
学校対抗戦（男子） 学校対抗戦（女子）

順位 所属 順　位 所属

優　勝 千葉県 優　勝 神奈川県

準優勝 神奈川県 準優勝 群馬県

第３位 東京都

順位 チーム名 選手名

優　勝 神奈川メイクA 木村　光希 浅見　駿介

準優勝 千葉商大付属 内野　　稔 佐藤　滉介

第３位 埼玉メイクA 吉原　正明 島村　侑真

第４位 栃木メイクA 人見　皇己 松野　煌生

第５位 群馬メイクA 久保田柊志 清水　嵐太

第６位 釜利谷B 小山　捷弥 矢田部耀丞

順位 チーム名 選手名

優　勝 群馬メイクA 渡辺　希哩 近藤　眞桜

準優勝 綾瀬西高等学校 崎山　穂花 濱崎りりあ

第３位 東京メイクD 矢野　彩花 神杉　明音

第４位 神奈川メイクG 門田　媛花 川畑　優和

第５位 安中総合 多胡　和姫 石田　夏菜

第６位 埼玉メイクA 熊田菜奈海 桜井　智菜

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 群馬県 群馬県立榛名高等学校 清水　嵐太 1402 － 優　勝 神奈川県 木村　光希 3522 －

準優勝 千葉県 千葉商科大付属高等学校 佐藤　滉介 1378 7 準優勝 千葉県 佐藤　滉介 3428 7

第３位 神奈川県 湘南学院高等学校 木村　光希 1296 － 第３位 群馬県 清水　嵐太 3341 －

第４位 東京都 日体大荏原高等学校 小川　諒也 1224 5 第４位 埼玉県 吉原　正明 3313 －

第５位 東京都 大原学園高等学校 渡辺　颯太 1219 － 第５位 神奈川県 青木　大雅 3229 4

第６位 埼玉県 埼玉県立川越西高等学校 吉原　正明 1209 － 第６位 東京都 小川　諒也 3221 3

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 神奈川県 神奈川県立綾瀬西高等学校濱崎りりあ 1344 8 優　勝 神奈川県 濱崎りりあ 3365 8

準優勝 群馬県 太田市立太田高等学校 近藤　眞桜 1340 － 準優勝 東京都 矢野　彩花 3271 －

第３位 東京都 東京都立青梅総合高等学校矢野　彩花 1317 － 第３位 群馬県 渡辺　希哩 3270 －

第４位 群馬県 前橋市立前橋高等学校 渡辺　希哩 1309 － 第４位 群馬県 近藤　眞桜 3191 －

第５位 千葉県 千葉経済大学附属高等学校須藤　真海 1243 － 第５位 千葉県 須藤　真海 3003 －

第６位 神奈川県 神奈川県立鎌倉高等学校 小俣　　陽 1242 － 第６位 埼玉県 熊田菜奈海 3000 －

所属 選手名 所属 選手名

Ｈ/Ｇ 埼玉県 吉原　正明 Ｈ/Ｇ 神奈川県 川畑　優和

Ｈ/Ｓ 神奈川県 木村　光希 Ｈ/Ｓ 東京都 矢野　彩花

大 会 成 績 一 覧 表
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会場：東大和グランドボウル

学校名 ポイント 学校名 ポイント

日体大荏原高等学校 8

所属 得点（12G）
学校対抗
ポイント

神奈川県 2674 －

男子２人チーム戦

千葉商科大付属高等学校 35 県立綾瀬西高等学校 37

県立釜利谷高等学校 13 県立安中総合学園高等学校 12

栃木県 2467 －

群馬県 2449 －

千葉県 2650 21

埼玉県 2632 －

群馬県 2676 －

神奈川県 2483 21

神奈川県 2373 9

女子２人チーム戦

所属 得点（12G）
学校対抗
ポイント

群馬県 2402 12

埼玉県 2305 －

東京都 2440 －

神奈川県 2423 －

湘南学院高等学校

千葉商科大付属高等学校

県立榛名高等学校

県立川越西高等学校

県立釜利谷高等学校

日体大荏原高等学校

男子個人戦 男子個人総合

学校名 学校名

県立綾瀬西高等学校

都立青梅総合高等学校

前橋市立前橋高等学校

太田市立太田高等学校

千葉経済大学附属高等学校

細田学園高等学校

女子個人戦 女子個人総合

学校名 学校名

県立川越西高等学校 300 県立大師高等学校 289

湘南学院高等学校 790 都立青梅総合高等学校 731

男子個人Ｈ/Ｇ･Ｈ/Ｓ 女子個人Ｈ/Ｇ･Ｈ/Ｓ

学校名 得点 学校名 得点


