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所属 ランク 男子 女子 選手名 学校名 選手名 学校名 選手名 学校名 選手名 学校名

1 馬込東中 大森四中 薗部 馬込東中 石井・崎村 大森東中 市橋 千歳中 小松・宮坂 大森四中

2 千歳中 南六郷中 五味 六本木中 秋山・早川 高輪中 佐竹 桜丘中 堀口・平林 南六郷中

3 早稲田中 蒲田中 滝口 馬込東中 下川・早山 馬込東中 栗田 駒沢中 小暮・柴山 南六郷中

4 牛込二中 羽田中 岡 田園調布中 新井・槇野 大森四中 山崎 千歳中 山口・鈴木 蒲田中

5

6

7

8

1 豊渓中 淑徳巣鴨中 池田 淑徳巣鴨中 芦沢・高柳 実践学園中 柳亭 淑徳巣鴨中 前田・石橋 淑徳巣鴨中

2 光が丘一中 大泉中 小林 志村二中 加藤・元松 大泉中 横溝 大泉中 松田・千葉 淑徳巣鴨中

3 志村二中 中村中 奥墨 淑徳巣鴨中 成瀬・伊藤 豊渓中 山本 志村二中 荻野・下田 石神井中

4 志村四中 西台中 阿部 志村二中 宗田・内田 光が丘一中 桜井 中村中 佐久間・三浦 北町中

5 淑徳巣鴨中 石神井中 星 光が丘一中 山川・倉田 光が丘一中 辻口 家政大付中 森田・小林 志村二中

6 本郷台中 豊島中 永島 豊渓中 松田・田中 西巣鴨中 上村 大泉中 足立・梶木 中村中

7 荒木 北中野中 太山・岡 稲付中

8

1 深川三中 日本橋女学館中 森 深川三中 松田・内堀 深川三中 中井川 日本橋女学館中 若林・泉澤 日本橋女学館中

2 瑞江二中 晴海中 白藤 深川三中 田中・太田 南葛西二中 手塚 瑞江二中 和佐田・根岸 小松川三中

3 小岩三中 鹿骨中 根本 千寿青葉中 田中・大塚 足立十三中 大村 亀戸中 山岸・秋葉 鹿骨中

4 南葛西二中 伊興中 神戸 深川三中 山岸・牛山 向島中 桜井 鹿骨中 三條・大谷 篠崎中

5 足立十三中 小松川三中 竹内 鹿骨中 須藤・須藤 小岩三中 那須野 日本橋女学館中 高岡・鈴木 晴海中

6 柏葉中 富田 鹿本中 染谷・八巻 瑞江二中 廣田・石山 晴海中

7 清水 荒川一中

8

1 府中八中 府中二中 石井 八王子三中 野崎・山村 府中八中 大石 堺中 和田・石井 府中二中

2 木曽中 つくし野中 松原 町田一中 濱田・橋間 木曽中 辻井 川口中 赤坂・山口 町田三中

3 府中二中 町田三中 加納 町田南中 迫田・白戸 府中八中 利光 府中二中 金田・山中 町田三中

4 三鷹六中 三鷹三中 横山 府中二中 池田・半山 木曽中 田中 町田南中 石松・濱崎 つくし野中

5 町田一中 秋元 三鷹六中 吉田・山口 陵南中 岩田 鶴川中

6 五十子・佐々木 町田一中

7

8

1 清泉中 吹上中 角田 清泉中 福島・福原 国分寺一中 鈴木（温） 国分寺一中 上田・八木 吹上中

2 国分寺一中 国分寺一中 佐藤 東大和四中 齋藤・山中 清泉中 山下 吹上中 神田・横山 国分寺一中

3 増戸中 田無四中 和田 福生二中 佐藤・村越 国分寺一中 大林（莉） 田無四中 大林（愛）・村上 田無四中

4 あきる野東中 小平三中 大橋 東大和四中 武正・梨本 立川一中 村田 小平三中 平野・佐々木 吹上中

5 東大和四中 清泉中 山崎 あきる野東中 伊藤・川辺 国分寺一中 久保嶋 吹上中 石川・矢内 清泉中

6 柳沢中 東村山三中 長岡 清泉中 原・藤岡 あきる野東中 武田 田無四中 佐々木・橋口 清泉中

7 羽村一中 東大和四中 古川 柳沢中 鬼塚・永尾 増戸中 大澤 小平三中 橋本・清原 吹上中

8 立川一中 東村山二中 戸岐田 福島中 大谷・野村 増戸中 深田 東村山三中 市川・西牧 立川一中

F 1 前田 利島中 土屋・菊地 利島中
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