
■　1月16日（日）　大会組合せ表 ■主催　スポーツニッポン新聞社

<OUTスタート>　男子の部 ■会場　倶楽部我山

組 時間 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年

東　路敏 依田　悠誠 西田　吏玖 冨田　真起明

ヒガシ　ロビン ヨダ　ユウセイ ニシダ　リク トミタ　マキア

池田　烈琉 山田　怜生 田中　周 植田　三千慈

イケダ　タケル ヤマダ　レオ タナカ　アマネ ウエタ　ミチナリ

稲葉　輝海 神永　直輝 鈴木　星那 頼　ケビン

イナバ　ルキア カミナガ　ナオキ スズキ　セナ ライ　ケビン

須藤　はんと 渡邊　優名利 加藤　遼 竹下　澪

スドウ　ハント ワタナベ　ユナリ カトウ　リョウ タケシタ　レイ

戸髙　隆世 矢吹　侑大 森田　大悟 高島　琉

トダカ　リュウセイ ヤブキ　ユウマ モリタ　ダイゴ タカシマ　リュウ

山崎　暖真 下﨑　蒼大 中尾　樹人 丸田　一心

ヤマザキ　ハルマ シモザキ　アオト ナカオ　ミキト マルタ　イッシン

林田　遼汰 関口　慎之助 作家　来旺 平腰　孝明

ハヤシダ　リョウタ セキグチ　シンノスケ サッカ　ライオ ヒラコシ　コウメイ

八木沢　迦音 高浦　維吹 竹中　麻紗人 髙橋　栄斗

ヤギサワ　カイオン タカウラ　イブキ タケナカ　マサト タカハシ　エイト

大久保　友貴 作家　叶真 今田　昌也 島田　笑生人

オオクボ　ユウキ サッカ　トウマ イマダ　マサヤ シマダ　エイト

島田　楽生人 小澤　優仁 春原　夕真 石塚　全一郎

シマダ　ライト オザワ　ヒロト スノハラ　ユウマ イシヅカ　ゼンイチロウ

荒川　遼 逢坂　巨希 豊山　和樹 亥飼　幸大

アラカワ　リョウ オウサカ　ナオキ トヨヤマ　カズキ イガイ　コウタ

西山　修生 峯村　怜 鈴木　優月 阿部　成一郎

ニシヤマ　シュウ ミネムラ　レイ スズキ　ユヅキ アベ　セイイチロウ

谷田　ジュリアン 綾部　成 星野　泰輝 中林　惺磨

タニタ　ジュリアン アヤベ　ナル ホシノ　タイキ ナカバヤシ　ショウマ

岡田　凛空 宮本　悠空 菊地　帝牙 石橋　将

オカダ　リク ミヤモト　ユラ キクチ　タイガ イシバシ　ショウ

星野　煌貴 岡安　悠稀 山田　空 大地　武虎

ホシノ　コウキ オカヤス　ハルキ ヤマダ　ソラ オオチ　タケトラ

沖田　雫 廣井　崚介 三浦　秀晴 柴田　恒之介

オキタ　シズク ヒロイ　リョウスケ ミウラ　ヒデハル シバタ　コウノスケ

10 9:21

5 8:36

6 8:45

7 8:54

8 9:03

9 9:12 群馬 豊受 ②

群馬 豊受 ⑥ 東京 府中二 ④ 長野 三輪 ⑤ 神奈川 大磯 ③

千葉 千葉日大一 ⑥ 東京 本宿 ⑥ 東京 北山 ⑥

東京 弥生 ④

茨城 笠原 ⑥ 千葉 昭和 ⑤ 東京 住吉 ⑤ 千葉 千草台東 ③

埼玉 妻沼南 ⑥ 埼玉 常盤 ⑥ 東京 本宿 ④

蒲 ⑤

栃木 宇都宮大付 ⑥ 埼玉 さとえ学園 ⑥

東京 富士見台 ⑥ 千葉 浦安南 ④ 栃木 国分寺 ⑥ 東京 明正 ⑥

光明 ⑥ 東京

東京
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1 8:00 埼玉 大幡 ⑥ 長野 軽井沢中部 ⑥ 群馬 宝泉 ⑥ 埼玉 白岡西 ⑤

立教 ⑥ 千葉 鶴沢2 8:09 千葉

3 8:18 東京 青梅三 ③ 東京 北糀谷 ⑥ 静岡

中根 ④ ⑤ 静岡

江戸川学園取手 ⑤

アメリカンスクールインジャパン ⑥

4 8:27 千葉 酒井根 ④ 栃木 瑞穂野南 ⑥ 千葉 新宿 ③ 東京 ホライズンIS ⑥

東京 石神井 ④ 千葉 白井三 ④

⑥ 茨城 滑川 ②

12 9:39 山梨 山梨大付 ⑥ 長野 豊科東 ⑤ 千葉 市原 ⑤ 東京

千葉 みそら ⑤ 千葉 屋敷11

④

小山田 ④

15 10:06

9:30 千葉

小日向台町 ③

13 9:48 千葉 嶺南学園 ④ 東京 千代田 ⑤ 群馬 榛東北 ⑤ 静岡 大平台 ⑥

※組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。

若葉 ⑥東京

東京 南つくし野 ⑤ 栃木 宝木

東京 南平 ②

⑤ 東京 久米川 ④14 9:57 東京

群馬 榛東北 ⑥ 栃木 戸祭

牟礼 ⑤ 東京 白金 ②16 10:15 千葉 井野 ⑥ 千葉 白井三 ⑤ 長野



■　1月16日（日）　大会組合せ表 ■主催　スポーツニッポン新聞社

<INスタート>　女子の部 ■会場　倶楽部我山

組 時間 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年

重原　純奈 鈴木　花風 高木　杏衣 小野澤　マリア

シゲハラ　ジュンナ スズキ　カフウ タカギ　アイ オノザワ　マリア

横田　ここる 安西　美空 箕田　吏那 中村　友里愛

ヨコタ　ココル アンザイ　ミソラ ミタ　リナ ナカムラ　ユリア

飯田　柚月 鈴木　めい 山口　璃乃 長谷川　千遥

イイダ　ユヅキ スズキ　メイ ヤマグチ　リノ ハセガワ　チハル

加藤　舞桜 宇津木　さやか 近重　怜奈 ゴヒーン　ソフィア

カトウ　マオ ウツギ　サヤカ チカシゲ　レナ ゴヒーン　ソフィア

三神　凛果 小口　満里奈 堀川　杏 崔　新佳

ミカミ　リンカ オグチ　マリナ ホリカワ　アン サイ　ニイカ

長峰 美桜 境　美玲 戸塚　あい 下村　あさみ

ナガミネ ミオ サカイ　ミレイ トツカ　アイ シモムラ　アサミ

村田　芽依 佐野　心春 海老澤　愛泉 岩佐　莉々子

ムラタ　メイ サノ　コハル エビサワ　アズミ イワサ　リリコ

佐野　心咲 岡田　麻愛 西澤　美杏 神津　葵

サノ　ミサキ オカダ　マオ ニシザワ　ミアン コウヅ　アオイ

長峰 真央 端無　くるみ 大栗　愛珠 竹丸　理世

ナガミネ マオ ハナシ　クルミ オオクリ　アリス タケマル　リヨ

仁科　優花 中野　彩葉 山下　蒼生 豊嶋　莞奈

ニシナ　ユウカ ナカノ　イロハ ヤマシタ　アオイ トヨシマ　カンナ

稲村　かぐや *入倉　愛莉 稲葉　晴 森川　十季

イナムラ　カグヤ イリクラ　メグリ イナバ　ハル モリカワ　トキ

荻原　すいみ 大久保　花 黒須　愛生 斎藤　美雅

オギワラ　スイミ オオクボ　ハナ クロス　メイ サイトウ　ミカ

永井　夢亜 佐藤　陽花 渡邉　海向 那須野　瑠音

ナガイ　ユメア サトウ　ハルカ ワタナベ　カナタ ナスノ　ルネ

土屋　オードリー 衣川　真唯 小関　萌衣 根本　望咲

ツチヤ　オードリー キヌカワ　マイ オゼキ　メイ ネモト　ノワ

眞木　渚 髙橋　彩夢 西本　真優 東海林　千春

マキ　ナギサ タカハシ　アヤミ ニシモト　マユ ショウジ　チハル

衣川　真夢 染宮　凛々子 磯崎　玲杏 今枝　綾音

キヌカワ　マユ ソメミヤ　リリコ イソザキ　レア イマエダ　アヤネ

※組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。＊は特別承認出場者

羽鳥

緑岡 ⑤ 神奈川 茅ヶ崎東 ⑤32 10:15 埼玉 開智 ④ 東京 西武学園文理 ⑥ 茨城

⑥

⑤ 埼玉 野火止 ⑤茨城 つくば東 ⑤ 茨城
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17 8:00 千葉 幸 ⑤ 千葉 清水口 ⑥ 茨城 中村 ⑤ 東京 宮前 ⑤

8:18

18 8:09 群馬

千葉 金杉台 ⑤ 千葉 松尾

東京

神奈川 平沼

吉田 ⑥

桜町 ⑤

20 8:27 東京 鹿浜五色桜 ⑥ 埼玉 開智望 ④ 埼玉 美女木 ⑤ 東京 目黒星美学園 ⑤

東京⑥19

⑤

21 8:36 千葉

22 8:45 千葉 北貝塚 ⑤ 東京

松飛台二 ⑥

古市場 ⑥ 東京

長野 岡谷田中 ⑥ 千葉 海神

有明西学園 ⑤ 神奈川

⑥ 横浜IS ⑥

四谷 ④

桜 ⑤

24 9:03 東京 昭和女子大付昭和 ④

23 8:54 長野 通明 ⑤ ⑥

神奈川 大道 ⑥ 神奈川 みなとみらい本町

東京 昭和女子大付昭和

9:12 千葉 北貝塚 ⑥ 埼玉 柳瀬 ⑥ 東京

山中山梨⑥ 埼玉

⑤ 東京 日女大付豊明

南吉成 ⑥ 千葉

谷津南 ⑥

26 9:21 千葉 美浜打瀬 ⑥ 埼玉 大谷場東 ⑥ 東京 谷端 ⑥ 東京 東山 ④

品川IS ③ 千葉

富勢

25

④ 神奈川 綱島東 ⑤

28 9:39 埼玉 明戸 ⑥ 新潟 吉田南 ⑥ 栃木 富士見 ⑥ 埼玉 朝霞七 ③

27 9:30 埼玉 安行東 ⑤ 宮城

⑥

30 9:57 栃木 三島 ⑥ 埼玉 開智 ⑥ 埼玉 新倉 ⑤ 神奈川 宮上 ②

29 9:48 千葉 御宿 ⑥ 東京 栄 ⑥ 栃木

31 千葉 江見 千葉 日の出南

清原東 ④ 長野 東部

④東京 二子玉川 東京 目黒星美学園10:06 ⑥ ⑥ ⑥


