
グループA
1 八王子学園八王子高校 八王子学園八王子高校 サンロッカーズ渋谷U18 Tokyo Samurai 國學院大學久我山高校 専修大学附属高校A 実践学園高等学校Ａ 勝 負 順位

2 サンロッカーズ渋谷U18 八王子学園八王子高校

3 Tokyo Samurai サンロッカーズ渋谷U18

4 國學院大學久我山高校 Tokyo Samurai

5 専修大学附属高校A 國學院大學久我山高校

6 実践学園高等学校Ａ 専修大学附属高校A

実践学園高等学校Ａ

GAME ー

MA-1 延期 延期 ー

GAME ー

MA-２ 7月26日 14:00 ー

会場

延期第１節
チームA チームB

第２節 7/26

会場

八王子学園八王子高校

試合日時

八王子学園八王子高校 実践学園高等学校Ａ

試合日時 チームA チームB

専修大学附属高校A 國學院大學久我山高校 専修大学附属高校



GAME ー

MA-３ 8月21日 9:00 ー

MA-４ 8月21日 10:30 ー

MA-５ 8月21日 12:00 ー

GAME ー

MA-６ 8月31日 9:30 ー

GAME ー

MA-７ 9月4日 13:30 ー

MA-８ 9月4日 15:30 ー

第４節 8/31
試合日時

第５節 9/4
試合日時 チームA

第３節
試合日時

専修大学附属高校

専修大学附属高校実践学園高等学校Ａ Tokyo Samurai

専修大学附属高校A Tokyo Samurai

チームA チームB 会場

8/21

専修大学附属高校

チームA チームB 会場

國學院大學久我山高校 サンロッカーズ渋谷U18 國學院大學久我山高校

実践学園高等学校Ａ 専修大学附属高校A

会場

サンロッカーズ渋谷U18 Tokyo Samurai 國學院大學久我山高校

國學院大學久我山高校 Tokyo Samurai 國學院大學久我山高校

チームB



GAME ー

MA-9 9月11日 13:45 ー

MA-10 9月11日 15:15 ー

MA-11 9月11日 16:45 ー

GAME ー

MA-12 9月17日 16:00 ー

GAME ー

MA-13 11月27日 9:00 ー

MA-14 11月27日 10:30 ー

MA-15 11月27日 12:00 ー

國學院大學久我山高校 八王子学園八王子高校 國學院大學久我山高校

実践学園高等学校Ａ サンロッカーズ渋谷U18 國學院大學久我山高校

会場

國學院大學久我山高校 実践学園高等学校Ａ 國學院大學久我山高校

第７節 11/27
試合日時 チームA チームB

会場

TOKYO SAMURAI 八王子学園八王子高校 八王子学園八王子高校

第６節 9/17
試合日時 チームA チームB

第５節 9/11
試合日時 チームA チームB

サンロッカーズ渋谷U18 八王子学園八王子高校

サンロッカーズ渋谷U18 専修大学附属高校A 専修大学附属高校

専修大学附属高校

会場

専修大学附属高校A 八王子学園八王子高校 専修大学附属高校



グループB
1 日本学園高校 日本学園高校 都立東大和南高校 帝京高校A アルバルク東京U18 都立城東高校 成立学園高校Ａ 勝 負 順位

2 都立東大和南高校 日本学園高校 × × 2

3 帝京高校A 都立東大和南高校 〇 1

4 アルバルク東京U18 帝京高校A × 1

5 都立城東高校 アルバルク東京U18 〇 × 1 1

6 成立学園高校Ａ 都立城東高校 〇 1

成立学園高校Ａ 〇 1

GAME ー

MB-1 13:00 54ー72

MB-2 14:30 103ー56

MB-3 16:00 61ー62

第１節 7/17
試合日時 チームA チームB

都立城東高校

会場

日本学園高校 都立東大和南高校

成立学園高校A 帝京高校A7月17日 府中SC

アルバルク



GAME ー

MB-4 7月24日 16:00 61ー66

GAME ー

MB-5 8月19日 13:30 ー

GAME ー

MB-6 8月21日 9:00 ー

MB-7 延期 延期 ー

MB-8 延期 延期 ー

第2節 7/24

帝京高校A 都立城東高校 帝京

第4節 8/21

成立学園高校A 都立東大和南高校

チームA チームB試合日時

会場

試合日時 チームA チームB 会場

日本学園高校 アルバルク東京U18 府中SC

第3節 8/19
試合日時 チームA チームB

会場

成立学園高校A帝京高校A アルバルク東京U18

都立東大和南高校 アルバルク東京U18



GAME ー

MB-9 8月22日 9:30 ー

GAME ー

MB-10 13:30 ー

MB-11 15:00 ー

GAME ー

MB-12 13:30 ー

MB-13 15:00 ー

チームB 会場

帝京高校A 都立東大和南高校 日本学園高校

チームA

第5節 8/22

試合日時

9月4日 都立東大和南高校

第7節 9/17

会場

都立東大和南高校 都立城東高校

成立学園高校A アルバルク東京U18

第6節 9/4
試合日時 チームA チームB

※　グループHの残り試合（2試合分）については、日程・場所ともに未定

試合日時 チームA チームB 会場

9月17日

帝京高校A 日本学園高校

帝京高校

成立学園高校A 都立城東高校



グループC
1 都立大崎高校 都立大崎高校 都立東大和高校 豊島学院高校 都立小平西高校 都立石神井高校 Boogie’s Basketball 勝 負 順位

2 都立東大和高校 都立大崎高校 × 1

3 豊島学院高校 都立東大和高校 〇 1

4 都立小平西高校 豊島学院高校

5 都立石神井高校 都立小平西高校 × 1

6 Boogie’s Basketball 都立石神井高校 〇 1

Boogie’s Basketball

GAME ー

MC-1 9月25日 14:00 ー

MC-2 9月25日 13:30 ー

MC-3 9月25日 15:30 ー

第１節 9/25
試合日時 チームA チームB 会場

豊島学院高校 都立小平西高校 豊島学院

都立東大和高校 都立石神井高校 大崎

都立大崎高校 Boogie’s Basketball 大崎



GAME ー

MC-4 8月26日 14:00 ー

MC-5 8月1日 13:30 68ー63

MC-6 8月1日 15:30 60ー61

GAME ー

MC-7 8月20日 18:00 ー

MC-8 8月21日 13:00 ー

MC-9 8月21日 15:00 ー

第２節 8/1,8/26
試合日時 チームA チームB 会場

豊島学院高校 Boogie’s Basketball 豊島学院

都立東大和高校 都立小平西高校 大崎

都立大崎高校 都立石神井高校 大崎

第３節 8/20,8/21
試合日時 チームA チームB 会場

都立石神井高校 Boogie’s Basketball 石神井

都立東大和高校 豊島学院高校 小平西

都立大崎高校 都立小平西高校 小平西



GAME ー

MC-10 9月4日 13:30 ー

MC-11 9月4日 15:30 ー

MC-12 10月1日 13:30 ー

GAME ー

MC-13 12月18日 13:30 ー

MC-14 12月18日 15:00 ー

MC-15 12月18日 16:30 ー

第４節 9/4,10/1
試合日時 チームA チームB 会場

都立小平西高校 都立石神井高校 東大和

都立東大和高校 Boogie’s Basketball 東大和

都立大崎高校 豊島学院高校 大崎

第５節 12/18

豊島学院高校 都立石神井高校 石神井

都立大崎高校 都立東大和高校 石神井

試合日時 チームA チームB 会場

都立小平西高校 Boogie’s Basketball 石神井



グループD
1 東海大学付属高輪台高校 東海大学付属高輪台高校 都立日野高校 アースフレンズ東京ZU18 都立高島高校 都立文京高校 成立学園高校Ｂ 勝 負 順位

2 都立日野高校 東海大学付属高輪台高校

3 アースフレンズ東京ZU18 都立日野高校 〇 1

4 都立高島高校 アースフレンズ東京ZU18 × 1

5 都立文京高校 都立高島高校 × 〇 1 1

6 成立学園高校Ｂ 都立文京高校 × 1

成立学園高校Ｂ 〇 1

GAME ー

MD-1 7/28 13:45 71ー102

MD-2 延期 延期 ー

MD-3 9/19 15:30 ー

第１節 7/28, 8/6, 9/19
試合日時 チームA チームB 会場

アースフレンズ東京ZU18 都立高島高校 都立文京高校

都立日野高校 都立文京高校 都立文京高校

東海大学付属高輪台高校 成立学園高校Ｂ 東海大学付属高輪台高校Aコート



GAME ー

MD-4 7/23 15:30 ー

MD-5 7/23 14:00 89ー50

MD-6 8/22 15:30 ー

GAME ー

MD-7 7/28 15:15 38ー99

MD-8 8/22 15:30 ー

MD-9 9/25 15:30 ー

第２節 7/23, 8,22
試合日時 チームA チームB 会場

アースフレンズ東京ZU18 成立学園高校Ｂ 都立日野高校

都立日野高校 都立高島高校 都立日野高校

東海大学付属高輪台高校 都立文京高校 東海大学付属高輪台高校Aコート

第３節 7/28, 8/22, 9/25
試合日時 チームA チームB 会場

都立文京高校 成立学園高校Ｂ 都立文京高校

都立日野高校 アースフレンズ東京ZU18 東海大学付属高輪台高校Bコート

東海大学付属高輪台高校 都立高島高校 東海大学付属高輪台高校Aコート



GAME ー

MD-10 延期 延期 ー

MD-11 9/25 15:30 ー

MD-12 8/19 15:30 ー

GAME ー

MD-13 8/19 15:30 ー

MD-14 9/19 15:30 ー

MD-15 8/28 10:00 ー

第４節 8/9, 8/19, 9/25
試合日時 チームA チームB 会場

都立高島高校 都立文京高校 都立高島高校

都立日野高校 成立学園高校Ｂ 東海大学付属高輪台高校Bコート

東海大学付属高輪台高校 アースフレンズ東京ZU18 東海大学付属高輪台高校Aコート

第５節 8/19, 8/28, 9/19
試合日時 チームA チームB

東海大学付属高輪台高校 都立日野高校 都立日野高校

会場

都立高島高校 成立学園高校Ｂ 東海大学付属高輪台高校Bコート

アースフレンズ東京ZU18 都立文京高校 東海大学付属高輪台高校Bコート



グループE
1 区立九段中等教育学校 区立九段中等教育学校 青稜高等学校 八王子実践高校 都立小金井北高校 東京成徳大学高校A 保善高校 勝 負 順位

2 青稜高等学校 区立九段中等教育学校 〇 1

3 八王子実践高校 青稜高等学校

4 都立小金井北高校 八王子実践高校 × 1

5 東京成徳大学高校A 都立小金井北高校 × 1

6 保善高校 東京成徳大学高校A 〇 1

保善高校

GAME ー

ME-1 7月24日 14:00 70ー59

ME-2 8月7日 9:00 ー

ME-3 8月7日 10:30 91ー66

第１節 7/24, 8/7
試合日時 チームA チームB 会場

区立九段中等教育学校 都立小金井北高校 区立九段中等教育学校

青稜高等学校 保善高校 保善高校

東京成徳大学高校A 八王子実践高校 保善高校



GAME ー

ME-4 8月21日 14:00 ー

ME-5 9月4日 9:00 ー

ME-6 9月4日 10:30 ー

GAME ー

ME-7 8月24日 14:00 ー

ME-8 9月19日 9:00 ー

ME-9 9月19日 10:30 ー

第２節 8/21, 9/4
試合日時 チームA チームB 会場

区立九段中等教育学校 東京成徳大学高校A 九段

保善高校 都立小金井北高校 保善

八王子実践高校 青稜高等学校 保善

第３節 8/24, 9/19
試合日時 チームA チームB 会場

東京成徳大学高校A 青稜高等学校 東京成徳

区立九段中等教育学校 保善高校 保善

八王子実践高校 都立小金井北高校 保善



GAME ー

ME-10 8月26日 14:00 ー

ME-11 10月9日 14:00 ー

ME-12 10月9日 15:30 ー

GAME ー

ME-13 延期 延期 ー

ME-14 12月18日 14:00 ー

ME-15 12月18日 15:30 ー

第４節 8/26,10/9
試合日時 チームA チームB 会場

都立小金井北高校 青稜高等学校 小金井北

東京成徳大学高校A 保善高校 九段

区立九段中等教育学校 八王子実践高校 九段

第５節 7/28, 12/18
試合日時 チームA チームB

八王子実践高校 保善高校 九段

会場

都立小金井北高校 東京成徳大学高校A 小金井北

青稜高等学校 区立九段中等教育学校 九段



グループF
1 都立狛江高校 都立狛江高校 駒場東邦高校 関東第一高校 安田学園B 佼成学園高校 日本大学豊山高校 勝 負 順位

2 駒場東邦高校 都立狛江高校 × 1

3 関東第一高校 駒場東邦高校 〇 × 1

4 安田学園B 関東第一高校

5 佼成学園高校 安田学園B ×

6 日本大学豊山高校 佼成学園高校 〇 〇 2

日本大学豊山高校

GAME ー

MF-1 延期 延期 ー

MF-2 7月31日 14:30 63ー78

MF-3 延期 延期 ー 安田学園

会場

安田学園

安田学園

第１節 7/31
試合日時 チームA チームB

関東第一高校 安田学園B

駒場東邦高校 佼成学園高校

都立狛江高校 日本大学豊山高校



GAME ー

MF-4 延期 延期 ー

MF-5 8月14日 14:00 86ー48

MF-6 8月7日 14:30 41ー97

GAME ー

MF-7 8月21日 13:00 ー

MF-8 9月25日 （午前） ー

MF-9 9月25日 （午前） ー

佼成学園

駒場東邦or安田

駒場東邦or安田

駒場東邦高校

佼成学園

会場

会場

佼成学園

第２節 8/7，8/14
試合日時 チームA チームB

関東第一高校 日本大学豊山高校

駒場東邦高校 安田学園B

都立狛江高校 佼成学園高校

第３節 8/21，9/25
試合日時 チームA チームB

佼成学園高校 日本大学豊山高校

駒場東邦高校 関東第一高校

都立狛江高校 安田学園B



GAME ー

MF-10 10月1日 13:00 ー

MF-11 10月1日 14:30 ー

MF-12 10月1日 16:00 ー

GAME ー

MF-13 12月18日 13:00 ー

MF-14 12月18日 14:30 ー

MF-15 12月18日 16:00 ー

佼成学園

会場

会場

佼成学園

佼成学園

第４節 10/1
試合日時 チームA チームB

安田学園B 佼成学園高校

駒場東邦高校 日本大学豊山高校

都立狛江高校 関東第一高校

第５節 12/18
試合日時 チームA チームB

都立狛江高校 駒場東邦高校 日大豊山

安田学園B 日本大学豊山高校 日大豊山

関東第一高校 佼成学園高校 日大豊山



グループG
1 都立武蔵野北高校 都立武蔵野北高校 聖学院高校 和光高校 安田学園高校A 都立足立高校 都立西高校 勝 負 順位

2 聖学院高校 都立武蔵野北高校 〇 〇 2

3 和光高校 聖学院高校 × 1

4 安田学園高校A 和光高校 × 1

5 都立足立高校 安田学園高校A 〇 1

6 都立西高校 都立足立高校 × 1

都立西高校

GAME ー

MG-1 11月27日 9:00 ー

MG-2 7月24日 11:00 ー

MG-3 8月28日 9:00 ー

第１節 7/24,8/28,11/27
試合日時 チームA チームB 会場

和光高校 安田学園高校A 和光高校

聖学院高校 都立足立高校 聖学院高校

都立武蔵野北高校 都立西高校 聖学院高校



GAME ー

MG-4 8月7日 9:00 ー

MG-5 7月31日 11:00 49ー74

MG-6 7月31日 9:00 59ー46

GAME ー

MG-7 8月21日 13:30 ー

MG-8 8月28日 11:00 ー

MG-9 8月21日 15:00 ー

第２節 7/31,8/7
試合日時 チームA チームB 会場

和光高校 都立西高校 聖学院高校

聖学院高校 安田学園高校A 聖学院高校

都立武蔵野北高校 都立足立高校 聖学院高校

第３節 8/21,8/28
試合日時 チームA チームB 会場

都立足立高校 都立西高校 安田学園高校

聖学院高校 和光高校 聖学院高校

都立武蔵野北高校 安田学園高校A 安田学園高校



GAME ー

MG-10 10月1日 9:00 ー

MG-11 9月11日 9:00 ー

MG-12 7月24日 9:00 59ー56

GAME ー

MG-13 9月25日 9:00 ー

MG-14 9月25日 10:30 ー

MG-15 9月25日 12:00 ー

第４節 7/24,9/11,10/1
試合日時 チームA チームB 会場

安田学園高校A 都立足立高校 都足立高校

聖学院高校 都立西高校 和光高校

都立武蔵野北高校 和光高校 聖学院高校

第５節 9/25
試合日時 チームA チームB

都立武蔵野北高校 聖学院高校 聖学院高校

会場

安田学園高校A 都立西高校 聖学院高校

和光高校 都立足立高校 聖学院高校



グループH
1 都立野津田高校 都立野津田高校 都立荒川工業高校 共栄学園高校 京華高校 都立光丘高校 帝京高校B 勝 負 順位

2 都立荒川工業高校 都立野津田高校 × × 2 6

3 共栄学園高校 都立荒川工業高校 〇 × 1 1 3

4 京華高校 共栄学園高校 〇 × 1 1 3

5 都立光丘高校 京華高校 × 1 5

6 帝京高校B 都立光丘高校 〇 〇 2 1

帝京高校B 〇 1 2

GAME ー

MH-1 7月24日 10:00 86ー44

／ ： ー

／ ： ー

第１節 7/24
試合日時 チームA チームB 会場

共栄学園高校 都立荒川工業高校 都立荒川工業高校



GAME ー

MH-2 8月7日 9:00 90ー83

MH-3 8月7日 10:30 70ー76

MH-4 8月7日 12:00 77ー70

GAME ー

MH-5 8月21日 14:00

MH-6 8月21日 15:30 ー

／ ： ー

都立光丘高校 京華高校

第３節 8/21
試合日時 チームA チームB

第２節 8/7
試合日時 チームA チームB 会場

都立荒川工業高校

共栄学園高校 帝京高校B 都立荒川工業高校

都立荒川工業高校 都立野津田高校 都立荒川工業高校

会場

都立荒川工業高校 帝京高校B 京華高校

共栄学園 京華高校 京華高校



GAME ー

MH-7 9月4日 9:00 ー

MH-8 9月4日 10:30 ー

／ ： ー

GAME ー

MH-9 ／ 14:00 ー

MH-10 ／ 15:30 89ー88

／ ： ー

※　グループHの残り試合（5試合分）については、日程・場所ともに未定

第４節 9/4
試合日時 チームA チームB 会場

都立光丘高校 都立荒川工業 都立光丘高校

都立野津田高校 共栄学園高校 都立光丘高校

第５節 11/27
試合日時 チームA チームB 会場

京華高校 帝京高校B 都立野津田高校

都立光丘高校 都立野津田高校 都立野津田高校



グループI
1 朋優学院高校 朋優学院高校 東京実業高校 都立昭和高校 都立白鴎高校 都立杉並高校 Tokyo Samurai U18 Red 勝 負 順位

2 東京実業高校 朋優学院高校 〇 1

3 都立昭和高校 東京実業高校

4 都立白鴎高校 都立昭和高校 × 1

5 都立杉並高校 都立白鴎高校 × 1

6 Tokyo Samurai U18 Red 都立杉並高校

Tokyo Samurai U18 Red 〇 1

GAME ー

MI-1 10月10日 10:30 ー

MI-2 10月10日 9:00 ー

MI-3 10月10日 12:00 ー

第１節 10/10
試合日時 チームA チームB 会場

都立昭和高校 都立白鴎高校 朋優

東京実業高校 都立杉並高校 朋優

朋優学院高校 Tokyo Samurai U18 Red 朋優



GAME ー

MI-4 9月18日 9:00 ー

MI-5 9月25日 9:00 ー

MI-6 10月9日 10:30 ー

GAME ー

MI-7 8月21日 9:00 ー

MI-8 10月9日 9:00 ー

MI-9 11月20日 9:00 ー

第２節 9/18,9/25,10/9
試合日時 チームA チームB 会場

都立昭和高校 Tokyo Samurai U18 Red 杉並

東京実業高校 都立白鴎高校 白鴎

朋優学院高校 都立杉並高校 杉並

第３節 8/21,10/9,11/20
試合日時 チームA チームB 会場

都立杉並高校 Tokyo Samurai U18 Red 実業

東京実業高校 都立昭和高校 杉並

朋優学院高校 都立白鴎高校 白鴎



GAME ー

MI-10 9月18日 10:30 ー

MI-11 8月27日 14:00 ー

MI-12 7月31日 10:30 79ー47

GAME ー

MI-13 7月31日 9:00 32ー84

MI-14 8月27日 15:30 ー

MI-15 8月21日 10:30 ー

第４節 7/31,8/27,9/18
試合日時 チームA チームB 会場

都立白鴎高校 都立杉並高校 杉並

東京実業高校 Tokyo Samurai U18 Red 実業

朋優学院高校 都立昭和高校 朋優

第５節 7/31,8/21,8/27
試合日時 チームA チームB

朋優学院高校 東京実業高校 実業

会場

都立白鴎高校 Tokyo Samurai U18 Red 朋優

都立昭和高校 都立杉並高校 実業



グループJ
1 都立大崎高校B 都立大崎高校B 東京農業大学第一高校 都立拝島高校 開成学園高校 都立井草高校 専修大学附属高校B 勝 負 順位

2 東京農業大学第一高校 都立大崎高校B

3 都立拝島高校 東京農業大学第一高校

4 開成学園高校 都立拝島高校

5 都立井草高校 開成学園高校 × １

6 専修大学附属高校B 都立井草高校 〇 1

専修大学附属高校B

GAME ー

MJ-1 9/11 13:30 ー

MJ-2 9/19 9:00 ー

MJ-3 7/24 15:00 ー

第１節 7/24,9/11
試合日時 チームA チームB 会場

都立拝島高校 開成学園高校 開成学園高校

東京農業大学第一高校 都立井草高校 東京農業大学第一高校

都立大崎高校B 専修大学附属高校B 都立大崎高校



GAME ー

MJ-4 延期 延期 ー

MJ-5 10/10 9:30 ー

MJ-6 9/19 11:00 ー

GAME ー

MJ-7 9/4 15:00 ー

MJ-8 10/2 15:00 ー

MJ-9 8/12 9:00 ー

第２節 7/24,9/19,10/10
試合日時 チームA チームB 会場

都立拝島高校 専修大学附属高校B 都立大崎高校

東京農業大学第一高校 開成学園高校 東京農業大学第一高校

都立大崎高校B 都立井草高校 東京農業大学第一高校

第３節 8/12,9/4,10/2
試合日時 チームA チームB 会場

都立井草高校 専修大学附属高校B 開成学園高校

東京農業大学第一高校 都立拝島高校 未定

都立大崎高校B 開成学園高校 開成学園高校



GAME ー

MJ-10 8/7 9:00 46ー70

MJ-11 8/17 9:30 ー

MJ-12 7/24 13:30 ー

GAME ー

MJ-13 9/4 13:30 ー

MJ-14 11/27 9:30 ー

MJ-15 11/23 9:00 ー

第４節 7/24,8/7,8/17
試合日時 チームA チームB 会場

開成学園高校 都立井草高校 開成学園高校

東京農業大学第一高校 専修大学附属高校B 東京農業大学第一高校

都立大崎高校B 都立拝島高校 都立大崎高校

第５節 9/4,11/23,11/27
試合日時 チームA チームB

都立大崎高校B 東京農業大学第一高校 東京農業大学第一高校

会場

開成学園高校 専修大学附属高校B 開成学園高校

都立拝島高校 都立井草高校 東京農業大学第一高校



グループK
1 東京都市大学付属 東京都市大学付属 東京都市大学等々力 都立つばさ総合 東洋大学京北 東京成徳大学Ｂ 自由学園 勝 負 順位

2 東京都市大学等々力 東京都市大学付属

3 都立つばさ総合 東京都市大学等々力 × 〇 1 1

4 東洋大学京北 都立つばさ総合 〇 1

5 東京成徳大学Ｂ 東洋大学京北

6 自由学園 東京成徳大学Ｂ

自由学園 × 1

GAME ー

MK-1 7/18 9:00 68ー64

GAME ー

MK-2 8/7 13:00 47ー49

東京都市大学等々力 自由学園

第１節 7/18
試合日時 チームA チームB 会場

東京都市大学付属

第２節 8/7
会場

東京都市大学等々力 都立つばさ総合 東京成徳大学Ｂ

試合日時 チームA チームB



GAME ー

MK-3 8/21 13:00 ー

MK-4 8/21 14:30 ー

GAME ー

MK-5 8/25 13:00 ー

GAME ー

MK-6 8/28 13:00 ー

MK-7 8/28 14:30 ー

GAME ー

MK-8 9/4 10:00 ー

MK-9 9/4 11:30 ー

MK-10 9/4 13:00 ー東京都市大学付属 東京都市大学等々力 都立つばさ総合

都立つばさ総合都立つばさ総合 東洋大学京北

東京都市大学付属 自由学園

東京都市大学等々力 東洋大学京北

第５節 8/28

試合日時 会場

東洋大学京北

チームA チームB

都立つばさ総合 東京成徳大学Ｂ

第３節 8/21

東洋大学京北 自由学園 東洋大学京北

第４節 8/25

会場

東京都市大学付属

東京都市大学付属

試合日時 会場

東京成徳大学Ｂ

試合日時 チームA チームB

チームA チームB

東京都市大学付属 東京成徳大学Ｂ

会場

東京成徳大学Ｂ 自由学園 都立つばさ総合

第６節 9/4
試合日時 チームA チームB



GAME ー

MK-11 9/11 10:00 ー

MK-12 9/11 11:30 ー

GAME ー

MK-13 9/19 13:00 ー

GAME ー

MK-14 12/25 13:00 ー

MK-15 12/25 14:30 ー

会場

東洋大学京北 東京成徳大学Ｂ 自由学園

第７節 9/11
試合日時 チームA チームB

都立つばさ総合 自由学園 自由学園

第８節 9/19
会場

東京都市大学付属 東洋大学京北 東京都市大学付属

試合日時 チームA チームB

第９節 12/25
試合日時 チームA チームB

東京都市大学付属 都立つばさ総合 東京都市大学付属

会場

東京都市大学等々力 東京成徳大学Ｂ 東京都市大学付属



グループL
1 広尾学園高校 広尾学園高校 国士舘高校 都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス かえつ有明高校 都立豊島高校 実践学園高校Ｂ 勝 負 順位

2 国士舘高校 広尾学園高校 × 1

3 都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス 国士舘高校 〇 1

4 かえつ有明高校 都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス

5 都立豊島高校 かえつ有明高校

6 実践学園高校Ｂ 都立豊島高校

実践学園高校Ｂ

GAME ー

ML-1 7月31日 10:00 90ー60

ML-2 延期 延期 ー

ML-3 8月6日 10:00 ー

第１節 7/31 , 8/6
試合日時 チームA チームB 会場

国士舘高校 広尾学園高校 国士舘高校

都立豊島高校 かえつ有明高校 都立豊島高校

都立産業技術

高等専門学校
実践学園高校B

都立産業技術

高等専門学校



GAME ー

ML-4 8月7日 9:00 ー

ML-5 8月28日 10:00 ー

ML-6 8月28日 14:00 ー

ML-7 8月28日 15:30 ー

GAME ー

ML-8 9月4日 9:00 ー

ML-9 9月4日 10:30 ー

ML-10 9月4日 12:00 ー

ML-11 9月11日 10:00 ー

試合日時

かえつ有明高校 実践学園高校B

チームA チームB

都立産業技術

高等専門学校
広尾学園高校

都立豊島高校 国士舘高校 都立豊島高校

第３節,第４節 9/4 , 9/11

第２節,第３節 8/7 , 8/28
試合日時 チームA チームB 会場

広尾学園高校 かえつ有明高校 かえつ有明高校

実践学園高校B 広尾学園高校 広尾学園高校

かえつ有明高校
都立産業技術

高等専門学校
都立豊島高校

会場

実践学園高校B 国士舘高校
都立産業技術

高等専門学校

都立産業技術

高等専門学校

都立産業技術

高等専門学校

都立豊島高校
都立産業技術

高等専門学校

都立産業技術

高等専門学校



GAME ー

ML-12 10月2日 9:00 ー

ML-13 10月2日 10:30 ー

ML-14 10月2日 12:00 ー

ML-15 10月9日 10:00 ー

第４節,第５節 10/2 , 10/9
試合日時

実践学園高校B 都立豊島高校

国士舘高校 かえつ有明高校

チームA チームB 会場

都立産業技術

高等専門学校

広尾学園高校 都立豊島高校 広尾学園高校

都立産業技術

高等専門学校

都立産業技術

高等専門学校
国士舘高校

都立産業技術

高等専門学校


