
順　位 所属 得点 順　位 所属 得点

優　勝 愛知県 近藤 菜帆 2,072 優　勝 中部学連 林 宗一郎 2,032

準優勝 中部学連 岩元 美咲希 2,052 準優勝 岐阜県 工藤 由佳 2,006

第３位 愛知県 増田 優希 1,966 第３位 中部学連 前田 尚輝 1,951

第４位 三重県 種瀬 楓華 1,963 第４位 岐阜県 安田 洋規 1,906

第５位 愛知県 原田 大聖 1,955 第５位 愛知県 白井 康介 1,877

第６位 三重県 山本 晃 1,943 第６位 愛知県 早川 知里 1,867

Ｈ／Ｇ 愛知県 原田 大聖 300 Ｈ／Ｇ 岐阜県 工藤 由佳 279

Ｈ／Ｓ 愛知県 原田 大聖 782 Ｈ／Ｓ 岐阜県 工藤 由佳 705

順位 所属 得点 順位 所属 得点

優　勝 愛知県 村田 大輔 1,863 優　勝 三重県 稲垣 勝久 2,024

準優勝 愛知県 橋谷 慎太郎 1,852 準優勝 愛知県 日比 正裕 1,988

第３位 静岡県 金沢 智明 1,804 第３位 愛知県 犬飼 健志 1,865

第４位 静岡県 新美 　昌 1,788 第４位 三重県 井岡 聖一 1,826

第５位 静岡県 田端 真也 1,753 第５位 愛知県 大月 光浩 1,789

第６位 愛知県 佐藤 祐子 1,736 第６位 静岡県 明石 理恵 1,779

Ｈ／Ｇ 静岡県 赤堀 栄基 253 Ｈ／Ｇ 愛知県 日比 正裕 279

Ｈ／Ｓ 静岡県 田端 真也 723 Ｈ／Ｓ 愛知県 日比 正裕 765

順位 所属 得点 順位 所属 得点

優　勝 愛知県 渋谷 祐也 2,094 優　勝 三重県 柳川 弘行 1,972

準優勝 岐阜県 薮下 浩一 1,974 準優勝 三重県 梅田 久徳 1,971

第３位 愛知県 今井 佳子 1,900 第３位 静岡県 内藤 芳弘 1,916

第４位 愛知県 吉田 豊 1,886 第４位 愛知県 本多 悟 1,888

第５位 愛知県 吉田 幸司 1,835 第５位 三重県 柳川 穂波 1,856

第６位 愛知県 中西 晴子 1,824 第６位 愛知県 淀川 弘行 1,844

Ｈ／Ｇ 愛知県 渋谷 祐也 300 Ｈ／Ｇ 静岡県 内藤 芳弘 279

Ｈ／Ｓ 愛知県 渋谷 祐也 779 Ｈ／Ｓ 岐阜県 井上 幸人 700

順位 所属 得点

優　勝 三重県 中村 謙 1,829

準優勝 三重県 伊藤 重夫 1,809

第３位 三重県 澤田 英子 1,758

第４位 三重県 鈴木 隆博 1,702

第５位 静岡県 板垣 幸吉 1,645

第６位 静岡県 北出 次男 1,632

Ｈ／Ｇ 三重県 澤田 賢二郎 234

Ｈ／Ｓ 三重県 中村 謙 638
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