
                    大会
結 果

    年 月 日 金 

昭和 森       

     部 予選      

 
東京 

     塩沢 丸山

    因藤 小原 東京 

群馬       

 位 群馬      荒木 茂木        位 東京 

 
群馬     田村 佐藤 東京 

 位 山梨       千葉        位 千葉 
           野口 太田       

    日向 原口 千葉 

山梨       

     望月 長澤       

    中西 柴崎

千葉 

     安藤 大内

    原島 大作 千葉 

東京       

 位 東京      宮城 尾崎        位 千葉 

 
東京     中川 濱村 千葉 

 位 茨城       神奈川        位 神奈川 
           久保田 新井       

    片野 伊藤 神奈川 

茨城       

     村田 掛札       

    大曽根 笹澤

群馬 

     池田           

    岩下 高橋 埼玉

埼玉       

 位 群馬      溝渕 上原        位 埼玉

 
群馬     和久井 福原 埼玉

 位 栃木       神奈川        位 神奈川 
           硎野 伊藤       

    平沼 鈴木 神奈川 

栃木       

     菅野 稲川       

    重松 沖田
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    年 月 日 金 

昭和 森       

     部 順位別   戦

 位    勝敗 順位

 

東京       

  塩沢 丸山         

  因藤 小原     

 

千葉       

  安藤 大内         

  原島 大作     

 

埼玉       

  溝渕 上原         

  和久井 福原     

 位    勝敗 順位

 

千葉    

  野口 太田         

  日向 原口     

 

神奈川    

  久保田 新井         

  片野 伊藤     

 

神奈川       

  硎野 伊藤         

  平沼 鈴木     

 位    勝敗 順位

 

群馬       

  荒木 茂木         

  田村 佐藤     

 

東京       

  宮城 尾崎         

  中川 濱村     

 

群馬       

  池田                   

  岩下 高橋     

 位    勝敗 順位

 

山梨    

  望月 長澤         

  中西 柴崎     

 

茨城    

  村田 掛札         

  大曽根 笹澤     

 

栃木       

  菅野 稲川         

  重松 沖田     



                    大会
結 果

    年 月 日 金 

昭和 森       

  歳以上 部 予選      

 
神奈川 

     畑佐 阿部

    石田 十河 神奈川 

東京       

 位 東京      久保 櫻井        位 群馬 

 
東京     大泉 宮下 群馬 

 位 茨城       群馬        位 神奈川 
           根岸 六本木       

    新井 正田 群馬 

茨城       

     長洲 久光       

    赤津 尾形

東京 

     今井 高橋

    稲葉 飯島 千葉 

千葉       

 位 東京      大澤 山﨑        位 千葉 

 
東京     川口 宮川 千葉 

 位 栃木       埼玉        位 埼玉
           松藤 嶋田       

    間 前田 埼玉

栃木       

     市川 福井       

    鹿野 高野

群馬 

     蝦澤 妹尾

    橋本 神沢 群馬 

神奈川       

 位 神奈川      海野 大原        位 群馬 

 
神奈川     福田 加藤 群馬 

 位 山梨       山梨        位 千葉 
           伊藤 佐藤       

    古屋 中村 千葉 

千葉       

     加納 丸一       

    岡山 萱野
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結 果

    年 月 日 金 

昭和 森       

  歳以上 部 順位別   戦

 位    勝敗 順位

 

群馬 

  根岸 六本木         

  新井 正田     

 

千葉 

  大澤 山﨑         

  川口 宮川     

 

群馬 

  蝦澤 妹尾         

  橋本 神沢     

 位    勝敗 順位

 

神奈川    

  畑佐 阿部         

  石田 十河     

 

埼玉    

  松藤 嶋田         

  間 前田     

 

千葉 

  岡山 萱野         

  加納 丸一     

 位    勝敗 順位

 

東京    

  久保 櫻井         

  大泉 宮下         

 

東京       

  今井 高橋         

  稲葉 飯島         

 

神奈川    

  海野 大原         

  福田 加藤         

 位    勝敗 順位

 

茨城    

  長洲 久光         

  赤津 尾形     

 

栃木    

  市川 福井         

  鹿野 高野     

 

山梨

  伊藤 佐藤         

  古屋 中村     


