
優勝 東西シニア　（東西）

準優勝 桜田チェリーズ　　（久喜）

第３位 足立トレイン　　（足立区）

10 山田　一太 5 小林　弘夢 11 吉川　優太 16 篠宮　史琉

1 佐藤　塁大 6 飯島　渉太 12 鈴木　裕人 17 冨田　永

2 宮下　淳輝 7 土屋　凛太郎 13 柴原　勇太朗 18 藤木　海斗

3 阿部　純平 8 松尾　怜武 14 針尾　俊佑 19

4 藤岡　伯 9 松田　陽太郎 15 山田　蒼一郎 20

10 石関　駿 5 岡本　遼 11 小森谷　眞聖 16 長谷川　聖斗

1 服部　新 6 藤原　悠大 12 設永　雫 17 染谷　駿仁

2 後藤　貴希 7 石川　陽大 13 松崎　流也 18 木幡　和真

3 阿部　龍馬 8 関場　夏樹 14 藤木　雄也 19 木戸　楓太

4 新井　陸斗 9 阿部　凌大 15 藤　陽希 20

最優秀選手賞 東西シニア　 針尾　俊佑

ホームラン賞 東西シニア 篠宮　史琉

熊谷グリーンタウン　 飯島周良

足立トレイン　 尾池　仁

南　　 浅野　蓮人　　吉永悠斗

戸ヶ崎ジャイアンツ 秋本　璃空

桜田チェリーズ　 服部　新

平成２７年５月３日・４日・５日

IBA-boys第３３回春季東日本大会　　結果

優勝　　東西シニア (全員優秀選手賞）

準優勝　桜田チェリーズ（全員優秀選手賞）



1 小松川選抜 景山　拓真 安川　幹太 市川　魁斗
2 流山南部クラブ 木山　大路 伊藤　諒弥 吉野　大池
3 東西シニア
4 葛飾アニマルズ 安達　大和 吉田　和弘 須田　輝良士
5 Ｍ・Ｋドリームズ 飯塚　大斗 柳澤　龍 亀山　慎
6 北谷スパークス 明戸　遼馬 松木　元太 加藤　大河
7 熊谷グリーンタウン 丸山　幸輝 松村　侑凛 三枝　俊介
8 臨空ルーキーズ 沼田　大輔 小野　俊 上部　祐斗
9 ＩＳﾔﾝｷｰｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 大本　航生 矢島　規樹 荒川　大輝
10 ｷﾝｸﾞﾗｲｵﾝｽﾞ 秋本　龍舞 新林　渉 篠田　俊樹
11 ライオンズ 川上　竜輝 横田　一真 八木　大輝
12 鷲宮タイガース 染谷　嶺乙 糸川　航己 成田　心都
13 中央エンゼルス 小宮山　裕士 杉田　修太郎 本田　聖空
14 小針ヤンキーズ 鈴木　慎之介 松嶋　泰佑 熊澤　泰一
15 清水タイガース 澤口　滉 樫村　太稀 石原　慎之介
16 館山リトルエンジェルス 宗像　大樹 鈴木　汰都 庄司　陸
17 東村山少年ジャイアンツ 岩佐　主大 志田　一真 田屋　将
18 伊勢野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 萩原　悠生 井上　優理 長田　蒔人
19 南町サザンクロス 長井　悠人 畠山　海音 松浦　航拓
20 小金井ビクトリー 刈谷　諒 橋本　貫汰 大澤　英和
21 戸ヶ崎ﾍﾞｰバーズ 砂川　海翔 戸田　和人 五味田　諒司
22 薬円台リトルスター 手塚　晴紀 福原　佑規 海老原　大亮
23 町田レッドファイヤーズ 佐藤　亮太 田口　碧都 布施　大地
24 南越レッズ 海保　幸煕 高橋　龍太郎 本田　幸村
25 鷲宮クラブ 清川　大樹 諸橋　里空 志間　悠文
26 三郷ブルーエンジェルス 竹森　大翔 渡部　隼大 野澤　将吾
27 東山の下ドラゴンキッズ 松井　壮 中澤　大輝 富樫　真優
28 足立トレイン 小川　直輝 尾池　仁 渡辺　大洋
29 鳥屋野ペガサス 石田　凛 吉川　朝陽 田中　琉久
30 伊奈レッズファイターズ 跡部　光騎 佐藤　陽 小久保　拓心
31 クラウン 垂水　宥人 青村　尚弥 東山　陽紀
32 蕨ツインズ 笠原　丈生 江口　輝 渡辺　悠
33 南 浅野　蓮人 日髙　樹 戎　大智
34 文京パワーズ 大塚　椋真 熊谷　はるき 木下　龍夏
35 田喜野井ファイターズ 古谷　祥汰 畠中　翔吾 池口　陽
36 新曽北ドルフィンズ 高山　竜 前原　大成 江添　大晟
37 黒澤北野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 奥玉　雄大 橋本　沙貴翔 板倉　白真
38 南勝ﾎｰｸｽ少年野球部 加藤　慎一 加藤　太陽 野村　亮輔
39 若草ｴｺｰｽﾞ 戸田　一那 畠山　大河 岩波　秀
40 若草 佐藤　航介 中島　大夢 金武　遼真
41 戸ヶ崎ジャイアンツ 高城　晏司 森井　蓮 武藤　遥馬
42 間久里スネークス 高原　優斗 岸　望樹 藤本　匠
43 曽谷ファイターズ 松丸　凌志 山口　悠宇 清水　優作
44 新潟ＩＢＣ 横山　景一 笹川　遥斗 横山　航大
45 豊葉 大山　彰竜 米本　竜輝 松井　孝樹
46 回田フェニックス 園　陽一郞 川端　大義 内山　幹太
47 桜田チェリーズ
48 青柳ドラゴンズ 石橋　大地 冨所　倫 鈴木　陽斗
49 新和ヴィクトリー 西山　和真 萩島　鈴 大森　公太
50 竹仲 高橋　隆成 福田　千空 浅香　輝希
51 浦和エンゼルス 松岡　拓道 鳥塚　裕貴 坂本　亮介
52 小川パワーズ 阿部　幹士 星　颯大 小西　央祥
53 原ベイスターズ 吉田　啓信 野田　佳弥翔 高橋　諒
54 山城クラブ 矢ヶ崎　太河 石上　元気 堀内　優杏
55 葛西北 石見　陸 山下　大輝 友清　健太
56 武蔵野選抜 野澤　悠翔 藤　希 片峯　至

優勝　（全員）

準優勝　（全員）

第３３回春季東日本大会　　優秀選手賞


