
１位 ２位 ３位 ４位

1 (男) 東京高等学校 八王子学園八王子高等学校 國學院久我山高等学校 東京実業高等学校

2 (女) 東京高等学校 白梅学園高等学校 八王子学園八王子高等学校 東京都立つばさ総合高等学校

3 (男) 松蔭高等学校 東京都立駒場高等学校 駒澤大学高等学校 桐朋高等学校

(女) 明星高等学校 藤村女子高等学校 品川女子学院高等部 東京都立駒場高等学校

(女) 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 藤村女子高等学校 駒場学園高等学校 戸板女子高等学校

5 (男) 八王子学園八王子高等学校 京北高等学校 國學院大學久我山高等学校 実践学園高等学校

6 (女) 東京成徳大学高等学校 八雲学園高等学校 明星学園高等学校 文化学園大学杉並高等学校

7 (男) 駿台学園高等学校 東洋高等学校 東亜学園高等学校 早稲田実業学校高等部

8 (女) 文京学院大学女子高等学校 下北沢成徳高等学校 共栄学園高等学校 淑徳SC高等学校

9 (男) 早稲田実業学校高等部 豊南高等学校 東京都立清瀬高等学校 佼成学園高等学校（第３位）

10 (女) 文化学園大学杉並高等学校 国本学園高等学校 千代田女学園高等学校 東京都立昭和高等学校

(男) 大東文化大学第一高等学校 東京都立若葉総合高等学校 足立学園高等学校 早稲田実業学校高等部

(女) 日出高等学校 神田女学園高等学校 淑徳高等学校 東京立正高等学校

(男) 早稲田実業学校高等部 獨協高等学校 成蹊高等学校 京華高等学校

(女) 日体荏原高等学校 日本大学第二高等学校 明星学園高等学校 明星高等学校

13 (男) 早稲田実業学校高等部 東京都市大学付属高等学校 明治大学付属中野高等学校 法政大学高等学校

14 (男) 安田学園高等学校 明治大学付属中野八王子高等学校 日本大学豊山高等学校 実践学園高等学校

15 (女) 武蔵野高等学校 淑徳ＳＣ高等部 早稲田実業学校高等部 東海大菅生高等学校

16 (男) 早稲田大学高等学院 東京都立竹早高校 日体荏原高等学校(3位） 芝高等学校(3位）

17 (男) 目黒学院高等学校 東京高等学校 國學院大學久我山高等学校 明治大学付属中野高等学校

(男) 成立学園高等学校 國學院大學久我山高等学校 帝京高等学校 修徳高等学校

(女) 村田女子高等学校 修徳高等学校 東京都立飛鳥高等学校 東京都立晴海総合高等学校

(男) 東京都立東大和高等学校 明星高等学校 昭和第一学園高等学校 城北高等学校

(女) 佼成学園女子高等学校 文化学園大学杉並高等学校 明星高等学校 白梅学園高等学校

20 (男) 東京都立戸山高等学校 早稲田大学高等学院 駒場学園高等学校 日本大学第三高等学校

(男) 淑徳巣鴨高等学校 関東第一高等学校 実践学園高等学校 東京都立東村山高等学校

(女) 日本橋女学館高等学校 関東第一高等学校 淑徳巣鴨高等学校 蒲田女子高等学校

(男) 国士舘高等学校 修徳高等学校 足立学園高等学校 日本学園高等学校

(女) 淑徳高等学校 帝京高等学校 渋谷教育学園渋谷高等学校 藤村女子高等学校

(男) 高輪高等学校 國學院大學久我山高等学校 国士舘高等学校 京北高等学校

(女) 東海大学菅生高等学校 淑徳巣鴨高等学校 国士舘高等学校 八王子実践高等学校

(男) 日本大学豊山高等学校 八王子学園八王子高等学校 淑徳巣鴨高等学校 東京都立駒場高等学校

(女) 八王子学園八王子高等学校 武蔵野高等学校 早稲田実業学校高等部 淑徳巣鴨高等学校

(男) 明治大学付属中野高等学校 城北高等学校 早稲田大学高等学院 成蹊高等学校

(女) 藤村女子高等学校 中央大学附属高等学校 吉祥女子高等学校 成城学園高等学校

25 東京都立足立新田高等学校 東京学園高等学校 成城高等学校

(男) 城北高等学校 東京都立美原高等学校 芝浦工業大学高等学校

(女) 東京都立芦花高等学校 東京都立東高等学校 明星学園高等学校

27 自由ヶ丘学園高等学校 大森学園高等学校 日本工業大学駒場高等学校

(男) 早稲田大学高等学院 成城学園高等学校

(女) 東京学芸大学附属高等学校 成城学園高等学校

(男) 東海大菅生高等学校 大成高等学校 堀越高等学校 早稲田実業学校高等部

(女) 富士見丘高等学校 早稲田実業学校高等部 大成高等学校 東京高等学校

30 (男) 東亜学園高等学校 東京学園高等学校 東京都立五日市高等学校

(男) 明治大学付属中野高等学校A 東亜学園高等学校 東京都立昭和高等学校 八王子学園八王子高等学校A

(女) 東京都立工芸高等学校A 東京都立工芸高等学校B

32 駿台学園高等学校 駿台学園高等学校定時制 東京都立竹台高等学校 東京朝鮮中高級学校

 舵付クオドルプル (男) 早稲田大学高等学院 中央大学杉並高等学校 学習院高等科 筑波大学附属高等学校

 ダブルスカル (男) 早稲田大学高等学院 東京都立本所高等学校 中央大学杉並高等学校 東京都立小松川高等学校

 シングルスカル (男) 東京都立本所高等学校 東京都立保谷高等学校 中央大学杉並高等学校 早稲田大学高等学院

 舵付クオドルプル (女) 東京都立墨田川高等学校 中央大学杉並高等学校 東京都立小松川高等学校

 ダブルスカル (女) 東京都立本所高等学校 東京都立日本橋高等学校 筑波大学附属高等学校

 シングルスカル (女) 東京都立本所高等学校 東京都立立川国際中等教育学校 東京都立日本橋高等学校 共立女子高等学校

34 (男) 昭和第一学園高等学校 日本大学豊山高等学校(2位） 東京都立八王子桑志高等学校(2位) 東京都立小平西高等学校

(男) 明治大学付属中野高等学校 日本大学櫻丘高等学校 中央大学附属高等学校

(女) 日本大学櫻丘高等学校 中央大学附属高等学校

(男) 東亜学園高等学校 早稲田高等学校 本郷高等学校（3位） 青山学院高等部（3位）

(女) 東亜学園高等学校 大東文化大学第一高等学校 青山学院高等部（3位） 共立女子第二高等学校（3位）

(団体男組手) 世田谷学園高等学校 保善高等学校 帝京高等学校（３位） 錦城高等学校（３位）

(団体女組手) 帝京高等学校 日本大学鶴ケ丘高等学校 錦城高等学校（３位） 成立学園高等学校（３位）

(男) 日本工業大学駒場高等学校 学習院高等科 国士舘高等学校 駒場東邦高等学校

(女) 慶應義塾女子高等学校 日本工業大学駒場高等学校 東京都立第四商業高等学校 文京学院大学女子高等学校

39 (女) 東京都立城東高等学校 東京都立富士高等学校 文化学園大学杉並高等学校 東京都立調布北高等学校

(男) 城北高等学校 早稲田実業学校高等部 共栄学園高等学校 順天高等学校

(女) 富士見丘高等学校 早稲田実業学校高等部 順天高等学校 東京都立国立高等学校
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