
学校対抗戦（男子） 学校対抗戦（女子）

順位 所属 順　位 所属

優　勝 神奈川 優　勝 東京都

準優勝 神奈川 準優勝 千葉県

第３位 千葉県 第３位 神奈川

順位 チーム名 選手名

優　勝 県立横浜南陵高等学校A 伊勢谷広大・平野　昇造／友久　拓也

準優勝 県立横須賀工業高等学校 斎藤　祐太・水島　綱希／松岡　健太

第３位 神奈川メイクB 望月　大士・西城　寛孝　　　　　　

第４位 千葉明徳高等学校A 永嶋　幸司・木村　拓哉　　　　　　

第５位 東京メイクA 新畑　雄飛・北原　大廉　　　　　　

第６位 県立神奈川総合産業高等学校 石井　稜馬・石原　北斗　　　　　　

順位 チーム名 選手名

優　勝 千葉メイク 山口小菜美・霜出　佳奈　　　　　　

準優勝 千葉明徳高等学校A 大竹　遥菜・福井　雪乃　　　　　　

第３位 神奈川メイクA 高橋　美穂・一戸　麻里　　　　　　

第４位 堀越高等学校B 新倉　千秋・吉田　　愛　　　　　　

第５位 堀越高等学校A 箕輪　加奈・大嶋　有香　　　　　　

第６位 山梨メイク 山口美奈子・伊藤　明里　　　　　　

順位 所属 選手名 得点
（6G）

学校対抗
ポイント 順位 所属 選手名 得点

（15G）

学校対抗
ポイント

優　勝 神奈川 斎藤　祐太 1395139513951395 8888 優　勝 神奈川 斎藤　祐太 3392339233923392 8888

準優勝 神奈川 西城　寛孝 1352135213521352 7777 準優勝 神奈川 望月　大士 3311331133113311 7777

第３位 神奈川 平野　昇造 1314131413141314 6666 第３位 東京都 新畑　雄飛 3283328332833283 6666

第４位 東京都 新畑　雄飛 1306130613061306 5555 第４位 神奈川 板東　勝也 3213321332133213 5555

第５位 神奈川 板東　勝也 1285128512851285 4444 第５位 神奈川 石井　稜馬 3200320032003200 4444

第６位 神奈川 望月　大士 1251125112511251 3333 第６位 神奈川 伊勢谷広大 3180318031803180 3333

順位 所属 選手名 得点
（6G）

学校対抗
ポイント 順位 所属 選手名 得点

（15G）

学校対抗
ポイント

優　勝 東京都 大嶋　有香 1300130013001300 8888 優　勝 千葉県 霜出　佳奈 3216321632163216 8888

準優勝 東京都 箕輪　加奈 1258125812581258 7777 準優勝 神奈川 高橋　美穂 3151315131513151 7777

第３位 東京都 吉田　　愛 1251125112511251 ---- 第３位 東京都 箕輪　加奈 3151315131513151 6666

第４位 神奈川 高橋　美穂 1237123712371237 5555 第４位 千葉県 大竹　遥菜 3049304930493049 5555

第５位 千葉県 大竹　遥菜 1206120612061206 4444 第５位 東京都 吉田　　愛 3019301930193019 4444

第６位 千葉県 福井　雪乃 1187118711871187 3333 第６位 千葉県 福井　雪乃 2994299429942994 3333
※準優勝と第３位はシリーズHigh-Lowの差で決定

所属 選手名 所属 選手名

Ｈ/Ｇ 神奈川 斎藤　祐太 Ｈ/Ｇ 東京都 大嶋　有香

Ｈ/Ｓ 千葉県 木村　拓哉 Ｈ/Ｓ 千葉県 霜出　佳奈

学校名 ポイント 学校名 ポイント

大 会 成 績 一 覧 表

第１０回大会 平成23年6月4日(土)～5日(日)

会場：川崎グランドボウル

堀越高等学校 40404040

県立横浜南陵高等学校 33333333 千葉明徳高等学校 36363636

男子２人チーム戦

県立横須賀工業高等学校 37373737

千葉明徳高等学校 15151515 県立新栄高等学校 12121212

所属 得点（12G）
学校対抗
ポイント

神奈川県 2595259525952595 24242424

神奈川県 2585258525852585 21212121

神奈川県 2520252025202520 ----

所属 得点（12G）
学校対抗
ポイント

千葉県 2510251025102510 15151515

東京都 2475247524752475 ----

神奈川県 2469246924692469 9999

女子２人チーム戦

千葉県 2502250225022502 ----

千葉県 2438243824382438 21212121

神奈川県 2415241524152415 ----

東京都 2385238523852385 15151515

----

山梨県 2302230223022302 ----

学校名 学校名

東京都 2341234123412341

男子個人戦 男子個人総合

日本大学高等学校 県立横浜南陵高等学校

県立横須賀工業高等学校 県立横須賀工業高等学校

横浜高等学校 日本大学高等学校

県立横浜南陵高等学校 明星学園高等学校

明星学園高等学校 新名学園旭丘高等学校

新名学園旭丘高等学校 県立神奈川総合産業高等学校

堀越高等学校 堀越高等学校

女子個人戦 女子個人総合

学校名 学校名

堀越高等学校 柏市立柏高等学校

堀越高等学校 県立新栄高等学校

得点

県立新栄高等学校 千葉明徳高等学校

千葉明徳高等学校 堀越高等学校

千葉明徳高等学校 千葉明徳高等学校

男子個人Ｈ/Ｇ･Ｈ/Ｓ 女子個人Ｈ/Ｇ･Ｈ/Ｓ

学校名 得点 学校名

千葉明徳高等学校 758758758758 柏市立柏高等学校 717717717717

県立横須賀工業高等学校 279279279279 堀越高等学校 289289289289


