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  小林                             神奈川県 一般      一般    

  
  古屋 典子                             神奈川県             
  木場 恵美子                            神奈川県             
  石橋 茜                             神奈川県 一般      一般    
  種橋 久美                         神奈川県             
  和田 桃子                           大阪府             

  
  伊藤 千帆                           大阪府             
 嶋岡 民栄                            大阪府             
  山下 彩                            大阪府 一般      一般    
  中山                             大阪府             
  石橋 愛子                            埼玉県             

  
  栗原 初音                            埼玉県             
  長尾 優子                            埼玉県             
  篠原 千絵                           埼玉県             
  田島 瞳                           埼玉県 一般      一般    
  菊入 広子                          東京都             

  
  菊池 雅                           東京都 一般        一般             
  中野 栞                            東京都 一般      一般   
  徳武 恵美                          東京都 一般        一般             
  澤 千代美                          東京都             
  餘語                               兵庫県             

  
  藤原                              兵庫県 一般      一般   
  西川 亜紀子                            兵庫県 一般        一般             
  山野 舞花                            兵庫県 一般        一般             
  林 久子                          兵庫県             
  鈴木 綾子                          愛知県             

  

  瀬戸 直美                         愛知県             
  堀友 貴子                          愛知県 一般      一般   
 番 詩織                         愛知県 一般      一般   
  中根 春美                         愛知県             
  林 美緒                          愛知県               
  門明 麻美                         高知県             

    山﨑 頼子                         高知県             
  小松 麻実                            高知県 一般         一般               
  中田 佳見                         岡山県             

    伊賀 梓                           岡山県 一般      一般    
  長江 由美子                         岡山県             
 木村 彩音                           千葉県             

   大友 風海                         千葉県             
  鷲頭 智子                         千葉県             
  西村 政子                         滋賀県 一般        一般             

    山 井 貞子                          滋賀県             
  島田 裕子                           滋賀県             
  井出 悠梨恵                         静岡県 一般      一般   

  
 福島 未里                             静岡県 一般      一般    
  張吉 博子                            和歌山県             

   川端 友巳                         和歌山県 一般        一般             
  野尻                              和歌山県             
  大平 亜希                           茨城県 一般        一般             

    藤崎 晴美                         茨城県             
  櫻井 美幸                         茨城県 一般        一般             
  宇都宮 真由                         宮崎県             

  
 富山 春香                          宮崎県 一般      一般   
  宮崎 優花                          北海道 一般        一般             

  
  寺村 美香                         北海道             
  小林 菜 子                            福井県 一般      一般   

  
  鈴木 有佳                            福井県 一般      一般   
  星田 千鶴子                           新潟県              
  宮本 智子                           石川県              
  石田                          長野県 一般        一般              
  照屋 利恵                         沖縄県 一般        一般              
  渡辺 心愛                         岐阜県                
  横溝 千尋                          福岡県              
  鶴田 千恵                          宮城県              
  武本 早恵                          京都府              



第  回               選手権大会 男子都道府県対抗                三島

    
 

       
  
 

    
    

     
     

            
     

         
       

    
    
   

    
   

              一般
  
他

合計

   児玉 大紀                          大阪府 一般        一般              

  
   大室 豪槻                         大阪府 一般      一般   
   山下 保樹                          大阪府 一般       一般   
   葛西 昌彦                          大阪府 一般         一般              
   和田 髙平                            大阪府 一般         一般             
   森木 翼                          兵庫県 一般        一般             

  
   臼木 翔吾                           兵庫県 一般      一般   
   福田 忠浩                         兵庫県 一般        一般             
   木之下 竜也                        兵庫県               
   小原 一将                          兵庫県 一般       一般    
   藤田 海斗                        埼玉県               

  
   井上 卓                            埼玉県 一般      一般   
   渡邉 将慶                       埼玉県               
   福田 将志                       埼玉県 一般      一般   
   永田 聡                          埼玉県 一般       一般    
   石渡 敬一郎                            東京都             

  
   西村 将汰                          東京都             
   今泉 春樹                        東京都             
   武田 宗久                            東京都 一般        一般             
   海老田 旭                         東京都 一般         一般              
   藤川 慎吾                            神奈川県             

  
   長谷川 直輝                         神奈川県 一般      一般   
   井上 正雄                            神奈川県             
   杉崎 幹男                         神奈川県             
   氏家 一郎                       神奈川県              
   坂本 勝典                          宮崎県             

  
   猪須 純一                         宮崎県             
   高橋 忠三                           宮崎県             
   淵野 茂樹                            宮崎県 一般         一般              
   一宮 正博                          宮崎県 一般       一般   
   齊藤 敬太                            北海道 一般      一般    

  
   牛山 恭太                         北海道             
   井波 栄治                           北海道              
   川原 裕三                       北海道             
   齋藤 学                         北海道 一般      一般    
   小笠原 泰司                          愛知県 一般        一般             

  
  浜山 久雄                        愛知県             
   吉留 慎一                         愛知県             
   高取 征爾                            愛知県             
   中谷 章                          愛知県             
   橋本 幹太                          千葉県             

  
   髙橋 勇二                         千葉県 一般      一般   
   窪田 公輝                            千葉県 一般      一般   
   綿島 啓晃                         千葉県 一般      一般   
   渡辺 明彦                          千葉県              
   村上 孝志                         福岡県 一般      一般   

  
   倉光 明人                         福岡県             
   金井 誠基                          福岡県 一般       一般    
   梅林 恭行                          福岡県 一般       一般   
   古賀 宏和                          福岡県 一般       一般   
   浅井 嵩文                           長野県 一般      一般   

  
   石井 尚紀                          長野県 一般      一般   
   岡本 悠                         長野県             
   鈴木 佑輔                          長野県 一般      一般    
   瀧本 高博                            長野県              
   坂上 忠雄                         岐阜県             

  
   九野 毅                            岐阜県             
   長瀬 祐司                          岐阜県             
   安江 三千夫                         岐阜県             
   宮本 覚道                          岐阜県 一般         一般              
   秋本 博則                          広島県             

  
   後藤 優誠                          広島県               
   安達 賢一郎                           広島県             
   後藤 衆治                          広島県 一般         一般              
   伊差川 浩之                            沖縄県             

     仲真 良人                          沖縄県             
   仲間 勇人                         沖縄県             
   平柳 道彦                          静岡県 一般      一般   

     井出 光弘                          静岡県             
   福島 勇輝                           静岡県 一般      一般   



   田野 智徳                         岡山県             
  

   臼井 将一朗                           岡山県             
   池田 尚也                         三重県             

  
   杉中 一輝                           三重県             
   保富 泰人                           和歌山県             

  
   藤田 俊夫                          和歌山県             
   小竹 謙司                          富山県             

  
   守山 哲郎                            富山県             
   佐藤 恵                           京都府             

  
   長島 義孝                        京都府              
   林 健一郎                           山口県             

  
   石崎 竜海                          山口県 一般        一般             
   山村 喜代将                          愛媛県 一般      一般   

 
   川崎 勇斗                          愛媛県 一般      一般    
   染谷 成亮                          栃木県 一般      一般    
   名越 勇樹                          茨城県               
   鶴田 一                           宮城県             

 
   小野 和久                        宮城県              
  白川 猛士                           香川県              


