
会場：
期日：

エントリー： 82名
出場： 80名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岡野 洸平 千葉学芸高3 69 (34、35) 土井 亮佑 東京学館高2 83 (42、41) 欠場 野口 優一郎 境高1  
2 助川 椋 水城高3 70 (33、37) 丸山 卓也 拓大紅陵高3 83 (42、41)   
3 滝 雅志 水城高1 72 (36、36) 43 中村 謙一 西武台千葉高2 84 (45、39)   
4 嶋野 大地 鹿島学園高3 73 (38、35) 林 拓磨 多古高2 84 (44、40)   

佐藤 大平 水城高1 73 (35、38) 間取 実樹也 船橋西高1 84 (43、41)   
6 谷田貝 達也 鹿島学園高2 74 (37、37) 岩崎 翔 千葉学芸高1 84 (42、42)   
7 長澤 幸治 千葉学芸高2 75 (40、35) 木村 瑠偉 つくば開成高1 84 (42、42)   

永渕 健太 千葉学芸高3 75 (38、37) 斉藤 達郎 千葉日大一高3 84 (42、42)   
高瀬 富生 水城高1 75 (38、37) 三澤 成碩 拓大紅陵高2 84 (42、42)   
落合 卓 鹿島学園高1 75 (37、38) 土田 悠輔 鹿島学園高2 84 (42、42)   

11 大関 祥伍 鹿島学園高3 76 (40、36) 谷中 勇輝 西武台千葉高2 84 (38、46)   
笹川 椋平 水城高2 76 (38、38) 52 酒井 南雄人 千葉学芸高1 85 (45、40)   
平山 悠太 多古高3 76 (38、38) 小川 文也 鹿島学園高1 85 (45、40)   
田中 源 鹿島学園高2 76 (37、39) 安島 雄太 昭和学院秀英高2 85 (44、41)   

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 55 片野 佑紀 拓大紅陵高3 86 (42、44)   
伊藤 輝 多古高3 76 (36、40) 吉岡 栄徴 佐倉高1 86 (42、44)   

16 板屋 貴俊 拓大紅陵高3 77 (42、35) 57 水上 晃一 千葉日大一高1 88 (47、41)   
菅澤 亮太 多古高2 77 (39、38) 村上 真樹 千葉学芸高3 88 (47、41)   
日置 智己 千葉日大一高3 77 (38、39) 宮崎 晃輔 麗澤高2 88 (44、44)   
鈴木 貴也 水城高2 77 (37、40) 松尾 慎之介 千葉学芸高1 88 (44、44)   

20 高橋 陸 水城高1 78 (41、37) 齊藤 明寛 麗澤高1 88 (41、47)   
栗城 凌太 千葉南高2 78 (40、38) 62 後藤 哲慎 西武台千葉高1 89 (47、42)   
和田 照弘 水城高2 78 (40、38) 高畠 健司 泉高2 89 (45、44)   
大井 勇輝 千葉日大一高3 78 (38、40) 小岩井 亮輔 鹿島学園高1 89 (43、46)   

24 伊藤 翼 多古高2 79 (41、38) 新井 誠二郎 暁星国際高2 89 (42、47)   
石毛 健太 千葉学芸高2 79 (41、38) 66 林 堅也 多古高1 91 (45、46)   
箕手 梓元 鹿島学園高1 79 (39、40) 高橋 一樹 鹿島学園高1 91 (43、48)   

27 服部 昇平 千葉日大一高3 80 (41、39) 68 西川 飛鳥 千葉学芸高2 93 (51、42)   
木村 彰宏 鹿島学園高1 80 (41、39) 細谷 厚仁 敬愛学園高3 93 (48、45)   
大堀 直紀 鹿島学園高2 80 (39、41) 行方 真史 多古高1 93 (45、48)   
菅原 和穗 拓大紅陵高1 80 (39、41) 71 山田 海人 拓大紅陵高3 94 (46、48)   
佐藤 有生 千葉学芸高2 80 (38、42) 植田 哲男 千葉学芸高1 94 (46、48)   

32 伊藤 達哉 わせがく高2 81 (40、41) 73 長谷川 匡範 船橋古和釜高1 95 (48、47)   
33 坂本 悠 千葉日大一高3 82 (43、39) 74 平野 翔暉 千葉学芸高3 96 (49、47)   

大西 翔太 水城高1 82 (42、40) 75 酒井 達也 千葉学芸高1 98 (51、47)   
秋田 風真 千葉北高3 82 (41、41) 76 塗谷 拓真 拓大紅陵高2 103 (48、55)   
内堀 翔伍 鹿島学園高1 82 (40、42) 77 嶋田 朱里斗 水城高2 104 (55、49)   
斉藤 翼 麗澤高1 82 (39、43) 78 山村 剛平 拓大紅陵高2 117 (57、60)   
櫛山 卓哉 麗澤高1 82 (39、43) 失格 大金 高平 佐和高1   

39 岩橋 史弥 水城高1 83 (43、40) 失格 山田 健人 木更津工業専門高2   
石川 聡一 茨城高2 83 (43、40) 欠場 原 佑介 拓大紅陵高1   
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