
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 優　勝 神奈川

準優勝 東　京 準優勝 千　葉

第３位 山　梨 第３位 東　京

順位

優　勝

準優勝

第３位

第４位

第５位

第６位

順位

優　勝

準優勝

第３位

第４位

第５位

第６位

順位 所属 選手名 得点
学校対抗
ポイント 順位 所属 選手名 得点

学校対抗
ポイント

優　勝 神奈川 澤田　　航 1,294 8 優　勝 東　京 堀口　大介 3,102 8

準優勝 山　梨 石川　英樹 1,206 7 準優勝 東　京 北原　大廉 3,014 7

第３位 神奈川 大谷　義紀 1,192 6 第３位 茨　城 山本　優介 2,971 6

第４位 東　京 北原　大廉 1,192 5 第４位 栃　木 小林　龍一 2,968 5

第５位 埼　玉 渡邉　玲史 1,189 4 第５位 山　梨 石川　英樹 2,964 4

第６位 栃　木 小林　　毅 1,187 3 第６位 東　京 田中 大志郎 2,955 3

女子個人戦 女子個人総合

順位 所属 選手名 得点
学校対抗
ポイント 順位 所属 選手名 得点

学校対抗
ポイント

優　勝 千　葉 向谷　美咲 1,244 8 優　勝 千　葉 向谷　美咲 3,206 8

準優勝 神奈川 佐藤　悠里 1,228 7 準優勝 神奈川 佐藤　悠里 2,918 7

第３位 東　京 大嶋　有香 1,189 6 第３位 神奈川 奥　由佳利 2,878 6

第４位 東　京 佐藤　喜美 1,150 5 第４位 山　梨 伊藤　明里 2,785 5

第５位 茨　城 峰尾　夏海 1,136 4 第５位 千　葉 秋葉 絵里香 2,771 4

第６位 神奈川 小池　真理 1,097 3 第６位 東　京 箕輪　加奈 2,750 3

所属 選手名 所属 選手名

Ｈ/Ｇ 東　京 堀口　大介 Ｈ/Ｇ 東　京 大嶋　有香

Ｈ/Ｓ 神奈川 澤田　　航 Ｈ/Ｓ 東　京 大嶋　有香 676

学校名 得点

堀越高等学校 279 堀越高等学校 269

学校名

星槎国際高等学校 697 堀越高等学校

日体荏原高等学校

堀越高等学校

茨城県立高萩高等学校 二松学舎大学付属沼南高等学校

神奈川県立横浜南陵高等学校 神奈川県立横浜南陵高等学校

堀越高等学校 神奈川県立横浜南陵高等学校

神奈川県立横浜南陵高等学校 茨城県立土浦第三高等学校

専修大学付属高等学校 文星芸術大学付属高等学校

星槎国際高等学校 堀越高等学校

山梨県立甲府第一高等学校 専修大学付属高等学校

渡辺 けあき　 粕谷 日香里 1,989

学校名 学校名

15

神奈川 メイク神奈川 曲渕 麻里花　 渡辺　寛子

2,127

2,011

東　京 堀越高等学校 大嶋　有香　　箕輪　加奈

2,153

21

山　梨 メイク山梨 伊藤　明里　　伊藤　愛莉

神奈川 神奈川県立横浜南陵高等学校 佐藤　悠里　　奥　由佳利 2,245

得点
学校対抗
ポイント

千　葉 千葉明徳高等学校 向谷　美咲　　福井　雪乃 2,343 24

所属 チーム名 選手名

メイク神奈川Ａ

女子２人チーム戦

千　葉 メイク千葉Ａ 大橋　優太　　吉野　浩章

武野　瑞紀　　鳥居　　篤

千　葉 千葉明徳高等学校 吉野　貴宣　　木村　拓哉

学校対抗
ポイント

東　京 メイク東京Ａ 堀口　大介　　田中 大志郎 2,602

40

山梨県立甲府第一高等学校 11 堀越高等学校 24

第８回大会 平成21年6月6日(土)～7日(日)

会場：宇都宮ゴールドレーン

学校名 ポイント 学校名 ポイント

2,345

12 千葉明徳高等学校

所属 チーム名 選手名 得点

千　葉 メーク千葉Ｂ

大 会 成 績 一 覧 表

千葉明徳高等学校 18 神奈川県立横浜南陵高等学校 41

男子２人チーム戦

2,385

2,345 18

専修大学附属高等学校

神奈川 萩尾　和海　　望月　大士

2,328山　梨 メイク山梨 石川　英樹　　伊藤　崇亨

2,338

学校名 得点

埼玉県立大宮工業高等学校 山梨県立甲府第一高等学校

山梨県立石和高等学校

栃木県立栃木高等学校 東京都立富士高等学校

学校名

千葉明徳高等学校 千葉明徳高等学校

9

女子個人Ｈ/Ｇ･Ｈ/Ｓ

湘南学院高等学校

男子個人Ｈ/Ｇ･Ｈ/Ｓ

男子個人戦 男子個人総合

栃　木 宇都宮短期大学附属高等学校


