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男子シングルス（1）

1内田悠太㊥（市立船橋）

2北村駁撃⑱（千葉日大－）

3大事醇肪蓋の（菜園台）

4阿部購癌㊥伯太習志野）

5同山遜介⑲（船橋）

6橋本陛㊥（船橋東）

7滴水一輝②（船橋啓開）

8小淳直也⑲（鎌ヶ谷）

9在原直哉⑪〈学飽船橋）

幽光平⑪（船栃啓明）

11讃谷架縮②（船橋二和）

12加越之偉㊧（末葉〉

13鼻塵イチ〇一⑫㈱橋重富）

14尾形俊蒐⑦（鎌ヶ谷）

1占坂暁光亮⑪（楽団台）

16的田劇壇⑩（船橋）

17鹿本蝕大㊧（船橋芝山）

18阿井誇樹⑪（日大習志野）

19牲本番宏③（千葉日大一〉
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繕合体育大全線9地区大会予選
平成27年3月26日
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古作伊織③（千葉日大－）20

石井大富⑰（菜園台〉　　　21

聖二生霊竿“鰻o盲r

寺請ここニー詰「　雛直井・

細繊太㊧〈船橋東）　　独

日下輝馬⑪〈触橋曙関）　26

貴山型聖上里。竺圭筆書がDEF

酋四位善②”（千葉日大－）27

倉沢睦の〈鎌ヶ谷）　　雑

寺島武志②（鎌ヶ谷西）　29

覆選雄大㊥（白井〉　　　30

藤田光②㈱　　　31

鈴木憧平⑪（船橋芝山）　32

鳳谷験⑪（千葉日大÷）33

佐藤大前①（船橋啓呪〉　34

高黛雅人㊥（菜園台）　　的

三瓶大陸⑫伯太習曲劫　36

窟鵡佳肴⑨（船橋二和）　37

重職大雄④（船橋法典〉　38

織田泰成⑪脱脂啓開）
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男子シングルス（2）

40熊谷悠汰③（市立

41田平渉借②（京菜

42楊嗣哀③（千葉

43中村大成③（船橋

44羽矢奔笑②（鎌ヶ谷

45片岡昌彦③（薬園

46江披戸大仰①（船橋

47鈴木勇人④（鎌ヶ谷

48志村翼③（日大

49接遇儀介③（薬園

50大根智祐②（日大

51泉田航輝③（船締

52蛭田　遼③（船橋

53嘗概太郎②（船橋

54杉山悌太③（白井

55谷　清②（千葉

56新藤裕太②（船絹

57原大智②（薬園

58石井克典③（学館
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村山筆太②（吉和釜〉　　　59

日下部立構②（船橋啓明）　60

市村偉大③（千葉日大一）61

村山大介③（船橋東）　　62

小池直樹③（船橋）　　　63

捻田嶋一部③（薬園台）　　64

日次広樹③（昏火習志野）65

中山涼太③（千葉日大－〉　66

概藤拓巳②（船橋二和）　67

岡村朗報②（鎌ヶ谷西〉　　68

阿部奨吾②鎌ヶ谷）　　69

西井悠其②（船橋）　　　70

小島朋己②（白井）　　　71

三儒正数③（薬園台）　　72

栗本渚生②（京葉）　　　73

小原智庫④（船橋芝山〉　　74

億本充筒③船橋溶明）　75

栗原賞②（千葉日大－）76

大坪健太③（市立船橋）　77
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15－03－26；0年14P町干鶏立鎌ヶ谷高等部

男子シングルスく3）

78箪龍雄火①（日大

79嶋崎堆簡⑪（千葉

80調査良明②（鎌ケ

81中里触膳⑫〈船綿

82臆塚原㊥（巡団

小汚亮太①（船橋

84勝村拙汰②（船橋

85新田調②（船橋

86笹川雌廿③（鎌

87龍谷魁人③〈梵

88柳生⑪（白

89椎網佑也①（船橋

90鱒測提⑪（碕

91IH中寛之⑪（船

92枚春日皿⑧（市

93竹内唾夢⑭（千葉

94小公氷人㊥（学

95土庄舶鰍②（船

96大息曲人⑭（日
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両件糊大㊥（諒闇台〉　　　98

近聾劫火庫の〈鱗ケ谷西）　99

棉不知也②（船橋二和）100

小鬼孤二間㊥（千熊日大一〉iOI

疋職住火⑦（船橋蛇〉　102

押付和欠⑩〈船橋）　　103

大村昂太②（日大習悪魔）104

中嶋拓責⑭（薬的台）　105

杉印紙勧㊥（船橋啓開）106

山中押入⑪〈日大習志野）107

龍辺励騨③（千葉日大一）108

棚川井也②〈鯛啓明）109

向山筒状の〈船価揚宙）110

土儀陣妃②〈船舶北〉　111

倉石悠平⑪（薬園台）　112

宮川　歩②〈典薬〉　　113

加蔵遼①（船橋芝山）114

岩出鮪⑨（千葉日大－〉115

坂口カ棚㊥〈鎌ヶ谷）　116
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．15－03－2間口40PM浮葉馳鮪茄等轍

男子シングルス（O

tl†大賞（二世白（宙和種）

llit瀞碕壮中旬】（日大団浩野〉

119飴ホ拓哉由（雑聞古〉

1調性帝〉白め（鯨飽

12し今野雛二⑪〈船橋藷明〉

122愉耽柘壁画（船哺豊川〉

1納天晴牧山②（脱腸離間〉

1親飴ホ悠太く②〈鰊ケ谷）

は5常田桐山的十干鵬日大一）

126森畑過賞〈卦（市立船鵬）

1271川前増山⑪（船橋垂）

“128・i抽欄湖憎く船橋幽朝〉

129社有1細事⑨〈日大謝意野）

し30布山的再Ia（白描）

1日鞠棚　痛①（千蝶剛太一）

l混鵬時夫池亀I（餓ケ谷間）

i諏鵬　舶来⑭（船峨〉

l封日嗣1時大嶋）（千聴日大一）

l肺‖Il的I畔瞥㊤（離間台）

l描臓和楽潟喜一〈船俄：lヒ）

同474634082
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樹冊馴纏〉（船陥啓明）1・lT

飴本朝大賞（船態二伸）I柏

漉洩鞘厭導く鎌ヶ谷西〉　冊）

押帝大押倒（日大常駐拍手）l抑
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2015　03／26　THU13：04　FAX O47　449　6737　千葉県立船橋二和高等学校

男子シングルス（5）

q56土間裕賞③（東楽〉

157遊佐誠②（日大習志野）

158柴山和樹②媒囲台）ptギ

・159．杜和晃③（千葉日大一）

・169組態崇紘⑧（白井）

‘161野中探鳥③（船橋）

ね62鳥畑勇人②鯛啓明）

’、“163輝本直也②鎌ヶ谷西）

，ノ　164松元裕介③（船橋二和）

465平川洋好②（鎌ヶ谷）

鮮少白熊達也③（市立船橋）

轟沈鵬勅鶴橋東）

毎滋岡鐸②簾図台）

㊨棚修也②船橋啓明〉

布0“淘野裕膳③（千葉日大一）
ヽヤー●′

171．萌狩素人③（船橋啓開）

珂呼野瓢⑧船橋芝山）

173粛触‖匠②（学飽船橋）

174松永康汰③（日大習志野）

絶食体育大会籍9地区大会予選
平成27年3月26日
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小林健太③（船橋醇明）

囲002／002

石川大地②（船橋〉　　176

津金大農③（千葉日大一）177

三上広夢③（鎌ヶ谷）　178

鈴木腺介③（市立船橋）179

波蝕②（。大智務）180D阜戸

棚樹②（吉和釜）181悌亭

測I肌大部⑪（千葉日大一）182

大竹将生②（薬園台〉　183

池田腺③（船橋‡め　184

三馴彊拓爽ゐ（日大習志野）185

猟部費吾④（東葉〉　　186

田中紅絹③（船橋啓開）．187

団居源②（薬園台）　188

米川溌乎④〈鎌ヶ谷）　189

石渡智彦③（船橋東）　190

尾形直哉②（船橋芝山）191●

佐藤嫌太②鯛）　　192

関野先哲②（千葉日大－）193

小曲棚耽太②（白井）　　194



男子シングルスの）

95堀切順平③（船橋

196豊田魁里③（船橋啓明）

1－97石神貴大憾）（千葉日大一）

198青柳和真③（船橋東）

199鈴木年輩②（白井）

200橋口夢夢③（船橋法典）

201伊藤健晋②（薬園台）

202市原大幹⑤（京葉）

203守屋亮平②（日大習志野）

204中野徹平③（鎌ヶ谷）

薄や05堀江章太郎②（千葉日大一）

206三島直也②（船橋芝山）

207青山　嶺＠）（学館船橋）

208石井剛③（薬園台）

209加藤修平③（鎌ヶ谷西）

210原田進大部②（船橋啓明）

211長谷川幡生②（船橋二和）

212自足現真②（日大習志野）

213三橋　陸③（薬園台）

縫合体育大会第9地区大会予選
平成27年3月26日

195－232フクダ教子

大森真斗⑧（鎌ヶ谷西）　214

浅山娩太②（薬園台）　215

太田涼介②（日大習志野）216

清水遼裕②（船橋）　　』ユ

桑原朋矢②（千葉日大一）218

佐藤匠③（船橋豊富）219

佐藤孝一（⑨（船橋啓明）　220

石井翔大（③（千葉日大一）221

中養母大祐②（船橋二和）　222

中井胱貴②（船橋芝山）

栗田拓実⑧（鎌ヶ谷）　　224

鈴木姪太②（船橋東）　225

坂山麓典②（薬園台）　226

幸野替太③（京葉）　　227

島後雄也②（船橋啓明）　228

坪田海斗②（船橋北）　229

池田魁杜（②（船橋）　　　230

丸山瑞貴②（千葉日大一）231

芦田　仁③（市立船橋）　232



1…3－27申：30P町干葉粒鎌ヶ谷講轍

男子シングルス（7）

233火上雅史⑪〈鎌ヶ谷）

234庸雄歳入②（船橋〉

235水中慎也⑪く船脚D晦R

236中川智締⑪（千葉日大一）

237伊臓性葉⑪（楽園台）

238屠場疲太⑭〈船橋二和）

239千抑…布のく日大習志野）

240伊丹蛾①（船橋芝山）

241青柳臨斗⑪（船橋啓明）

242石開拓己⑪（市立船価）

243競町剛志⑪（船稲啓開）

244非」こ新出②〈船舶法典〉

245武田耽之⑪〈楽曲台）

246三愉串柿⑪（船橋）

247押隠実相の（鎌ヶ谷）

248秋本綿貫②（鎌ヶ谷西）

249樹出擾買⑭〈船舶癖）

250稲田緋太⑪〈日大胃癌野〉

251竹松真玉⑪（千葉日大－〉

総合体育大会第9地区大会予選
平成27年如26，27日

252－270船橋豊富（26日）
233－251鎌ヶ谷（27日）
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