
★　個人戦
順 位 都道府県 フ　リ　ガ　ナ 得 点 備　考

1 神奈川県 ツルミ　リョウゴ 2,133

2 沖縄県 ムラハマ　ユウキ 2,100

3 山口県 ミヤノ　フミタカ 2,099

4 滋賀県 チバ　テツヤ 2,054

5 長崎県 トクヒサ　ケイタ 2,050

6 和歌山県 ワダ　ショウゴ 2,038

7 神奈川県 ササキ　トモユキ 2,008

8 大阪府 タケモト　マサアキ 2,007

★　団体戦（２人チーム）
順 位 チーム名 フ　リ　ガ　ナ 得 点 備　考

監督 西田　　一善 ニシダ　カズヨシ

選手 和田　　翔吾 ワダ　ショウゴ

選手 安里　　秀策 アサト　シュウサク

監督 三嶋　　正志 ミシマ　マサシ

選手 斎藤　　祐太 サイトウ　ユウタ

選手 佐々木　智之 ササキ　トモユキ

監督 高橋　　忠夫 タカハシ　タダオ

選手 山本　　智哉 ヤマモト　トモヤ

選手 中塩　　貴倫 ナカシオ　タカノリ

監督 浜比嘉　　忠 ハマヒガ　タダシ

選手 大城　　安史 オオシロ　ヤスフミ

選手 村濱　　裕紀 ムラハマ　ユウキ

監督 桑原　　敏弘 クワハラ　トシヒロ

選手 伊吹　　太陽 イブキ　アツシ

選手 千葉　　鉄也 チバ　テツヤ

監督 西田　　一善 ニシダ　カズヨシ

選手 渡邉　　玲史 ワタナベ　レイジ

選手 川崎　　未来 カワサキ　ミライ

監督 久保田　友久 クボタ　トモヒサ

選手 塚越　　翔太 ツカゴシ　ショウタ

選手 櫛笥　　亮圓 クシゲ　リョウエン

監督 由中　　信安 ヨシナカ　ノブヤス

選手 西村　　翔吾 ニシムラ　ショウゴ

選手 高橋　　晃大 タカハシ　コウダイ

8 愛媛県Ａ 3,741

7 埼玉県Ａ 3,828

6 和歌山県Ｂ 3,867

5 滋賀県Ａ 3,868

4 沖縄県Ａ 3,869

3,893

3,991

2 神奈川県Ａ 3,977

德久　　恵大

和田　　翔吾

佐々木　智之

武本　　真明

3 広島県Ａ

氏　　　名

1 和歌山県Ａ

鶴見　　亮剛

村濱　　裕紀

宮野　　史隆

千葉　　鉄也
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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 中路　　　近 ナカジ　チカシ

選手 村上　　一広 ムラカミ　カズヒロ

選手 下林　　智広 シモバヤシ　トモヒロ

選手 中川　　貴史 ナカガワ　タカシ

選手 吉本　　隆夫 ヨシモト　タカオ

監督 本永　　昌史 モトナガ　マサシ

選手 山田　裕太郎 ヤマダ　ユウタロウ

選手 犬飼　　健志 イヌカイ　タケシ

選手 近藤　　雄太 コンドウ　ユウタ

選手 髙平　沙也斗 タカヒラ　サヤト

監督 西田　　一善 ニシダ　カズヨシ

選手 和田　　翔吾 ワダ　ショウゴ

選手 渡邉　　玲史 ワタナベ　レイジ

選手 川崎　　未来 カワサキ　ミライ

選手 安里　　秀策 アサト　シュウサク

監督 寺下　　　真 テラシタ　マコト

選手 戸塚　　　翼 トヅカ　ツバサ

選手 山本　　　将 ヤマモト　ショウ

選手 植松　　智之 ウエマツ　トモユキ

選手 橋本　　光司 ハシモト　コウジ

監督 藤浪　　　譲 フジナミ　ユズル

選手 新井　　審護 アライ　シンゴ

選手 荒井　　崇聡 アライ　タカアキ

選手 福田　　隼也 フクダ　トシヤ

選手 山本　　浩也 ヤマモト　ヒロヤ

監督 由中　　信安 ヨシナカ　ノブヤス

選手 西村　　翔吾 ニシムラ　ショウゴ

選手 高橋　　晃大 タカハシ　コウダイ

選手 虎尾　　貴之 トラオ　タカユキ

選手 大下　　耕平 オオシタ　コウヘイ

監督 高橋　　忠夫 タカハシ　タダオ

選手 山本　　智哉 ヤマモト　トモヤ

選手 井戸　　　寛 イド　ユタカ

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

監督 渡辺　　　勇 ワタナベ　イサム

選手 平野　　一平 ヒラノ　イッペイ

選手 小倉　　康輔 オグラ　コウスケ

選手 吉野　　貴宣 ヨシノ　タカノリ

選手 鈴木　　大介 スズキ　ダイスケ

6 愛媛県 5,007

8 千葉県 4,741

5,178

4 静岡県 5,049

7 広島県 4,998

1

5

3

栃木県 5,034

2 愛知県 5,233

和歌山県

熊本県 5,236
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