
〈男子個人戦・予選結果/1位 トーすメント結果〉
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吉沢・山口 (三 陽)

金丸・福岡 (隅 田)

池田・山崎  (芳 野)

林・福嶋  (志貴野)

佐藤大°佐藤光(干 田)

南手・土居  (芝 原)

神代・焼田 (小 杉)

小林・杉澤  (大 治)

前吉 0中嶋  (板 津)

大屋・清水  (鵜 川)

船木・森田 (滑 川)

南舘・森田 (吉 岡)

宮田・吉丼  (大沢野)

星野・早川  (燕中等)

西田・麻生  (御 祓)

藤堂・田嶋 (明 道)

丸山・寺田 (伏 木)

池田・坊上  (東 陽)

吉田・杉山 (精華西)

池田・田又  (入 善)

家倉・清水  (松 陵)

ス保元・澤田 (粟 津)

田□・山本  (御 祓)

長田・中嶋  (福 野)

岩暗 0藤田 (城 端 )

志田・伊藤  (見附西)

遠山・小倉  (揖斐川)

大野・二谷  (氷見北)

大同・居関 (粟 野)

羽田・野崎  (杉 戸)

田谷・増谷  (穴 水)

齊藤・山本  (早 月)

大不□田・平林 (松 川)

籠・山腰  (丸 岡)

宮村・川上 (南 星)

森・中西  (隅 田)

澤崎・中村  (武生三)

岩澤・平沢  (宮 内)

金谷・浦島 (早 月)

高崎・不□矢□ (西郷―)

西野・波塚  (干 田)

山田丈・山田斗(庄 西)

初田・上野  (大 治)

落含・高  (穴 水)

中原・田中  (小 杉)

島峯・木宮  (宮 内)

常林坊・標穀 (東 陽)

新保 0野村  (南 星)

太田・小池  (松 川)

桐丼・辻  (大沢野)

谷□・三浦  (芝 原)

松本 0柿島  (御 祓)

岩暗・上見  (城 端)

橋本・溝端  (隅 田)

林・赤木  (気 比)

水元介・水元矢(福 野)

ス保田・小柳 (揖斐川)

田畑・中島  (松 陵)

谷畑・大石  (氷見北)

堀川・渋谷  (板 津)

上西・白石  (榛 松)

谷□・羽柴  (丸 岡)

日詰・杉本  (汚 野)

廣川・鈴木  (燕中等)

丼阪・助田 (隅 田)

田中・米山 (志貴野)

奥村・前田 (滑 川)

田元・児島  (精華西)

矢部・ス保田 (杉 戸)

國松健・國松紅(千 田)

牧野 0横山 (志貴野)

革野・伊吹  (長浜西)

伊藤・羽岡 (高 陵)

小林・室谷  (穴 水)

出水・磯野  (粟 津)

西丼・山田俊 (庄 西)

角方・加藤  (武生三)

宮崎・清水  (吉 岡)

川畑・佐藤  (入 善)

松本・太田 (三 陽)

田之□・山野 (見附西)
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吉田・三木  (粟 津)

佐藤・吉丼  (宮 内)

山田・川村  (汚 野)

竹谷 0船木  (滑 川)

吉田・柴田 (丸 岡)

新丼・小平  (三 陽)

吉田・関戸  (板 津)

芝崎・成追  (榛 松)

山田・加藤  (明 道)

藤丼・濱岡 (松 陵)

田中・三階堂 (隅 田)

大槻・後藤  (西郷一)

立木・渡邊  (揖斐川)

山口・畠山 (御 祓)

船田・大場  (杉 戸)

平林・牧野  (松 川)

山本 0牧野  (武生三)

新村・石坂  (早 月)

大澤・福田 (吉 岡)

吉田・石村  (粟 津)

田開・高瀬  (芳 野)

福尾・脇山 (志貴野)

清水 O IX8中  (松 陵)

関・水内  (干 田)

村田・新丼  (芝 原)

中谷・般若  (南 星)

浦東・向丼  (矢 渕)

滝澤・中村  (三 陽)

高木・菊田 (板 津)

菅沼 0前坂  (庄 西)

川本 。中尾  (氷見北)

高宮・浅田 (鵜 川)

福澤・北山 (丸 岡)

山崎・吉田 (小 杉)

田之□・石黒 (見附西)

森田・鈴木  (精華西)

近藤・船田 (杉 戸)

大乗・桜丼  (伏 木)

堀・大野  (大沢野)

田村・楠原  (隅 田)

村田・佐々丼 (板 津)

高月 0竹谷  (滑 川)

早川・谷村  (城 端)

石黒・堀  (燕中等)

小山・飯村  (西郷―)

高橋・高木  (武生三)

竹田・安丼  (粟 津)

新谷 。新木  (穴 水)

遠藤・野田 (宮 内)

三村・河含 (気比粟野)

西里・長  (榛 松)

上坂・脇坂  (早 月)

橋本周・橋本瑞(明 道)

河村・榊間 (大 治)

花田・永原  (入 善)

岡崎・中  (東 陽)

西村・藤森 (長北びわ)

島田・寺尾  (御 祓)

柴田・中谷  (南 星)

西村・梅島 (福 野)
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浜島・安丼  (大 治)

水谷 。東和田 (庄 西)

里見・杉山 (大沢野)

屋敷・杉本  (伏 木)

佐藤・勝野  (干 田)

柳岡・山□ (吉 岡)

玉置・小西  (矢 渕)

中谷・山下 (芝 原)

北川・川原  (志貴野)

附

④ 56 島田・寺尾 (御識)


