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監　督30 牧　達也 マキタツヤ 足立球友会 監　督30 清田 啓裕 キヨタ ケイスケ 藤の台オリオールズ野球クラブ 監　督30 西村　貴 ニシムラタカシ 長崎聖翔

コーチ29 細田　忠宏 ホソダタダヒロ グランフレール コーチ29 岩下 主 イワシタ チカラ 立川ベースボールクラブ コーチ29 西村　喜巳彦 ニシムラキミヒコ 十八軒アトムズ

コーチ28 西村　晴樹 ニシムラハルキ 駿台学園中 コーチ28 山下 秀則 ヤマシタ ヒデノリ コーチ28 中村　忠彦 ナカムラタダヒコ 荒川レジェンンド

スタッフ 斉藤　豊二 サイトウユウジ 旧荒川ドリームパワーズ スタッフ 豊泉 健一 トヨイズミ ケンイチ クロウズ スタッフ 幅　　哲也 ハバテツヤ 二之江リバース

スタッフ 鈴木　涼太 スズキリョウタ 旧木根川クラブ スタッフ 増田 秀勝 マスダ ヒデカツ クロウズ スタッフ 池田　大介 イケダダイスケ ラビットタイガース

スタッフ スタッフ 恵口 浩至 エグチ コウジ 藤の台オリオールズ野球クラブ スタッフ 鈴木　啓之 スズキヒロユキ 旧木根川クラブ

10 山田　将義 ヤマダマサヨシ 駿台学園中 10 福與 翔吾 フクヨ ショウゴ 喜多見シニア野球クラブ 10 増井　健悟 マスイケンゴ サンジュニア

1 平田　健眞 ヒラタケンシン サンジュニア 1 田村 幸誠 タムラ コウセイ 三鷹倶楽部 1 早川　直道 ハヤカワナオミチ 足立球友会

2 鎌田　州真 カマダシュウマ グランフレール 2 辻井 勇史 ツジイ ユウシ 三鷹倶楽部 2 佐伯　隼 サエキハイト グランフレール

3 武者　倫太郎 ムシャリンタロウ 目黒ピータース 3 高橋 昂汰 タカハシ コウタ 立川ベースボールクラブ 3 川島　海翔 カワシマカイト サンジュニア

4 柳沼　勇輝 ヤギヌマユウキ 駿台学園中 4 清田 温陽 キヨタ ハルヒ 藤の台オリオールズ野球クラブ 4 前田　皓輝 マエタコウキ 六郷ペガサス

5 古谷　匠 フルヤタクミ リトルジャイアンツ 5 関口 勇気 セキグチ ユウキ 八王子WJHBC 5 高橋　諭史 タカハシサトシ 板橋ベースボール

6 安池　陸 ヤスイケリク 駿台学園中 6 小松 恒輝 コマツ コウキ 立川ベースボールクラブ 6 小槻　悠奈 コツキユウナ 目黒ピータース

7 髙野　陽太郎 タカノヨウタロウ 長崎聖翔 7 濱中 京太 ハマナカ ケイタ クロウズ 7 楊　翔維 ヨウショウイ 荒川レジェンド

8 小野寺　翔真 オノデラショウマ 駿台学園中 8 根津 匠馬 ネヅ タクマ 藤の台オリオールズ野球クラブ 8 我妻　冠太 ワガツマカンタ グランフレール

9 上村　周作 カミムラシュウサク 荒川レジェンド 9 館 慎太朗 タチ シンタロウ 三鷹倶楽部 9 五十嵐　雷稀 イガラシライキ 十八軒アトムズ

11 多々見　敢太 タタミカンタ グランフレール 11 宮地 一輝 ミヤチ カズキ 三鷹倶楽部 11 池田　力哉 イケダリキヤ ペガサスボーイズ

12 尾関　翔来 オゼキトライ 目黒ピータース 12 岩下 快生 イワシタ カイキ 立川ベースボールクラブ 12 木津　和輝 キヅカズキ オールドリームス

13 石渡　健斗 イシワタケント グランフレール 13 高吉 洸太 タカヨシ コウタ 立川ベースボールクラブ 13 遠田　圭佑 オンダケイスケ 足立球友会

14 上江洲　礼記 ウエズライキ ペガサスボーイズ 14 青木 裕大 アオキ ユウタ 藤の台オリオールズ野球クラブ 14 鹿田　泰生 シカダタイセイ 長崎聖翔

15 長柄　壮佑 ナガエソウスケ 長崎聖翔 15 荒井 優輝 アライ ユウキ 立川ベースボールクラブ 15 渡辺　大輝 ワタナベダイキ 足立球友会

16 篠原　航太 シノハラコウタ グランフレール 16 富田 紘世 トミタ コウセイ 藤の台オリオールズ野球クラブ 16 庄司　冬弥 ショウジトウヤ ラビットタイガース

17 方伊儀　直明 カタイギナオアキ 駿台学園中 17 栗原 怜磨 クリハラ レイマ 立川ベースボールクラブ 17 西原　成海 ニシハラナルミ 西大井倉田

18 越川　俊 コシカワシュン サンジュニア 18 樋口 新 ヒグチ シン 小平クラブ 18 ｼｬﾋﾟﾛﾏｼｭｰ一郎 ｼｬﾋﾟﾛﾏｼｭｰｲﾁﾛｳ オールドリームス

19 阿部　楓樹 アベフウキ 足立球友会 19 奥山 大樹 オクヤマ ダイキ 藤の台オリオールズ野球クラブ 19 稲垣　亮太 イナガキリョウタ ペガサスボーイズ

20 大橋　駿 オオハシシュン 足立球友会 20 山上 昇馬 ヤマガミ ショウマ 上馬シニア野球クラブ 20 井出　健斗 イデケント リトルジャイアンツ

ｽｺｱﾗｰ 上田　楓 ウエダ　カエデ 駿台学園中 ｽｺｱﾗｰ 馬場　望 ババ　ノゾム 中野ロイヤルズ 21 井﨑　伸幸 イザキノブユキ 荒川レジェンド

22 中村　小次郎 ナカムラコジロウ EMクラブ

23 末永　透也 スエナガトウヤ 二之江リバース

24 中村　希 ナカムラノゾム 板橋ベースボール

25 橋本　昇汰 ハシモトショウタ 板橋ベースボール

チーム名【オール東京東】 チーム名【オール東京西】 チーム名【東京選抜】


