
男女 ドロー番号 学校名 変更前の選手 ⇒ 追加・変更選手 学年 試合日 会場

1 男子 37 早実中A 篠原雅喜 ⇒ 金子歩夢 中2 10月21日 明中八王子

2 男子 185 多摩大目黒中高D 菊池翔太 ⇒ 真鍋彰吾 中2 10月21日 私学事業団

3 男子 185 多摩大目黒中高D 小川日翔 ⇒ 中谷陽 中2 10月21日 私学事業団

4 男子 240 明学東村山A 追加 ⇒ 木村将也 中3 10月21日 明学東村山

5 男子 263 成蹊中 追加 ⇒ 佐々木 亮介 10月21日 大成

6 男子 2 日出高Ａ 追加 ⇒ 二瓶　尋 高3 10月28日 豊南

7 男子 2 日出高Ａ 追加 ⇒ 山本　新 高3 10月28日 豊南

8 男子 137 国士舘高Ａ 追加 ⇒ 福島　大 高1 10月28日 東京成徳

9 男子 139 成城中B 財津温仁 ⇒ 中田陸希 中2 10月28日 東京成徳

10 男子 146 明星高Ｄ 津路浩太郎 ⇒ 三國幸太郎 10月28日 早稲田

11 男子 149 日大三中高B 追加 ⇒ 杉江佑太 高2 10月28日 早稲田

12 男子 10 明大明治中高E 三重野瑛人 ⇒ 牛窪悠貴 11月3日 日大豊山

13 男子 10 明大明治中高E 綿貫雄太 ⇒ 平野智也 高3 11月3日 日大豊山

14 男子 49 青山学院中等部 渡部眞周 ⇒ 沖山大晟 中2 11月3日 早大学院

15 男子 70 日大鶴ヶ丘高Ｂ 追加 ⇒ 木村碧 高2 11月3日 私学事業団

16 男子 85 私立武蔵中A 上田洸太郎 ⇒ 吉原平 11月3日 青山学院

17 男子 108 京華中高B 大岡　そら ⇒ 堀江　陵太 中2 11月3日 京華

18 男子 124 東京成徳高B 追加 ⇒ 鈴木　颯人 高3 11月3日 東京成徳

19 男子 169 渋谷教育学園渋谷Ａ 渡辺啓唱 ⇒ 小林宏輔 高2 11月3日 京華

20 男子 169 渋谷教育学園渋谷Ａ 中塚智仁 ⇒ 清野要 高2 11月3日 京華

21 男子 169 渋谷教育学園渋谷Ａ 追加 ⇒ 今野佑真 高2 11月3日 京華

22 男子 179 上野学園高Ｂ 桑田大輔 ⇒ 山岸新 高3 11月3日 私学事業団

23 男子 247 成城高A 追加 ⇒ 宮正純 高1 11月3日 日本学園

24 女子 91 京華女子中高 宇佐見　玲奈 ⇒ 西塚　琳 中2 10月14日 吉祥女子

25 女子 107 明星中高D 追加 ⇒ 篠原乃杏 高2 10月21日 中大附属

26 女子 139 玉川聖学院C 追加 ⇒ 安　優季 高3 10月21日 文京学院

27 女子 181 東京純心女子 黒米花穏 ⇒ 勝田こゆり 高2 10月21日 東京純心

28 女子 79 明大明治中高Ａ 追加 ⇒ 近藤朱莉 高1 10月28日 慶應女子

29 女子 79 明大明治中高Ａ 追加 ⇒ 辻莉里香 中3 10月28日 慶應女子

30 女子 150 多摩大目黒中高 追加 ⇒ 岸瑚乃海 高2 10月28日 聖心女子

31 女子 245 八王子学園八王子高Ｂ 原真鈴 ⇒ 神永羽音 中3 10月28日 聖心女子

32 女子 14 國學院高A 追加 ⇒ 鈴木朝貴 高2 11月3日 東洋英和

33 女子 14 國學院高A 追加 ⇒ 長野孝美 高2 11月3日 東洋英和

34 女子 146 田園調布学園中高C 大熊梨乙 ⇒ 西尾七海 中3 11月3日 女子美

35 女子 190 國學院高B 追加 ⇒ 渡邊彩乃 高1 11月3日 玉川聖学院

36 女子 190 國學院高B 追加 ⇒ 村上理紗 高1 11月3日 玉川聖学院


