
日刊         
第  回全日本              選手権

全日本大会 最終日組 合  
  月  日 片山津   倶楽部 白山   

        
組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

     勝田 兵吉 成田    八木沼 仁            大川 勢矢 山梨学院大   小野寺清貴 新庄       

     吉野 達也 山梨学院大   吉田 拓也 関越        前田順一郎 亀岡    西川 幸一郎府中   

     山﨑 圭吾 大院大    大東 重則 三田         清水 睦夫 取手桜 丘   北山健太郎        

     高橋 伸英            中  志哉 山梨学院大   蛯名 和明 小樽   吉田圭一郎 香川大   

     津葉井慎弥 富里    小坂 鉄治            池﨑 忠孝 奈良万葉   濵田 光邦 奈良      

     加登 隆太      村山 嘉彦 熊本空港    仲野 祐輔           坂本 達也 麻生飯塚   

     鵜木 啓光           和田 七星 大院大   小村 優太 札幌龍谷学園高   山下 恭平 滝野   

      山本 宜正 周防灘    夏山 永吉 旭川       石川 哲士 日大高   山内  颯 高知中央高   

     廣田 剛士 葉山国際    阿部 義弘 四国   左近 哲也 関空       竹谷 正義 札幌   

      八川  遼 東福岡高   斎藤 正成 広島紅葉   金山  孝 別府 森   堀田 健一         

      松 崎真秀 札幌   鳥海 颯汰 北海道音更高    大辻 孝司 宍戸      雑賀 郁生 国木原   

      澤井  悟 奈良若草   中村 一隆 日大   井上 泰人 聖丘   毛利 基文 京   

      牛塚 海斗 香川西高   樋渡 雅俊 小田原松田   笠嶋 直樹            

      岡野 智弘 石岡   操上 眞廣 日体大    東本 浩二 泉佐野   酒井 秀崇 関学大   

      辻田 晴也 和歌山県立医大   砂沢 聖哉 推薦   園田 昂生 山梨学院大    浅野 博司 浦和   

      髙野 健汰 大院大   葛城 史馬 大院大   林  重翔 香川西高   大塚 崇史 長船   

      吉本 龍斗 滋賀短大付高   陸橋 秀規 美奈木   都  和馬 山 原   森山  錬 鹿沼    
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     山岡 拓史      信楽   山菅 利彦             饒田 剛央 東京国際   三宅 勇輝 香川西高   

      生  和男 推薦   谷  和也 常磐高   吉田 良彌           小野寺智夫 南総   

     黒田  尚 能登   田中 勝春      石井 一久 成田   栗本 和博 琴平   

     勝山 邦彦 千葉    佐藤 治嗣 東名厚木   山口 大介 中津川    森田 廣宣       

     馬場 輝雄 八幡   赤松 理充 茨木国際   芝田 進弘 麻倉   

     山本 秀樹 大阪   平井 聖也 大院大   金岡 秀行 東京   鈴関 純樹      

      平川 芳和 広島国際   中村 輝昭 日野    米田 光雄 新千歳   尾石 輝明 大博多   

     千北 嘉太 神奈川大    早川 一茂 緑 丘   松本 卓也 大院大   中村  誠 真駒内   

     滑川 儀一 五浦庭園   多胡 公博 推薦    松本  聡 聖丘   草岡 竜一 山 原   

      眞銅 孝安          中井 基雄      濵田 拓也 東条湖   富田 光洋      

      横田 圭介 早来   武輪 憲明 奈良若草   徳田 敏行 日野   岩田 光徳 日清都   

      髙橋 利哉 富士平原   佐野  徹 別府扇山    竹花 宏明             齋  和彦 東京       

      中曽根多朗 香川西高    酒井  勝 鳴門   瀧原 順二 天野山    當麻 正貴 浦和   

      丹野 隆幸 小田原   廣瀬 恵一 大津    藤田 敏和 愛知    吉田 栄司 花 木   

      光田 英二 天野山    徳世 忠司 岡部      岡田  実 太平洋        米村 孝郎 早来   

      赤星 英昭     城南   阿立三四郎 桜 丘中   中村 寛亮 鈴鹿   

       池浦 正仁     高松   赤石  怜 東千葉   小林  響 東京電機大学高   


