
第  回  区          結果
            

男子     女子     男子    女子    

優勝 角田 祐弥  練馬区 優勝 宮坂 舞  練馬区 優勝 小林 野瀬   区 大田 優勝 土倉 良田  足立区 

 位 濱村 文久  江戸川区  位 峯村 有佳子  台東区  位 佐野 長濱  杉並区  位 塩沢 石川  練馬区 

 位 永田 優  中央区  位 前田 旬子  足立区  位 加藤 小桜  江東区  位 吉野 大竹  大田区 

 位 西岡 友之    区 江戸川  位 小松 万希子 渋谷区  位 丸山 三國    区 杉並  位 小暮 細井  文京区 

    加藤 大貴  板橋区     森 春香  港区     保土田 白岩  墨田区     中島 勝原  杉並区 

    根本 修宏   大田区     岡本 薫  中野区     浅野 石橋  板橋区     竹内 小田  江戸川区 

    小澤 友樹    区 荒川     大澤 詩保子  杉並区     後藤 須賀  墨田区     青山 髙橋  板橋区 

    山﨑 剛  渋谷区     金澤 杏里  江東区     勝間 長田  大田区     増田 霧生    区 葛飾 

練馬区  

前回東京都優勝者 前回東京都優勝者 前回東京都優勝者 前回東京都優勝者
片岡 慎  練馬区 吉岡 舞  大田区 西岡 友之 小柴 朋幸 江戸川区 滝口 菜 子 渡辺 梓 墨田区 



滝口 菜 子 渡辺 梓 墨田区 



男子     

片岡 慎  練馬区     西岡 友之    区 江戸川  
     

濱村 文久  江戸川区     牧野 正洋  港区  

川島 進  台東区   
      

  高林 邦年  目黒区  
      

浮田 康宏  墨田区     小澤 直人  豊島区  
        

梅澤 勇太  品川区     中丸 直也  杉並区  

山内 良  北区   
         

  入沢 寿史  文京区  

根本 修宏  大田区   
            

  小澤 友樹    区 荒川区  

鈴木 祥平  足立区     加藤 大貴  板橋区  
      

山崎 剛  渋谷区     伊藤 礼央  千代田区  
   

三浦 大義  練馬区    
   

  瀬谷 直希  中野区  

藤森 和哉  新宿区    
     

  林 昌幸  葛飾区  
   

長岡 剛  世田谷区    
   

  寺井 宏樹  荒川区  
   

尾栢 功二  江東区    
   

  角田 祐弥  練馬区  

永田 優  中央区    
   



女子     

宮坂 舞  練馬区     岡本 薫  中野区  
      

高井 末美  荒川区     垂石 菜美  江戸川区  

平尾 千香子  新宿区   
      

  金山 陽子  千代田区  
      

藤本 万莉子  板橋区     佐藤 律子  墨田区  
      

森 春香  港区     水原 享子  北区  

大野 三保子  品川区   
         

  金子 道子  目黒区  

鈴木 郷子    区 江東   
            

  峯村 有佳子  台東区  

松本 優子  豊島区     奥山 律子  大田区  
      

大澤 詩保子  杉並区     吉岡 晃子    区 杉並  
   

鶴田 陽子  葛飾区    
   

  金澤 杏里  江東区  

松井     中央区    
           

  佐藤 加奈  世田谷区  
   

徳永 裕美  文京区    
   

  太田 志乃  練馬区  
   

竹中 奈生  渋谷区    
   

  小松 万希子  渋谷区  

前田 旬子  足立区    
   



男子    

後藤 須賀  墨田区     浦田 田中  港区  
      

飯窪 浜田  葛飾区     重坂 安藤  目黒区  

磯田 榛葉  台東区   
      

  浅野 石橋  板橋区  
      

岸波 峯岸  渋谷区     小林 浅妻  千代田区  
      

八田 中岡  北区     伊藤 森本  練馬区  

福田 山本  中央区   
      

  西見 渡辺  世田谷区  

加藤 小桜  江東区   
               

  丸山 三國    区 杉並区  

小林 野瀬    区 大田区     坂本 生駒  足立区  
      

谷本 松野  荒川区     勝間 長田  大田区  

大渡 長塚  新宿区    
         

  坂尾 北林  中野区  

保土田 白岩  墨田区    
      

  田中 差生  豊島区  
      

高坂 徳冨  品川区      田村 伊原  文京区  

宇賀神 栗原  江戸川区    
      

  佐野 長濱  杉並区  



女子    

塩沢 石川  練馬区     青山 髙橋  板橋区  
      

伊藤 大貫    区 中央     藤関 小俣  千代田区  

井上 熊井  渋谷区   
      

  阿部 本田  荒川区  
      

荒川 松冨  新宿区     葛西 木名瀬  台東区  
      

高田 東  中野区     黒岩 鷲見  世田谷区  
      

竹内 小田  江戸川区   
      

  吉野 大竹  大田区  
      

霧生 増田    区 葛飾区     土倉 良田  足立区  
      

渡辺 祖父江  品川区     谷 横川  中央区  

荻堂 南  豊島区   
      

  阿萬 松田  葛飾区  

津田 岡本  墨田区    
      

  大山 坂田  江東区  
      

小暮 細井  文京区      松本 若林  練馬区  

高城 岩下  目黒区    
      

  中島 勝原  杉並区  


