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組 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
1 51 鴨下�拓弥 かもした�たくや 13MY1600292 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

33 小榑�翼 こぐれ�つばさ 13MJ1501567 東京 都立多摩高校
2 21 武田�亮 たけだ りょう 13MJ1501208 東京 昭和第一学園高等学校

39 碓井�煕凌 うすい�ひろたか 13MY1501120 東京 日本大学豊山高等学校
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組 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
1 9 山本�修平 やまもと�しゅうへい 13MU1101284 東京 日本大学

2 山)�嵩浩 やまざき�たかひろ 13MU1600272 東京 日本大学
2 7 鈴木�玄人 すずき�げんと 13MU1201259 東京 法政大学

11 長尾�宏樹 ながお�ひろき 13ME1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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組 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
1 51 鴨下�拓弥 かもした�たくや 13MY1600292 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1 1

33 小榑�翼 こぐれ�つばさ 13MJ1501567 東京 都立多摩高校 2 2
�(�� ����� �����

2 21 武田�亮 たけだ りょう 13MJ1501208 東京 昭和第一学園高等学校 1 1
39 碓井�煕凌 うすい�ひろたか 13MY1501120 東京 日本大学豊山高等学校 2 2
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組 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
1 9 山本�修平 やまもと�しゅうへい 13MU1101284 東京 日本大学 1 1

2 山)�嵩浩 やまざき�たかひろ 13MU1600272 東京 日本大学 2 2

�(�� ����� ����


2 7 鈴木�玄人 すずき�げんと 13MU1201259 東京 法政大学 1 1
11 長尾�宏樹 ながお�ひろき 13ME1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 2 2
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No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
33 小榑�翼 こぐれ�つばさ 13MJ1501567 東京 都立多摩高校
39 碓井�煕凌 うすい�ひろたか 13MY1501120 東京 日本大学豊山高等学校
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No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
51 鴨下�拓弥 かもした�たくや 13MY1600292 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

21 武田�亮 たけだ りょう 13MJ1501208 東京 昭和第一学園高等学校
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No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
2 山)�嵩浩 やまざき�たかひろ 13MU1600272 東京 日本大学

11 長尾�宏樹 ながお�ひろき 13ME1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
9 山本�修平 やまもと�しゅうへい 13MU1101284 東京 日本大学
7 鈴木�玄人 すずき�げんと 13MU1201259 東京 法政大学
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Communiqué No. ��

�������������� 参考タイム ����� ����


順位 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
1 21 武田�亮 たけだ りょう 13MJ1501208 東京 昭和第一学園高等学校 1 1
2 51 鴨下�拓弥 かもした�たくや 13MY1600292 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 2 2

������������������� 参考タイム ����� ����� �����

順位 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
3 39 碓井�煕凌 うすい�ひろたか 13MY1501120 東京 日本大学豊山高等学校 2 1 1
4 33 小榑�翼 こぐれ�つばさ 13MJ1501567 東京 都立多摩高校 1 2 2

�������������� 参考タイム ����� ���
� ����	

順位 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
1 7 鈴木�玄人 すずき�げんと 13MU1201259 東京 法政大学 1 2 1
2 9 山本�修平 やまもと�しゅうへい 13MU1101284 東京 日本大学 2 1 2

������������������� 参考タイム ����
 ����� �����

順位 No. 氏名 ふりがな 登録番号 登録地 クラブ（学校）名 1回戦 2回戦 3回戦
3 2 山��嵩浩 やまざき�たかひろ 13MU1600272 東京 日本大学 2 1 1
4 11 長尾�宏樹 ながお�ひろき 13ME1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1 2 2
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