
日刊         
第  回             選手権

社会人関東大会決勝最終日
千葉        梅郷   場         

        
組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

      笠井 誠 石城   芝田 進弘 麻倉    中原正人 大相模   

     杉山 倫久 平塚富士見    大場邦夫 大相模   籠手田安朗 大厚木   

     山城 康博 館山   田中 聖也 小田原 松田   山本  充 鶴舞   

     良川 卓也 塩原   長谷川晃太 推薦   今井 千春 大相模   

     青木 良亮 宍戸      鈴木泰二郎 推薦   瀬戸口雅昭 栗橋国際   

     林  恵一         鈴木  洋 成田   飯澤 亜樹 三島   

     馬場 輝雄 推薦   横越 貞晴 千葉夷隅   木村 和紀 宍戸      

     大久保 学 太平洋 花生   永井 浩光 推薦   義山 光浩 都   

     片山 貴由          長柄 琢磨 推薦   鈴木 光夫 妙高高原   

      君島 勇人 那須小川   小澤 隆弘       栃木           盛  英夫 沼津   

      入江 精二 宍戸       西川幸一郎 相模湖   坂   航 推薦   

      波多野勇一 推薦   牧瀬 直行       山野 貴之 富里   

      田中 耕介 袖 浦   山口 祐介 鎌 谷   小玉  雅 烏山城   

      水野 正雄 太平洋 佐野   佐藤喜三夫 平川    後藤栄治            

      宮野 嗣英 土浦    荒井眞一 筑波   鷺  一成 太平洋 御殿場   

      井上 浩司 推薦   廣田 剛士 葉山国際   加藤 剛士 推薦   

      塩田 一史 白鳳   後藤  聖 推薦   小原  淳 愛鷹     
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      関 秀勝 玉造 捻木    伊澤喜久男 東千葉   片岡 弘幸 上総      

     溝端 隆一 千葉   金岡 秀行 東京   津葉井慎弥 富里   

     岩本陽一郎           三原光一          川上 恭弘 我孫子   

     石橋良一也 推薦   荒川 慶量          遠藤 孝則 推薦   

     川渕 秀徳 房総   東  紘平 神奈川    杉山和正 大利根   

     若林 忠司           斉藤 正己         市原澄彦             

     武蔵 圭太 平塚富士見   早水 保貴         大谷 昌彦 推薦   

     池上 典成 鶴舞   鈴木 亮司           大辻孝司 宍戸      

     阿部 純也 推薦   遠藤 伸一 推薦   當麻 正貴 浦和   

      龍 伸太郎 推薦   尾泉 輝隆 富士         小川 貴央 新千葉   

      市川 龍二 推薦   谷口  徹 大相模   山口 賢哉 浜松        

      升方  孝 推薦   中田 雅之 推薦   成松光一郎 大厚木   

      大崎 将行 宍戸      齋  和彦        出浦  功          

       大久保訓 浦和   岡田  実 太平洋        奥峪 一夫 我孫子   

      海老原博英 推薦    濱田正行 清川   佐藤 嘉友 日高   

      三野 貴司 推薦   古池 陽太     梨花   石川 誠剛 箱根   

       相原康弘 平塚富士見   辺土名芳彦 富里   寺田喜久雄 推薦   


