡中) 318

小田嶋啓介 (南 成 瀬 中) 草深 健太 (東 綾 瀬 中) 329

栗山清太朗 (芝 中) 田中健太郎 ( ) 3310 都市大付属中

中山 睦貴 ( ) 森田 凌生 (小平第六中) 3411 大田Ｅｇｇｓ

藏見 裕輝 (調布第四中) ２－３ 石川 雄基 (立川第五中) 3512

山口 八輝 (桐 朋 中) 佐保田翔栄 (神 代 中) 3613

高橋 直之 (両 国 中) 中島 龍一 (羽村第三中) 3714

15 安部 侑大 (葛西第二中) 木﨑 幹太 (羽村第一中) 38

16 紙屋隆太郎 (日大豊山中) 中原 惇太 (芝 中) 39

17 白鳥 雅人 (立川第一中) 平野 純也 (足立第一中) 40

18 鈴木 海斗 (砧 中) 利根川 仁 (福生第三中) 41

劉 聖輝 (駒場東邦中) 綿地 智弘 (つくし野中) 4219

神田 拓也 (二 之 江 中) 川野 大河 (国分寺五中) 4320

21 今井 翔太 ( ) 梶原 健人 (麻 布 中) 44筑波大駒場中

22 日下智愛樹 (深川第七中) 田村 優成 (霞 台 中) 45

23 高田 大樹 (町 田 南 中)



カデット男子Ｃクラス１１組

(３３コート) (３４コート)

佐藤 将樹 (福生第三中) 241 嶋田 峻 (東 綾 瀬 中)

倉持 優希（八王子六中) 252 神戸 周 (麻 布 中)

浅野 光哉 (駒場東邦中） 263 角掛 東 (両 国 中)

鈴木 僚太 (つくし野中) 藤村 晃太 (足立第一中) 274

小山 拓也 (芝 中) 間野 将太 (小平第六中) 285

吉本 拓也 (中 村 中) 大津 大季 (砧 中) 296

木村 友洋 (桐 朋 中) 桑畑 祐利 (南 成 瀬 中) 307

中野健一朗 (羽村第一中) 鬼頭 京宏 (三鷹第一中) 318

長谷川優人 (日大豊山中) 鈴木 健資 (日大豊山中) 329

開米 将大 ( ) 加藤 寛稀 (芝 中) 3310 国大久我山中

石井 一穂 (霞 台 中) 高木 彩輝 (つくし野中) 3411

山本 史門 (成 蹊 中) ３－０ 窪田 和貴 (羽村第三中) 3512

佐藤 匠 (国分寺五中) 市川 直樹 (桐 朋 中) 3613

宮内 健介 ( ) 佐藤 史弥 (二 之 江 中) 3714 フレンドシップ

15 駒場凛太郎 (駒場東邦中) 岸 大貴 (早稲田実業) 38

16 橋本 優吾 (小平第一中) 梶原 匠 ( ) 39大田Ｅｇｇｓ

17 河井 司哉 (小金井南中) 辻山 雄基 (小平第二中) 40

18 柳下 毅 ( ) 桜澤 賢吾 (麻 布 中) 41都市大付属中

坂本 翔輝 (葛西第二中) 門間 直樹 (立川第五中) 4219

市川 裕 (八王子五中) 黒木 達矢 (東 綾 瀬 中) 4320

21 櫻井 智隆 (調布第四中) 下迫 亮介 (町 田 南 中) 44

22 西方 正明 (尾久八幡中) 冨山 遼平 (羽村第一中) 45

23 田村 悠万 (神 代 中）



カデット男子Ｃクラス１２組

(３５コート) (３６コート)

児玉 吉紀 (両 国 中) 241 染谷 泰弘 ( )大田 Ｅｇｇｓ

三枝 賢幸 (羽村第一中) 252 長沼 拓巳 (神 代 中)

中澤 凌 (砧 中) 263 保屋野翔太 (南 大 沢 中)

山口 修明 (小平第六中) 滝沢 一成 (芝 中) 274

新原 寛太 ( ) 糸原 光慶 (忍 岡 中) 285 渋谷教育学園

水戸 颯太 (つくし野中) 岩崎 聖矢 (八王子五中) 296

茅根 弘太 (桐 朋 中) 能美 拓弥 (駒場東邦中) 307

大津 裕貴 (小金井南中) 長谷川 亮 (神 代 中) 318

岩永 優佑 (早稲田実業) 和田 舜平 (尾久八幡中) 329

新村 悠 (霞 台 中) 渡辺 雅大 (葛西第二中) 3310

牧野 勇人 (小平第二中) 岩佐 将希 (東 綾 瀬 中) 3411

岩崎 壯泰 ( ) ３－２ 黒川 大地 (小平第一中) 3512 瑞江ピンポンズ

染葉量太郎 (駒場東邦中) 鈴木 雄大 (桐 朋 中) 3613

近藤 大資 (麻 布 中) 橋爪 瞭 ( ) 3714 都市大付属中

15 横森 広也 ( ) 米山 徹 (国分寺五中） 38国大久我山中

16 藤井 拓也 (八王子六中) 植木 信充 (日大豊山中) 39

17 菊池 竣介 (調布第四中) 田中 斗輪 (府中第五中） 40

18 境 智鷹 (桐 朋 中) 大久保光輔 (真 光 寺 中) 41

大石真太郎 (千 川 中) 田部井洸稀 (八王子六中) 4219

堀越 友斗 (日大豊山中) 北高野 光 (足立第一中) 4320

21 﨑田 知紀 (芝 中) 黒田 一裕 (町 田 南 中) 44

22 佐藤 元紀 ( ) 大舘 隆志 (福生第三中) 45工学院大附属中

23 神田 俊博 (立川第七中)


