
              杯 

第 回               
男子予選      成績

     各     上位  名 計  名準決勝 進出           土 
会場 神戸六甲   

         
氏 名 期 所  属         前半         後半

予選  
   

順位       

     永野     相模原                                                  

      谷合 貴志    株 日本         有                                                      

      村上 拓也                                                       

      藤井 信人            太田                                          

    村永 一樹  予選会第 戦通過選手                                          

    児島 都史               社                                          

      三浦 啓寛   新東京                                                      

      山本  勲                                               

      甘糟 翔太   江 島                                                    

       木田 大輔   東京                                               

       北原 泰輔   桃園                                               

     戸田 雅人  予選会第 戦通過選手                                          

     玉井慎一郎      香椎                                                  

     守屋 雄斗  予選会第 戦通過選手                                          

       平岡 勇人                  社                                          

       渡邉 航明   四 木                                                  

       福丸 哲平    株                                                 

      馬場  一                                                  

      太田 隆昌   宏栄                                                     

       斉藤 琢哉   伊勢原                                                    

     吉田 文啓                  社                                          

      髙淵 常志                      社                                          

     津田 龍浩  予選会第 戦通過選手                                          

     亀井 浩平  日場協枠 久居                                                     

       和田 秀和         八尾                                             

      儀間 義博                                                       

      門川 健一                                                    

       呉竹 博之                                                          

      佐藤 貴啓            太田                                          

     倉橋 大樹  予選会第 戦通過選手                                          

      竹本 圭実   清水開発 株                                          

       河津 亨至   牧野松園                                            

     大角 光司  予選会第 戦通過選手                                          

     坂本 就馬  予選会第 戦通過選手                                          

      小林 孝至                                                  

       山下 昌吾                                                   

      山下 陽平   神戸六甲                                            

      湯浅 敬太   神戸六甲                                            

     生沼 誠司  日場協枠 永山                                                 

       志摩竜太郎   川口                                                  

     津田 優斗  予選会第 戦通過選手                                          

       小林 哲也                                                           

     北野 周一            西宮                                          

       水本 有希         松原店                                          

     千田 裕之  予選会第 戦通過選手                                          

       堀 内智大          越谷                                          

     中山 健一  日場協枠 永山                                                 

     住友 翔一  予選会第 戦通過選手                                          

     桜井  修  日場協枠                                                    

     細矢 翔吾  予選会第 戦通過選手                                          

     山田 葉一  予選会第 戦通過選手                                          

     生森 龍晃  予選会第 戦通過選手                                          

     北本 一樹  予選会第 戦通過選手                                          

      尾西 健太   神戸       倶楽部                                          



              杯 

第 回               
女子予選      成績

     各     上位  名 計  名準決勝 進出 
          土 

会場 神戸六甲   

         
氏 名 期 所  属         前半         後半

予選  
   

順位       

     霜出 佳奈                                               

     佐藤                                                            

     久保田彩花                                               

     姫路  麗                                                  

     浅田 梨奈                                                  

    川﨑 由意                                                    

    越智 真南   平和島                                                        

    三浦 美里                                               

    武部 公英  予選会第 戦通過選手                                          

       吉川 朋絵   大磯                                                           

     大久保咲桜        王国    八景店                                          

     星野 恵梨                                                  

       松岡美穂子                                                      

      堂元 美佐                                                   

     中谷 優子                  社                                          

      大石 奈緒    株    山形          飯田通商 株                                          

     香田 幸子   神戸六甲                                            

     堀内  綾   西京運輸 株      十三                                          

      宇山 侑花   小嶺                                               

     鈴木 亜季                                               

     秋光  楓          越谷                                          

     前屋 瑠美   神戸六甲                                            

     北川 市子  予選会第 戦通過選手                                          

      大根谷 愛                                                  

     板倉奈智美          社                                          

     舟本  舞                                                      

     山崎 典子  予選会第 戦通過選手                                          

     縄江 仁美  予選会第 戦通過選手                                          

  準    吉田真由美                                               

     森  美樹  予選会第 戦通過選手                                          

     桑藤 美樹    株                                                  

     平野 智美  予選会第 戦通過選手                                          

     杉尾 京子  日場協枠      久留米                                            

     渡辺                                                           

     緒方 彩音  予選会第 戦通過選手                                          

     清家 裕子  日場協枠                                         


