
順位

選手名 組合 得点 選手名 組合 得点 選手名 組合 得点 選手名 組合 得点

優勝 近　　和徳 新潟県 99.670 山崎　伸司 大阪府 97.170 西村克彦 長崎県 99.500 當間　美樹 沖縄県 99.170

第２位 若林　　豪 東京都 98.670 丸山　一樹 東京都 96.500 高橋　淳哉 大阪府 97.000 大森　隆司 京都府 95.500

第３位 中本　欽也 大阪府 97.500 西川　和克 神奈川県 95.500 大山　英行 茨城県 96.330 金城　光太 沖縄県 94.830

敢闘賞 濱野　雄一 東京都 96.000 木下　雄介 埼玉県 95.170 柘植　昌希 愛知県 95.830 山﨑　　桂 東京都 94.830

〃 馬場　　勝 　〃 95.000 岡原　伸明 大阪府 94.830 川越　　剛 東京都 94.670 石川　豊和 山口県 94.830

〃 篠﨑　友紀 茨城県 94.830 武藤　　優 千葉県 94.170 松原　智哉 兵庫県 94.170 浅利　義明 高知県 94.500

〃 坂元　久文 福岡県 94.670 竹井　孝志 大阪府 94.170 切林　翔太 大阪府 94.170 佐藤　克也 鹿児島県 94.170

〃 柳　　　暢 兵庫県 94.670 加納　壱世 東京都 94.000 山川　貴史 京都府 93.830 前田　幸保 大阪府 93.830

安藤　繁樹 北海道 94.170 足達　一生 神奈川県 93.500 加藤　　進 広島県 93.170 中村　　浩 　〃 93.500

藤井　康智 福岡県 93.830 天満　康浩 石川県 92.500 片岡　天平 大阪府 93.000 浅山　靖彦 　〃 93.330

田中　猛志 大阪府 93.170 小栗　達哉 東京都 92.500 中ノ神敬太 福岡県 92.830 小泉　幸子 東京都 93.000

浅野　信一 埼玉県 92.830 友部　貴之 　〃 92.330 醍醐　修一 千葉県 92.670 金子　幸義 長崎県 93.000

今出　貴宏 三重県 92.830 湊　　樹理 岩手県 92.170 菅　久美子 愛知県 92.330 梅津　俊樹 滋賀県 92.830

旭　　隆正 石川県 92.670 桑原　秀司 東京都 92.170 吉田　政美 富山県 92.170 上原　正裕 東京都 92.500

山本　達也 岡山県 92.000 山田　英哉 大阪府 92.000 堀込　誠一 群馬県 91.830 奥　　敏夫 奈良県 92.330

竹部　将光 富山県 92.000 西関　　誠 兵庫県 91.670 今西　慎司 奈良県 91.830 草刈　大輔 福島県 92.000

浅井　伴美 愛知県 91.330 宇佐川竜也 山口県 91.670 藤田　敏彰 福井県 91.500 照井　貴広 岩手県 92.000

川路　保子 　〃 91.330 小谷　　進 岡山県 91.000 上沖　文則 福岡県 91.170 塚原　祐宏 兵庫県 91.500

佐々木雅裕 秋田県 91.170 吉田　光範 京都府 90.830 東　　幸範 北海道 91.170 宇佐見昇吾 埼玉県 91.500

今西　順司 奈良県 90.830 前田　穂高 兵庫県 90.500 石井　康雄 滋賀県 91.000 佐々木貴保 東京都 91.170

選手名 組合 得点　

入賞 古川絵里奈 福岡県 93.500

〃 花森　美子 富山県 93.500

〃 倉重　勝憲 山口県 93.000

〃 中原　義人 北海道 92.500

〃 間宮　　彩 東京都 92.000

斉藤　真弓 富山県 92.000

藤川　幸子 広島県 92.000

新美　直子 愛知県 91.500

林　　芳江 石川県 91.500

久保さかえ 福井県 89.500

（注）得点は各部門とも１００点満点。同点による順位決定は、大会規定に基づき審査委員長が行いました。
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