
男子Ｃ①

6月6日①
桶川サンアリーナ

下村 紗介(ちょこ,4) 大木 一真(友羽会,4)

3043 3051

土屋 友佑(慶應,2) 横尾 祥平(日商,1)

3001 3012

福士 隼也虎(クローバー,3)

志摩 大輝(関学,2)

3075 3079

長島 佳紀(東経,3)

後藤 圭太(明和,3)

3002 3013

松館 孔輝(明生,2)

倉本 拓哉(神大,3)

3044 3052

平田 淳(早稲田,2) 多形 嘉俊(慶應,2)

3003 3014

石川 良平(日法,3) 石橋 直也(専修,3)

3091 3093

兎澤 知浩(スポ愛,3) 山田 貴久(法政,3)

3045 3053

塚本 和甫(KBL,1) 佐藤 達哉(ミラージュ,2)

3004 3015

森田 遼介(ヤング,2) 川上 晃太郎(日法,3)

3076 3080

藤友 健智(あられ,3) 村瀬 泰佑(国学院,3)

3005 3016

根橋 健斗(大東愛,1) 吉田 蓮(トゥインクル,1)

3046 3054

石井 尚也(法政,3) 岡 輝(TBA,4)

3099 3100

山根 健(中央,4) 湯浅 和樹(早稲田,3)

3047 3055 棄権
安冨 良活(友羽会,1) 服部 充浩(スポ愛,1)

3006 3017

市川 馨(玉川,2) 金田 晃一(立教,2)

3077 3081

澤田 祥孝(駒沢,3) 沢田 裕紀(中央,2)

3007 3018

石原 岳(スポ愛,2) 鹿又 逞(友羽会,1)

3048 3056

棄権

山田 雅也(慶應,2)

3008 渡邉 正敏(KBL,3)

阿部 倖大(日法,3)

3092 3094

梨本 光(東経,3)佐藤 達哉(筑波,1)

3009 3019

鎌田 開生(明和,2) 木本 雄二(あられ,3)

3049 3057

池見 祐哉(日商,2) 松浦 史尚(明生,2)

3010 3020

飯塚 智哉(明学,2) 中木 健太(日法,3)

3078 3082

飯田 絢斗(明星,2) 清水 遼也(大東愛,2)

3011 3021

浅野 渉(上智,1) 鈴木 碩人(法政,1)

3050 3058

新留 孝典(J-Birds,4) 及川 貴之(ちょこ,4)



.

男子Ｃ②

6月6日②
桶川サンアリーナ

吉村 駿(スポ愛,M1) 瀬尾 俊介(KBL,3)

3059 3067

川上 雄大(KBL,1) 芦田 佳樹(筑波,2)

3022 3033

長谷川 陽平(早稲田,2) 唐 一樹(明学,2)

3083 3087

朝川 太一(関学,2) 小野里 歩睦(大東愛,3)

3023 3034

斉藤 千成(高千穂,2) 紺野 貴寛(法政,3)

3060 3068

田中 敬也(大東愛,1) 日下田 健(ちょこ,3)

3024 3035

棄権

佐藤 大輝(法政,3) 大山 圭汰(東経,3)

3095 3097

緒方 航貴(ミラージュ,3) 天野 貴啓(クローバー,3)

3061 3069

大井 凛太郎(明学,2) 松永 誠也(友羽会,1)

3025 3036

原島 一也(帝京,2) 大崎 庸平(慶應,2)

3084 3088

篠崎 克敏(ちょこ,2) 田中 淳也(スペシャ,2)

3026 3037

関 陽一(慶應,1) 森川 稜(J-Birds,2)

3062 3070

棄権

山川 誠人(明和,3) 村林 彰広(法政,3)

3101 3102

梅田 昴(慶應,3) 伊藤 聖史(ティエラ,3)

3063 3071

中村 隼太(友羽会,1) 近藤 和美(法政,1)

3027 3038

元木 風(学習院,2) 唐澤 史門(明和,2)

3085 3089

石原 稔(国学院,3) 若山 陽太(玉川,2)

3028 3039

齋藤 翼(中央,2) 今井 智章(バモス,3)

3064 3072

鶴田 智之(東経,2)

3029 高山 雄貴(早稲田,3)

金田 一幸(あられ,3)

3096 3098

江ヶ崎 圭佑(専修,3) 甲斐 悠大(大正,3)

3030 3040

濱崎 圭(法政,3) 福地 守(中央,2)

3065 3073

安西 拓也(明生,2) 宮崎 朋矢(友羽会,1)

3031 3041

杉野目 駿(TBA,3) 金尾 俊介(スポ愛,2)

3086 3090

石塚 具(早稲田,2) 新井 堅登(日商,1)

3032 3042

途中棄権

西 恭平(明星,1) 下館 曹(駒沢,2)

3066 3074

油井 隼人(日商,4) 武田 空(慶應,4)



男子Ｃ③

6月14日
桶川サンアリーナ

細田 俊樹(ちょこ,4) 進藤 光泰(日商,4)

322 330

堀田 稜人(国学院,1) 林 承憲(明和,1)

301 312

本村 豪星(日理,2) 齊藤 貴穂(ちょこ,2)

338 342

草野 太吾(明和,3) 野村 敦宗(バモス,3)

302 313

永田 俊太郎(中央,2) 齋藤 皆倖(日理,2)

323 331

中嶋 虹太(スポ愛,3) 鹿島 勇揮(関学,2)

303 314

萩野 裕太(関学,3) 富井 崚介(国学院,3)

340 348

鈴木 賢(玉川,3) 田島 大毅(日法,3)

324 332

内山 遼平(ICU,1) 倪 申玮(スポ愛，2）

304 315

武田 慶(青学,2) 高野 義之(MBA,2)

339 343

竹内 悠人(日生,2) 和田 祥太郎(駒沢,1)

棄権

305 316

原 一聖(友羽会,1) 芳賀 友樹(友羽会,3)

325 333

棄権

津上 朗(KBL,3) 最上 智勝(首都大,4)

350 351

山本 真夢(専修,4) 加藤 三四郎(日生,3)

326 334

石戸 大器(友羽会,1) 宮里 大輝(明和,1)

306 317

桑原 和希(駒沢,1) 松野 翔太(大東愛,1)

340 344

細谷 健登(千葉,3) 鈴木 良寛(早稲田,2)

307 318

鈴木 俊介(明和,2) 木村 匠(帝京,2)

327 335

林 遼太郎(大東愛,2)

308 笛田 亮(千葉,3)

柴丸 智(日法,3)

347 349

岡部 晃平(J-Birds,3) 伊藤 圭佑(学習院,3)

棄権 309 319

油本 啓太(明和,2) 横井 嵩之(日文,1)

328 336

戸塚 和哉(日商,2) 菅原 拓磨(駒沢,2)

310 320

大沼 允人(大正,3) 福田 航介(友羽会,3)

341 345

大西 ビンセント(早稲田,1) 森本 賢介(TBA,2)

311 321

棄権

大黒 諒一(日理,1) 千田 雅貴(日理,1)

329 337

小林 慶己(TBA,4) 武富 翔太郎(ミラージュ,4)



男子Ｃ④

7月4日①
桶川サンアリーナ

吉田 直生(首都大,M2) 井口 雄登(友羽会,4)

322 330棄権

佐藤 俊(慶應,1) 山村 昇平(日文,1)

棄権

301 312

和田 亮佑(TBA,2) 大澤 悠河(大東愛,1)

338 342

水野 諒人(ちょこ,2) 守屋 祐輔(高千穂,1)

棄権 棄権

棄権

302 313

笠井 裕介(日商,1) 冨士野 豊(KBL,1)

323 331

伊藤 遥介(バモス,2)

303 坂口 公祐(中央,3)

竹谷 雅史(あられ,3)

346 348

吉野 樹　(国士舘,3)
森脇 涼夢(東経,3)

314

324 332
髙橋 護(立教,2)

久保井 恵祐(法政,1) 大畑 直輝(日理,2)

304 315

元山 辰徳(専修,1) 川島 史也(大正,3)

339 343

河村 奈生(KBL,2) 三好 裕太(慶應,2)

305 316

山田 祐基(友羽会,1) 武田 黎王(学習院,1)

325 333

棄権

棄権

小野寺 翼(日理,3) 山﨑 健一(ラブオール,4)

350 351

大塚 尚哉(KBL,4) 佐々木 啓佑(早稲田,3)

326 334

荒関 太寅(友羽会,1) 小山 一樹(駒沢,1)

306 317

佐々木 匠(明学,2) 山田 大介(TBA,2)

340 344

王 子艦(スポ愛,3) 小笠原 拓哉(バモス,1)

307 318

池谷 昂紀(関学,1) 岩崎 翔太(クローバー,1)

327 335

藤澤 裕敏(玉川,2)

308 早川 雄一(明和,3)

347 349

小方 晃太朗(国学院,3) 牛 鴻華(法政,2)

布施 拓也(日法,3)

309 319

東田 遼資(明和,1) 林 真史(筑波,3)

328 336

望月 洸志(青学,2) 種山 和樹(ちょこ,3)

310 320

増田 駿(大東愛,3) 小林 大介(首都大,3)

341 345

長江 大輝(早稲田,1) 小林 佑也(エリオット,2)

新井 貴文(日文,4) 田中 将啓(スポ愛,M1)

311 321

岸本 匡彦(帝京,1) 奈佐 雄一(日理,1)

329 337



男子Ｃ⑤

7月4日②
江戸川総合体育館

佐野 友啓(TBA,M1) 田中 優也(日文,4)

322 330

武藤 和希(日文,1) 堀内 祐希(慶應,1)

301 312

飯塚 裕人(関学,1) 久世 和希(TBA,2)

338 342

後藤 駿輔(KBL,2) 弦巻 幸哉(玉川,2)

302 313

棄権

中道 馨(ちょこ,3) 丸山 亮汰(駒沢,1)

323 331

橋本 一輝(法政,3)

303 前倉 諒(友羽会,3)

福田 貴也(高千穂,3)

346 348

石川 裕也(ちょこ,3)

甲斐 圭亮(日理,3) 314

小松 裕(日理,1)

324 332

原田 快成(帝京,1) 矢吹 峻作(学習院,2)

304 315

榎本 準(バモス,2) 林 伯樹(国学院,3)

339 343

印東 憲一(早稲田,1) 大矢 真己(青学,2)

305 316

呉 晃(筑波,1) 庭田 摩修(千葉,1)

325 333

安部 優佑(専修,3) 大森 雄貴(中央,3)

350 351

徳武 一輝(日法,3) 小野塚 頌人(早稲田,3)

326 334

北脇 駿(スポ愛,1) 河本 雅哉(明和,1)

306 317

吉川 拓也(ティエラ,2) 平井 和樹(バモス,2)

340 344

矢野 寛剛(友羽会,3) 前田 純(日理,2)

307 318

小林 陸(慶應,2) 新井 泰成(大東愛,1)

327 335

水間 翔也(明星,1)

棄権 308 大山 功太郎(国士舘,3)

戸村 大稲(大東愛,3)

347 349

和田 優樹(明和,3) 竹田 悠斗(ミラージュ,3)

309 319

小林 瑞希(千葉,3) 土屋 貴宏(KBL,1)

328 336

中西 啓太(MBA,2) 田中 大輝(首都大,3)

310 320

芝原 和希(あられ,3) 藤井 智寛(スポ愛,2)

341 345

北本 貴章(明学,2) 中野 周(東経,2)

311 321

伊藤 聡志(日文,1) 熊原 一樹(法政,1)

329 337

野口 勇鷹(ちょこ,3) 福島 翔(日商,4)



男子Ｃ⑥

7月4日③
北本市体育センター

多田 翔洋(筑波,M1) 上野山 寛人(千葉,4)

3042 3050

進 敬太(日文,1) 高木 瞭(早稲田,1)

3001 3011

齋藤 道也(関学,1) 吾妻 樹(専修,1)

3074 3078

佐藤 直樹(学習院,3) 星野 良輔(バモス,2)

3002 3012

磯部 広己(高千穂,2) 藤野 雄平(帝京,2)

3043 3051

渡邊 智也(ティエラ,2) 大久保 龍介(東経,2)

3003 3013

山口 信登(早稲田,3) 一瀬 慎之介(日商,2)

3090 3092

大塚 翔太(千葉,3) 丸山 直樹(日理,3)

3044 3052

上田 大輔(国学院,2) 山井 佑馬(KBL,2)

3004 3014

田 祐在(ミラージュ,2) 佐藤 巧(法政,3)

3075 3079

寺坂 峻(明和,2) 高橋 雅和(友羽会,1)

3005 3015

那須 将樹(日理,1) 松野 舜介(スポ愛,1)

3045 3053

鈴木 大貴(中央,3) 伊藤 慶(首都大,3)

3098 3099

村上 純平(ICU,3) 岡 優斗(玉川,3)

棄権

3046 3054

小野 雅貴(千葉,2) 藤原 大地(日理,2)

3006 3016

山川 修平(法政,2) 佐藤 樹(ちょこ,3)

3076 3080

中村 廉(スポ愛,2) 依田 直樹(学習院,2)

3007 3017

田代 修太(大東愛,1) 野宮 広我(TBA,2)

3047 3055

藤森 洋治(ちょこ,3) 廣田 武将(中央,3)

3091 3093

久富 正博(バモス,3) 宮坂 貴之(クローバー,3)

3008 3018

植竹 和輝(大正,1) 深澤 龍平(上智,2)

3048 3056

阿部 凌也(目白,2) 佐藤 成(MBA,2)

3009 3019

十代田 圭右(国士舘,3) 渥美 拓哉(日文,4)

松川 祐士(KBL,2) 中西 孟徳(早稲田,2)

3077 3081

大関 慶信(日理,1) ロドリゲス 海(筑波,1)

3010 3020

深野 隼世(早稲田,2) 鈴木 智也(明和,1)

3049 3057



男子Ｃ⑦

7月4日④
北本市体育センター

宗像 亮(ラブオール,M2) 大畠 佑真(筑波,4)

3058 3066

竹内 凱(法政,2) 小川 拓海(学習院,1)

3021 3032

小杉 圭(日文,1) 福井 崇人(日理,1)

3082 3086

熊谷 進(中央,3) ルクマン ケルヴィン(ちょこ,2)

3022 3033

吉田 知広(ちょこ,2) 本間 健太(大東愛,1)

3059 3067

齋藤 創太(筑波,1)

3023 松本 翔太(慶應,3)

川村 直弘(首都大,3)

3094 3096

坂本 裕(明星,3)

林 恭平(大正,3) 3034 棄権
大石 紘暉(KBL,1)

3060 3068

森山 啓太(神大,2) 市川 拓真(ティエラ,2)

3024 3035

飯島 岳志(友羽会,1) 山本 晃立(早稲田,1)

3083 3087

高田 浩城(日理,2) 船井 俊宏(スペシャ,3)

3025 3036

羽鳥 健太(明和,1) 古市 悠治(法政,1)

3061 3069

溝渕 嶺(慶應,3) 秋月 祐輔(日文,4)

3100 3101

臼井 理人(早稲田,3) 篠島 幸太(MBA,3)

3062 3070棄権
林 和彦(上智,1) 永田 昌基(日理,1)

3026 3037

勝俣 篤(スポ愛,2) 浦川 泰哉(あられ,2)

3084 3088

福田 直輝(KBL,2) 市川 宗洋(国士舘,3)

棄権 3027 3038

尾田 拓人(千葉,1) 加藤 啓太(明和,2)

3063 3071棄権
武井 響也(筑波,1)

3028 五反 光貴(早稲田,3)

室井 謙吾(バモス,3)

3095 3097

内田 健斗(ティエラ,3) 六反田 洋祐(国学院,3)

3029 3039

大西 祥歩(国学院,2) 宮澤 海人(関学,1)

3064 3072 棄権
村田 遼(ちょこ,2) 杉野 大洋(玉川,2)

3030 3040

由本 達也(慶應,1) 宮後 秀康(日商,2)

3085 3089

山田 洋平(日理,2) 角田 昌哉(スポ愛,1)

西井 啓太(TBA,4) 床波 真人(友羽会,M1)

棄権 3031 3041

藤澤 幸介(友羽会,1) 田中 裕也(中央,2)

3065 3073



男子Ｃ⑧

7月5日
桶川サンアリーナ

平川 真之(ちょこ,M1) 藤井 昭太(国士舘,4)

322 330

近 日之紀(日商,1) 三上 雅輝(国学院,1)

棄権

301 312

小松原 勇人(国学院,2) 笹木 孝介(明星,2)

338 342

真鍋 貴行(日理,1) 長澤 拓斗(日法,3)

302 313

棄権

猪又 僚介(中央,3) 今関 太一(千葉,1)

323 331

高部 貞良(国士舘,2) 宮本 康平(ヤング,2)

303 314

西田 孝宏(TBA,3) 西村 直輝(法政,3)

346 348

棄権
弘末 有史(あられ,3) 北川 匠(学習院,3)

324 332

伊東 寛(立教,2) 郡山 貴充(早稲田,2)

304 315

福重 潤也(友羽会,1) 秋山 直道(玉川,2)

339 343

里 優樹(エリオット,2) 古舘 峻也(大正,2)

305 316

松本 崇史(大東愛,1) 小池 泰成(日文,1)

325 333

東條 嶺(日法,3) 二宮 雅史(TBA,3)

350 351

棄権
青木 勇史朗(ミラージュ,4) 望月 大路(早稲田,3)

326 334

中 佑介(千葉,1) 吉川 佳汰(専修,1)

306 317

真庭 伸悟(スポ愛,2) 森 雄太(首都大,3)

340 344

池内 尚(バモス,3) 永平 詢(日法,3)

307 318

本郷 紘人(日理,2) 澤村 周平(スペシャ,2)

327 335

山口 博之(J-Birds,2)

308 宮川 潔(ちょこ,3)

福原 涼祐(ティエラ,3)

347 349

中西 真之(筑波,3) 東條 拓実(大東愛,3)

309 319

榎本 大地(学習院,2) 全 玲央奈(日理,2)

328 336

小池 一壽(早稲田,1) 越川 雄貴(バモス,1)

310 320

森川 慎也(日文,4) 田中 将輝(慶應,4)

鈴木 雅也(スポ愛,2)
日比 健登(日法,3)

341 345

太田 雅之(MBA,2) 平野 航(日生,2)

311 321

井上 湧樹(駒沢,1) 堀内 拓夢(友羽会,1)

329 337

棄権


