
男子団体戦

1君 津（千 葉） 緑 岡（茨 城）170 2
三上・石渡 ０－④ 山本・君島 佐川・宮城 ④－０ 中村・奥野
小野・石塚 １－④ 本城・福島 金澤・佐藤 ３－④ 山田・諸星2 0
斉藤・渡部 ０－④ 渡辺・星 千葉・岡野 ④－２ 齋藤・養田

2三 島（栃 木） 藤 岡 西（群 馬）183 1
山本・君島 ④－１ 小川・村上 佐川・宮城 ２－④ 足立・田端
本城・福島 ④－２ 荒川・山本 金澤・亀山 ０－④ 髙荷・浅見2 2
渡辺・星 － 佐々木・高橋 千葉・岡野 － 福島・金井

3 （埼 玉） 佐 野 西（栃 木）19玉 井 2 1
小川・村上 ２－④ 石上 ・西 森田・笹野 ０－④ 足立・田端
荒川・山本 ④－２ 野口 ・原 君島・北村 ④－３ 髙荷・浅見0 2
佐々木・高橋 ④－３ 小比賀・相原 塚田・山口 １－④ 福島・金井

4青梅第三（東 京） （埼 玉）201 2 本 庄 南
山本・君島 ④－３ 尾上・佐藤 足立・田端 ④－１ 内田・秋山
本城・福島 ④－３ 伊東・松井 髙荷・浅見 ０－④ 前田・伊藤2 0
渡辺・星 － 伊藤・吉野 福島・金井 ④－２ 三澤・八木森

5殖 蓮（群 馬） 衣 笠（神奈川）210 1
石原・木村春 ２－④ 尾上・佐藤 大島・岡田 １－④ 鈴木・秋山
木村優・村松 １－④ 伊東・松井 馬賀・菅原 ④－３ 前田・伊藤2 2
吉田・齋藤 １－④ 伊藤・吉野 勝亦・麻田 １－④ 三澤・八木森

6大 磯（神奈川） 横 芝（千 葉）223 2
伊東・松井 ④－２ 川村・長島 鈴木・秋山 １－④ 飯田・井村
尾上・佐藤 ④－３ 小林寛・小林和 前田・伊藤 ④－３ 関口・中山0 1
伊藤・吉野 － 本沢・宮下 三澤・八木森 ④－０ 田中・永田

7下 館（茨 城） 双 葉（山 梨）230 1
早瀬・外山 ３－④ 小林寛・小林和 豊嶋・歌田 １－④ 田中・永田
大和田・森山 ２－④ 川村・長島 横室・日向 １－④ 関口・中山0 1若松・杉山 ２－④ 本沢・宮下 保坂・石川 ④－３ 飯田・井村

8西 桂（山 梨） 清明学園（東 京）243 2
山本・君島 ２－④ 宮野・清水 髙荷・浅見 ０－④ 中島・石川2 0
本城・福島 ④－０ 髙橋・浅井 足立・田端 － 吉田・小野
渡辺・星 ④－１ 大竹・北﨑 福島・金井 ０－④ 田島・清水

9北 陽（神奈川） 赤 堀（群 馬）251 3
広瀬・田中 ３－④ 大竹・北﨑 加藤・織田 ④－３ 南雲・田中
吉田・内田 ２－④ 宮野・清水 齋藤・菅谷 ④－３ 髙島・佐藤2 1
三上・福島 ④－１ 小倉・浅井 関川・坂元 ④－０ 福島・石川

10大 栄（千 葉） 文 命（神奈川）262 0
宮野・清水 ④－０ 荻原・川俣 齋藤・菅谷 ④－２ 平山・小川
小倉・浅井 ２－④ 野口・蒔田 加藤・織田 １－④ 木川・佐々木2 1
大竹・北﨑 ④－３ 岩上・海老原 関川・坂元 ２－④ 木野・並木

11子 持（群 馬） 志 茂 田（東 京）271 1
岩﨑・長壁 ④－０ 荻原・川俣 青木・鈴木 ④－０ 平山・小川
狩野・篠塚 ０－④ 野口・蒔田 添田・水野 １－④ 木川・佐々木1 2
斉藤・桑原 １－④ 岩上・海老原 片岡・本橋 ０－④ 木野・並木

12南 河 内（栃 木） 多 古（千 葉）282 2
髙橋・浅井 ④－１ 春山・角田 平山・小川 ④－３ 吉田・小野
宮野・清水 ④－２ 鯨井・南川 木川・佐々木 ０－④ 中島・石川1 2大竹・北﨑 － 田口・斉藤 木野・並木 ３－④ 田嶋・清水

13鉾 田 南（茨 城） 石 和（山 梨）292 1
浅野・中島 ④－０ 大塚・原島 中山・斉藤 ④－２ 今岡・国吉
吉田・石澤 ０－④ 小野・三国谷 杉田・大林 ０－④ 室井・小泉0 0石﨑・東野 ④－３ 秋山・石渡 野沢・徳田 ２－④ 綱川・大貫

14玉 幡（山 梨） 十 王（茨 城）301 2
飯塚・石澤 ０－④ 鯨井・南川 佐藤・樫村 ０－④ 吉田・小野
浅野・中島 ０－④ 田口・斉藤 綱川・小泉 １－④ 中島・石川0 2
石﨑・東野 － 春山・角田 室井・大貫 － 田嶋・清水

15向 原（東 京） 小 川 東（埼 玉）311 2
山田・太田 ０－④ 田口・斉藤 中島・石川 ④－１ 松本・富山
小林・日下 １－④ 鯨井・南川 吉田・小野 ④－１ 舩山・田﨑2 2
松田・江口 ④－２ 春山・角田 田嶋・清水 １－④ 阿部・鍛冶

16 （埼 玉） 若 松 原（栃 木）32榛 松 2 1
※ は全国大会出場

《決 勝 戦》 《代表決定戦》
２ 三 島(栃 木) ②－０ 31小川東(埼 玉) 10大 栄(千 葉) ０－② 20本庄南(埼 玉)

本城・福島 ④－０ 吉田・小野 高橋・清水 １－④ 足立・田端
山本・君島 － 中島・石川 大竹・北﨑 － 髙荷・浅見
渡辺・星 ④－２ 田嶋・清水 宮野・浅井 ０－④ 福島・金井


