
H22-８/２８　現在

Ｈ２２　秋リーグ　男子追加登録

男子３部Ａ

帝京大
11 選手 堀川 貴生 大崎高 2
12 選手 佐藤 拓也 東海大菅生高 2
13 選手 植本 慧 帝京八王子高 2
14 選手 三池 拓哉 上水高 1
15 選手 白須 徳雄 東大和高 1

東京理科大
9 選手 岡本 愛哉 宇都宮東 3
10 選手 照田 啓介 会津 3
11 選手 森 勇樹 浦和 3
12 選手 河本 拓 船橋芝山 2
13 選手 星野 智晃 芝 2
14 選手 岩上 直樹 春日部 1
15 選手 鈴木 英介 屋代 1

男子３部Ｂ
東京大
9 選手 新井 俊宏 浦和 3
10 選手 伊藤 伸志 春日部 2
11 選手 川尻 雄基 岐阜 2
12 選手 大丸 宙也 高岡 2
13 選手 森藤 福真 基町 2
14 選手 友光 達哉 八王子東 1
15 選手 豊村 一期 藤島 1

東海大
8 選手 石川 達也 東海大菅生高 4
9 選手 加藤 祥太 掛川東高 4
10 選手 栃木 勇人 東海大菅生高 2
11 選手 惣島 暢昭 栗原高 2
12 選手 多田 裕一郎 東海大望洋高 1
13 選手 増井 剛 東海大翔陽 1
14 選手 長坂 亮汰 東海大高輪台高 1
15 選手 林 健司 佐野高 1

東京電機大
11 選手 堀籠 翔平 坂戸高 3
12 選手 影山 翔 市川学園高 3
13 選手 渋井 大直 作新学院高 2
14 選手 橋本 泰隆 千葉商科大学付属高 2
15 選手 寺山 幸宏 大宮南高 1



男子４部Ｂ

千葉大
10 選手 石崎 大樹 新発田高校 4
11 選手 海野 真央 静岡高校 4
12 選手 久我 優太 長生高校 4
13 選手 栗山 俊通 千葉東高校 4
14 選手 成瀬 洋平 清水東高校 4
15 選手 澤田 佳佑 磐田南高校 2

千葉工業大
13 選手 佐久間 良介 学法福島高 4
14 選手 中村 吏志 東金高 4
15 選手 神永 洋行 錦城学園高 3

男子４部Ｃ

横浜国立大
13 選手 水ノ上 達也 桐蔭学園 4
14 選手 佐々木 翔平 田園調布高 4
15 選手 中澤 建太 長野高 2

男子４部Ｄ

一橋大
14 選手 久保木 健太 都立城東高 4
15 選手 樋口 亮 斐太高 4

文教大
10 選手 新井 大器 本庄第一高 1
11 選手 嶋田 卓也 佐原高 1
12 選手 鴨川 耕太 掛川高 1
13 選手 中山 貴透 国際学院高 1
14 選手 田中 大樹 草加南高 1
15 選手 林 治和 流経大付属柏高 4



男子５部Ａ

大東文化大
11 選手 佐々木 邦夫 浦和南 4
12 選手 小山 尚徳 酒田東 1
13 選手 高橋 唯 所沢中央高校 4
14 選手 鶴見 英生 小川高校 1

男子５部Ｂ

東京医科歯科大
10 選手 斉藤 祐紀 日本大学櫻丘 1
11 選手 長原 慧 筑波大学附属駒場 1

男子５部Ｃ

芝浦工業大
12 選手 花嶋 貴之 土浦日本大学高校 4
13 選手 遠藤 匡人 いずみ高校 2
14 選手 本間 将太 熊本マリスト高校 2
15 選手 前田 雄大 横浜緑が丘 1


