
# 略称 連絡責任者 区分 # 略称 連絡責任者 区分

001 赤塚一中 赤峰　俊彦 中学 1795 ～ 1806 071 成城中 橋本佳夫 中学 1604 ～ 1617

002 赤羽岩淵中 井上　敏幸 中学 1832 ～ 1836 072 清新一中 森江　由香 中学 1349 ～ 1359

003 アシックスRC 伊後達矢 一般 1509 073 清新JAC 畠中康生 中学 1360 ～ 1399

004 足立十一中 三上　直之 中学 1730 ～ 1744 074 星美学園高 村野　容子 高校

005 足立十三中 杉村泰文 中学 1745 ～ 1756 075 星美学園中 村野　容子 中学 1930 ～ 1931

006 足立十四中 大原　昌彦 中学 1002 ～ 1019 076 創価大 川元 大志 一般 1475

007 伊興中 安藤　圭太 中学 1511 ～ 1518 077 大東一高 和久井直樹 高校

008 板橋一中 田澤　範樹 中学 1697 ～ 1702 078 大門中 水木　　学 中学 2016 ～ 2035

009 都立板橋高 笹川浩司 高校 079 高島一中 橋口　聖史 中学 1154

010 ＡＣＫＩＴＡ 櫻井　伸幸 高校 1306 080 高輪高 吉岡　裕幸 高校

011 王子桜中 水戸　大介 中学 2102 ～ 2116 081 高輪中 吉岡　裕幸 中学 1331 ～ 1348

012 桜門陸友会 幸田和記 一般 1000 082 滝野川紅葉中 佐藤　綾乃 中学 1973 ～ 1986

013 大泉学園中 森山滋 中学 1130 ～ 1136 083 立石中 一井　多喜子 中学 1935 ～ 1957

014 大泉中 村上豪太 中学 1155 ～ 1187 084 田無一中 長澤利尚 中学 1641 ～ 1648

015 海城高 福島　俊和 高校 085 田無三中 石上裕子 中学 1305

016 海城中 福島　俊和 中学 1311 ～ 1330 086 WTAC 新井聡 一般 1308 ～ 1310

017 開進四中 上田　尊 中学 1020 ～ 1042 087 多摩落合中 横山　高志 中学 1486 ～ 1508

018 開成高 高橋　正也 高校 088 多摩和田中 渡邊　超 中学 1476 ～ 1485

019 開成中 高橋　正也 中学 1960 089 千登世橋中 末光　裕祐 中学 2044 ～ 2055

020 かえつ有明中 佐山薫 中学 2157 090 中央学大中央高 寺尾　浩 高校

021 学習院高 米山　周作 高校 091 ティガＡＣ 吉川翔 一般 1215

022 学習院女子高 河野容介 高校 092 東京経済大 新屋翔大 一般 1838

023 学習院女子中 河野容介 中学 1519 ～ 1527 093 東京陸協(我妻) 我妻明嘉 一般 1777

024 学習院中 井上博行 中学 1719 ～ 1729 094 東京陸協(水川) 水川亮 一般 1001

025 葛美中 塩　史子 中学 1081 ～ 1108 095 東京陸協(加納) 加納正隆 一般 1411

026 金町中 近藤　敏孝 中学 2087 ～ 2101 096 東京陸協(北村) 北村　亮太 一般 1307

027 上一色中 三村　薫 中学 1877 ～ 1886 097 東京陸協(高田) 高田安志 一般 1413

028 亀有中 浅井　剛 中学 1528 ～ 1541 098 東京陸協(田中英) 田中英二 中学 1043

029 亀戸中 児玉　聡 中学 1217 ～ 1241 099 東京陸協(田中潤) 田中潤 一般 1934

030 共立女子高 古賀寛之 高校 100 東京陸協(田部井) 田部井文也 一般 1649

031 共立女子中 古賀寛之 中学 1250 ～ 1269 101 東京陸協(中里) 中里　拓光 一般 1958

032 桐ケ丘中 志村　翔太 中学 1757 ～ 1775 102 東京陸協(藤本) 藤本重宏 一般 1249

033 銀座中 内藤あゆみ 中学 1855 ～ 1863 103 東京陸協(吉島) 吉島真樹子 高校 1959

034 錦城学園高 安村美由紀 高校 104 東京陸協(吉田) 吉田健太郎 一般 1109

035 クラブR2 吉田　慎也 一般 1510 105 東大附属高 加藤多笑 高校

036 慶應中 佐山佳子 中学 1400 ～ 1410 106 東大附属中 加藤多笑 中学 1650 ～ 1664

037 京華商高 平石　顕治 高校 107 豊島駒込中 髙橋宏治 中学 1961 ～ 1972

038 京華女高 平石　顕治 高校 108 中村中 宮澤　卓己 中学 1414 ～ 1435

039 小岩一中 河村　直美 中学 1557 ～ 1576 109 日大豊山女子高 野村　大樹 高校

040 國学院大 鈴木　琴音 一般 1717 ～ 1718 110 日大豊山女子中 野村　大樹 中学 1688 ～ 1696

041 駒沢中 多久優麗花 中学 1910 ～ 1929 111 貫井中 梅川　恭子 中学 1110 ～ 1121

042 小松中 岡嶋　由香 中学 1242 ～ 1247 112 NEXTS 池之迫　臣 一般 1837

043 慈恵医大 谷口拓己 一般 1932 ～ 1933 113 練馬工高 池上　純夫 高校

044 鹿骨中 柴　　千佳 中学 1887 ～ 1909 114 柏葉中 今岡　徹郎 中学 1297 ～ 1304

045 実践学園高 吉田健治郎 高校 115 原宿外苑中 小林　陽介 中学 1778 ～ 1783

046 芝高 山内　英揮 高校 116 東綾瀬中 園部　裕気 中学 1122 ～ 1129

047 芝中 山内　英揮 中学 1542 ～ 1556 117 東山中 佐藤　隆道 中学 1137 ～ 1153

048 渋谷本町学園 田中幸子 中学 1044 ～ 1058 118 光が丘三中 宿谷　雄貴 中学 1188 ～ 1214

049 志村一中 藤岡　均 中学 1784 ～ 1790 119 ひばりが丘中 大竹仁美 中学 1987

050 石神井西中 近藤美咲 中学 1618 ～ 1628 120 深川二中 元木　光希 中学 1591 ～ 1603

051 十条SC 大野恵 一般 1436 ～ 1443 121 深川五中 岩瀬広大 中学 1444 ～ 1474

052 十条富士見中 呑口　　健 中学 2056 ～ 2086 122 渕江中 岩井　宏澄 中学 2127 ～ 2156

053 修徳高 宮尾　司 高校 123 文花中 中村　奈津美 中学 1216

054 十文字中 濱田 幸子 中学 1839 ～ 1854 124 保善高 千野達也 高校

055 淑徳巣鴨高 中村　隆造 高校 125 本郷高 阪田　雅志 高校

056 淑徳巣鴨中 中村　隆造 中学 1791 ～ 1794 126 本郷中 福島　浩 中学 1988 ～ 2015

057 城西高 内藤　真人 高校 127 松江一中 藤本重宏 中学 1248

058 城西高 内藤　真人 高校 128 南が丘中 吉武　陸 中学 1665 ～ 1687

059 城西中 内藤　真人 中学 1864 ～ 1866 129 南中野中 眞屋辰彦 中学 1867 ～ 1876

060 松濤中 佐藤　純子 中学 1577 ～ 1590 130 武蔵野一中 櫻井ナナ 中学 1073 ～ 1080

061 城北AC 藤田一輝 中学 1807 ～ 1831 131 武蔵野東中 伊藤　幸雄 中学 1270 ～ 1286

062 城北高 東　洋平 高校 132 代々木中 高橋平之介 中学 1629 ～ 1640

063 城北中 東　洋平 中学 1059 ～ 1072 133 立教池袋高 高橋　　整 高校

064 昭和一高 木村和広 高校 134 立教池袋中 高橋　　整 中学 2117 ～ 2126

065 都新宿高 新戸　政輝 高校 135 立教大 岡部志保 一般 1412

066 巣鴨高 湯朝育広 高校 136 両国中 安川　剛生 中学 1703 ～ 1716

067 巣鴨整形外科 高野雄一朗 一般 1776

068 巣鴨中 湯朝育広 中学 2036 ～ 2043

069 諏訪台中 藤田　妙子 中学 1287 ～ 1296

070 成城高 橋本佳夫 高校
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