
会場：
期日：

エントリー： 72名
出場： 69名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 堀川 未来夢 厚木北高2 71 (36、35) 前原 唯之介 日大高1 91 (46、45)

2 鈴木 亮 厚木北高1 72 (37、35) 蔦木 敬平 日大高2 91 (44、47)

大西 慧斗 クラーク厚木高1 72 (36、36) 43 高田 慎太郎 日大高1 92 (50、42)

4 藤沢 尚範 森村学園高3 74 (35、39) 鈴木 優人 武相高2 92 (48、44)

5 西村 顕祥 法政二高3 75 (38、37) 小宮 太一 横浜高2 92 (46、46)

徳嶽 彰 厚木北高2 75 (36、39) 46 永井 匠 日大高1 93 (50、43)

7 後藤 哲志 厚木北高2 76 (39、37) 伊藤 佑希 日大高1 93 (46、47)

8 杉木 萌人 法政二高3 78 (41、37) 矢島 一樹 荏田高2 93 (40、53)

須賀 京介 慶應義塾高1 78 (39、39) 49 八木 大樹 武相高2 94 (49、45)

松林 泰嵩 慶応義塾高2 78 (38、40) 山根 淳嗣 法政二高3 94 (48、46)

11 荒木 優太朗 法政二高1 79 (43、36) 水野 将司 城山高1 94 (46、48)

秋山 大輝 日大高1 79 (40、39) 52 菊池 弘平 横浜商大高3 95 (51、44)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 小泉 俊明 慶応義塾高3 95 (47、48)

13 榎本 貴之 厚木北高3 80 (43、37) 市川 兆治 武相高2 95 (45、50)

金子 将仁 武相高2 80 (40、40) 55 石井 翔一 日大高1 98 (50、48)

宮沢 祐助 日大高1 80 (40、40) 岡野 純希 厚木北高2 98 (49、49)

柘植野 徹 日大高1 80 (37、43) 福島 昂勇 日大高3 98 (47、51)

17 井内 亮 厚木北高1 81 (41、40) 58 山本 真大 慶應義塾高2 99 (54、45)

18 山田 真裕 日大高3 82 (42、40) 59 田中 宏幸 日大高2 101 (52、49)

末吉 隆太郎 森村学園高3 82 (42、40) 田中 朋陽 慶応義塾高3 101 (48、53)

新鞍 竜汰 厚木北高2 82 (41、41) 61 船井 雄太郎 森村学園高2 103 (47、56)

21 村尾 翼 法政二高2 83 (45、38) 62 五十嵐 丈浩 慶應義塾高3 104 (54、50)

吉田 真也 厚木北高1 83 (42、41) 柳澤 旺秀 森村学園高2 104 (52、52)

村越 和也 横浜商大高1 83 (40、43) 新井 雄太郎 慶應義塾高2 104 (52、52)

藤川 雄太 慶応義塾高3 83 (38、45) 65 星 悠貴 慶應義塾高3 106 (54、52)

25 進藤 巧 日大高3 84 (42、42) 66 鯛 尚之 慶応義塾高1 108 (52、56)

26 江口 幸秀 慶應義塾高3 85 (45、40) 67 白石 庸祐 森村学園高1 110 (65、45)

小笠原 鵬人 慶応義塾高2 85 (44、41) 相川 諒 法政二高3 110 (59、51)

28 都志 侑希 法政二高3 86 (40、46) 69 大津 拓也 湘南工大高3 111 (56、55)

29 梅原 良祐 慶應義塾高2 87 (46、41) 欠場 宇賀神 悠 森村学園高3

安藤 澄周 関東学院高3 87 (46、41) 欠場 天野 真悟 法政二高2

山本 直孝 森村学園高1 87 (41、46) 欠場 谷口 裕海 横浜商大高2

森田 琢実 横浜桜陽高1 87 (39、48)  
33 田村 潤司 浅野高1 89 (47、42)  

伊藤 佑樹 武相高1 89 (45、44)  
島田 崇弘 慶應義塾高3 89 (42、47)  
栗林 亮 森村学園高1 89 (41、48)  

37 大塚 貴夫 法政二高3 90 (50、40)  
田丸 啄斗 日大高2 90 (46、44)  
藤田 鼓太郎 湘南工大高3 90 (42、48)  

40 伊藤 貴之 明徳相洋高3 91 (46、45)  
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