
★　個人戦
順位 都道府県 フリガナ 得点 備考

1 岐阜県 アサト　シュウサク 2,223

2 沖縄県 ムラハマ　ユウキ 2,144

3 大分県 オオアキ　リョウ 2,083

4 長崎県 テシマ　ダイチ 2,041

5 福島県 イトウ　マサル 1,996

6 北海道 タチキ　ヨシクニ 1,947

7 福島県 ハヤシ　ユウスケ 1,897

8 埼玉県 ヤマナカ　マサヨシ 1,860

★　団体戦（２人チーム）
順位 チーム名 フリガナ 得点 備考

監督 三嶋　　正志 ミシマ　マサシ

選手 佐々木　智之 ササキ　トモユキ

選手 村上　　武男 ムラカミ　タケオ

監督 川上　　秀樹 カワカミ　ヒデキ

選手 竹下　　将弘 タケシタ　マサヒロ

選手 中島　　紀彦 ナカジマ　ノリヒコ

監督 森田　　美之 モリタ　ヨシユキ

選手 大秋　　　稜 オオアキ　リョウ

選手 緒方　　　正 オガタ　タダシ

監督 野崎　　俊哉 ノザキ　トシヤ

選手 大山　　武博 オオヤマ　タケヒロ

選手 加治佐　　崇 カジサ　タカシ

監督 荻野　　和男 オギノ　カズオ

選手 竹本　　圭実 タケモト　ヨシミ

選手 森本　　海成 モリモト　カイセイ

監督 下地　　良信 シモジ　ヨシノブ

選手 比嘉　　有史 ヒガ　アリフミ

選手 下地　　健太 シモジ　ケンタ

監督 渡邉　　雅司 ワタナベ　マサシ

選手 千葉　　達也 チバ　タツヤ

選手 早坂　　友伸 ハヤサカ　トモノブ

監督 立花　　敏春 タチバナ　トシハル

選手 牧　　　哲也 マキ　テツヤ

選手 志摩　竜太郎 シマ　リュウタロウ

8 岡山県Ｂ 3,771

7 宮城県Ａ 3,777

6 沖縄県Ｂ 3,858

5 広島県Ｂ 3,951

4 宮崎県Ｂ 3,960

3 大分県Ｂ 3,972

4,048

2 長野県Ａ 4,007

氏名

1 神奈川県Ａ

伊藤　　　丈

立木　　芳邦

林　　　勇介

山中　　將吉

安里　　秀策

村濱　　裕紀

大秋　　　稜

手島　　大地
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★　団体戦（４人チーム)
順位 都道府県 フリガナ 得点 備考

監督 本永　　昌史 モトナガ　マサシ

選手 大月　　光浩 オオツキ　ミツヒロ

選手 田村　　浩也 タムラ　ヒロナリ

選手 吉田　　大祐 ヨシダ　ダイスケ

選手 入口　　光司 イリグチ　コウジ

監督 大賀　　保文 オオガ　ヤスフミ

選手 渡邉　　　翔 ワタナベ　ショウ

選手 星野　　誠治 ホシノ　マサハル

選手 石黒　　廣規 イシグロ　ヒロキ

選手 永井　　成英 ナガイ　シゲフサ

監督 野口　　明廣 ノグチ　アキヒロ

選手 手島　　大地 テシマ　ダイチ

選手 中村　　惇耶 ナカムラ　ジュンヤ

選手 山下　　知且 ヤマシタ　トモカツ

選手 政時　　由尚 マサトキ　ヨシナオ

監督 三嶋　　正志 ミシマ　マサシ

選手 佐々木　智之 ササキ　トモユキ

選手 斎藤　　祐太 サイトウ　ユウタ

選手 村上　　悦男 ムラカミ　エツオ

選手 村上　　武男 ムラカミ　タケオ

監督 金谷　　志信 カナヤ　シノブ

選手 松永　　歳広 マツナガ　トシヒロ

選手 保木　　慎吾 ホキ　シンゴ

選手 立木　　芳邦 タチキ　ヨシクニ

選手 長尾　　信昭 ナガオ　ノブアキ

監督 荻野　　和男 オギノ　カズオ

選手 竹本　　圭実 タケモト　ヨシミ

選手 森本　　海成 モリモト　カイセイ

選手 中塩　　貴倫 ナカシオ　タカノリ

選手 難波江　康雄 ナバエ　ヤスオ

監督 沼上　　孝幸 ヌマガミ　タカユキ

選手 押野　　和之 オシノ　カズユキ

選手 今北　　侑吾 イマキタ　ユウゴ

選手 渡邉　　玲史 ワタナベ　レイジ

選手 山中　　將吉 ヤマナカ　マサヨシ

監督 中村　　　尚 ナカムラ　ヒサシ

選手 山極　　正勝 ヤマギワ　マサカツ

選手 藤田　　忠志 フジタ　タダシ

選手 西村　　拓也 ニシムラ　タクヤ

選手 千葉　　鉄也 チバ　テツヤ

6 広島県 5,216

8 滋賀県 4,984

4 神奈川県 5,265

7 埼玉県 5,145

北海道 5,228

2 福岡県 5,307

長崎県 5,278
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愛知県 5,426
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