
     第  回大会                            
            

         現在

               
第 予選  月  日 土 第 予選  月  日 日 第 予選  月 日 金 第 予選  月 日 土 第 予選  月  日 土 

順位 氏名     東名  東名  宮 森     倶楽部 宇都宮  東名  
      第  予選  継続

         南出 仁寛               入賞              入賞              入賞              入賞              入賞      
    山崎 泰宏       順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        

     酉川 博文        清水 剛          酉川 博文          髙橋 健          大山 隆史          山崎 泰宏         
   松本 宗矢        松本 宗矢          松本 宗矢          金谷 明紀         髙橋 健         南出 仁寛         
   大山 隆史        大山 隆史          山崎 泰宏          大山 隆史         渡部 慎一         金谷 明紀         
   落合 基樹        堀田 晃宏         髙橋 健         飯山 大輝         巽 英樹       今泉 健太郎        
   三隅 直人        浜崎 高嗣         南出 仁寛               優勝 髙橋 健  酉川 博文        
 今泉 健太郎       今泉 健太郎         清水 剛                            

  髙橋 健       南出 仁寛         西田 謙司          髙橋 健        
   竹本 大希       永江 義経         大山 隆史        竹本 大希        
   永原 総太朗      

   清水 剛      

  永江 義経      
  小西 憲三郎                                                             
  西田 謙司      順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        

  巽 英樹       南出 仁寛      松本 宗矢      髙橋 健      大山 隆史       山崎 泰宏     
                     永江 義経      酉川 博文      大山 隆史      渡部 慎一       金谷 明紀     

  浜崎 高嗣       堀田 晃宏      山崎 泰宏      飯山 大輝      髙橋 健      竹本 大希     
   竹田 駿樹       山田 勉      西田 謙司      金谷 明紀      巽 英樹     酉川 博文     

                    飯山 大輝      巽 英樹      巽 英樹      山田 勉      髙橋 健     
  山田 勉       渡部 慎一      浜崎 高嗣      山田 勉      飯山 大輝      飯山 大輝     

  堀田 晃宏       松本 大二郎      松本 一誠      小西 憲三郎      畠山 紀行     松本 一誠     
  飯山 大輝       西田 謙司      今泉 健太郎      畠山 紀行      五十嵐 祐輝      村上 涼     

金谷 明紀       巽 英樹    小西 憲三郎      渡部 慎一    金谷 明紀    小西 憲三郎     

  松本 一誠       渡部 慎一    五十嵐 祐輝    小西 憲三郎     森本 和男     

   岩田 知真        清水 剛     
  渡部 慎一      
  畠山 紀行      

  五十嵐 祐輝      
  堀本 翔太      
  山下 祐助      
  村上 涼                                                

  有島 勝成      順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        
福田 俊介       大山 隆史      髙橋 健                      

  井上 賢人      清水 剛      清水 剛       南出 仁寛     
  三木 仁      浜崎 高嗣      大山 隆史       今泉 健太郎     

小林 史      今泉 健太郎      南出 仁寛      渡部 慎一     
  松本 大二郎      松本 宗矢      畠山 紀行      浜崎 高嗣     

  飯塚 孝幸     酉川 博文     堀田 晃宏      竹内 佑太     
森本 和男     髙橋 健      飯山 大輝      巽 英樹     
竹内 佑太      小西 憲三郎     五十嵐 祐輝      山田 勉     

森岡 寛      山崎 泰宏      山田 勉     松本 宗矢     
  増田 健斗       松本 一誠      永江 義経     大山 隆史   
  狩野 直勝      松本 大二郎   

石井 貴大     

木治 誠     
 優勝回数



     第  回大会                            
            

     第  回大会                            
            

第 予選  月  日 日 第 予選  月 日 土 午前 第 予選  月 日 土 午後 第 予選  月 日 日 午前 第  予選  月 日 日 午後 第  予選  月  日 土 
東名  三豊      三豊      三豊      三豊      三鈴     倶楽部

        入賞              入賞              入賞              入賞              入賞              入賞      
順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        

 酉川 博文          南出 仁寛                               三隅 直人          南出 仁寛          大山 隆史         
 山崎 泰宏           三隅 直人         三隅 直人         南出 仁寛                              落合 基樹        

  南出 仁寛                              南出 仁寛         山崎 泰宏         三隅 直人          清水 剛        
  松本 宗矢         山崎 泰宏         山崎 泰宏         大山 隆史         永江 義経         松本 宗矢        

 竹本 大希         永江 義経         永江 義経                              南出 仁寛        
 髙橋 健                              山下 祐助        

 大山 隆史               優勝 南出 仁寛
 小西 憲三郎        
 清水 剛        

       優勝 酉川 博文

                                                 
順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        

 酉川 博文       三隅 直人      三隅 直人      大山 隆史       三隅 直人      松本 宗矢     
  清水 剛                        南出 仁寛      南出 仁寛                        南出 仁寛     

  山崎 泰宏      南出 仁寛      永江 義経      山崎 泰宏                        清水 剛     
 竹本 大希      山崎 泰宏      山崎 泰宏                       永江 義経       大山 隆史     

 髙橋 健      永江 義経                       永江 義経      南出 仁寛      落合 基樹     
 山田 勉      西田 謙司                       三隅 直人      山下 祐助      永原 総太朗     

 松本 一誠      髙橋 健      小西 憲三郎      小西 憲三郎     大山 隆史      浜崎 高嗣     
                  今泉 健太郎      髙橋 健      今泉 健太郎      畠山 紀行      竹本 大希     
 渡部 慎一      堀本 翔太      堀本 翔太                      髙橋 健      村上 涼     

  五十嵐 祐輝       畠山 紀行     西田 謙司       畠山 紀行       山崎 泰宏     渡部 慎一     

  森本 和男      小西 憲三郎   今泉 健太郎       西田 謙司       小西 憲三郎       飯山 大輝     
  狩野 直勝       畠山 紀行     髙橋 健       西田 謙司      堀田 晃宏   

  渡部 慎一       今泉 健太郎     

 堀本 翔太     渡部 慎一     
 堀本 翔太   

              

順位 選手名        
 松本 宗矢     

  小西 憲三郎     
  南出 仁寛     
 大山 隆史     
 今泉 健太郎     

 巽 英樹     
 金谷 明紀     
 畠山 紀行     

飯山 大輝     
  村上 涼     
  浜崎 高嗣     
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     第  回大会                            
            

第  予選  月  日 日 第  予選  月  日 土 第  予選  月  日 日 第  予選  月  日 土 第  予選  月  日 日 第  予選  月 日 土 第  予選  月 日 日 
三鈴     倶楽部 東名  東名  松永  松永  矢板  矢板  

        入賞              入賞              入賞              入賞              入賞              入賞              入賞      
順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名      

 松本 宗矢          落合 基樹          落合 基樹          竹本 大希          三隅 直人          山崎 泰宏          竹田 駿樹    
 永原 総太朗         南出 仁寛          南出 仁寛          三隅 直人         福田 俊介         山田 勉         西田 謙司    

 今泉 健太郎         浜崎 高嗣          西田 謙司          堀本 翔太         今泉 健太郎         小西 憲三郎         小西 憲三郎    
 永江 義経         松本 宗矢         永原 総太朗         浜崎 高嗣       堀本 翔太         髙橋 健         山下 祐助    

 浜崎 高嗣         山崎 泰宏         竹本 大希         小林 史         畠山 紀行    
 清水 剛         小西 憲三郎         堀田 晃宏        

 酉川 博文         小西 憲三郎      
 巽 英樹        

                                                               
順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名      

 永原 総太朗      酉川 博文      堀田 晃宏      三隅 直人      三隅 直人      山崎 泰宏      西田 謙司    
 今泉 健太郎      巽 英樹      小西 憲三郎      堀本 翔太      堀本 翔太      髙橋 健      山下 祐助    

 松本 宗矢      山崎 泰宏      竹本 大希      竹本 大希      今泉 健太郎      山田 勉      小西 憲三郎    
 浜崎 高嗣      浜崎 高嗣     山崎 泰宏      浜崎 高嗣      小林 史     小西 憲三郎      竹田 駿樹    

 永江 義経      竹内 佑太      山田 勉      畠山 紀行      福田俊介      飯山 大輝      畠山 紀行    
清水 剛      山田 勉      五十嵐 祐輝      大山 隆史     大山 隆史      西田 謙司      巽 英樹    

 村上 涼      飯山 大輝      巽 英樹      渡部 慎一      竹本 大希      巽 英樹      五十嵐 祐輝    
 堀田 晃宏      竹本 大希      酉川 博文      増田 健斗    畠山 紀行      畠山 紀行     飯山 大輝    

南出 仁寛      畠山 紀行      村上 涼    浜崎 高嗣      堀田 晃宏     高橋 健    

  森岡 寛       堀田 晃宏       村上 涼      山下 祐助     堀田 晃宏    

飯山 大輝       渡部 慎一      山崎 泰宏  
  渡部 慎一       増田 健斗      山田 勉  
 大山 隆史    岩田 和真   

 竹本 大希   

                            

順位 選手名        順位 選手名        
 落合 基樹      落合 基樹     

 南出 仁寛      西田 謙司     
 松本 宗矢      永原 総太朗     
 小西 憲三郎      南出 仁寛     
 髙橋 健      畠山 紀行     

 西田 謙司     髙橋 健     
永原 総太朗      浜崎 高嗣     

 石井 貴大      松本一誠     

 松本 一誠      飯山 大輝     
  五十嵐 祐輝     



     第  回大会                            
            

     第  回大会                            
            

第  予選  月  日 土 第  予選  月  日 日 第  予選  月  日 月 
東名  東名  都留     倶楽部

        入賞              入賞              入賞      
  順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        

      酉川 博文          酉川 博文          松本 宗矢         
      松本 宗矢          落合 基樹          南出 仁寛         

      落合 基樹          南出 仁寛          今泉 健太郎         
      竹田 駿樹         永原 総太朗          大山 隆史        

      永原 総太朗         西田 謙司          井上 賢人        
 髙橋 健         村上 涼         飯山 大輝        

 金谷 明紀        
 松本 宗矢        

                                          
  順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        

  永原 総太朗      落合 基樹      大山 隆史     
  松本 宗矢      酉川 博文       飯山 大輝     

  髙橋 健      永原 総太朗       森岡 寛     
  竹本 大希      渡部 慎一      村上 涼     

  山田 勉      大山 隆史       巽 英樹     
  金谷 明紀      畠山 紀行       竹本 大希     

  小西 憲三郎      飯山 大輝      渡部 慎一     
  飯山 大輝      木治 誠      落合 基樹   
  今泉 健太郎     

   巽 英樹     

 
 

                                          

順位 選手名        順位 選手名        順位 選手名        
 酉川 博文      南出 仁寛      今泉 健太郎     

 落合 基樹      松本 宗矢      松本 宗矢     
 竹田 駿樹      金谷 明紀       井上 賢人     
 南出 仁寛       西田 謙司       南出 仁寛     
 西田 謙司       村上 涼      山田 勉     

 巽 英樹      髙橋 健      五十嵐 祐輝     
 畠山 紀行      山田 勉      畠山 紀行   
 五十嵐 祐輝    小西 憲三郎      竹田 駿樹   

 五十嵐 祐輝     
  竹本 大希     


