
選手名 組合 得点 選手名 組合 得点 選手名 組合 得点

優　勝 安部　記將 東京都 98.670 優　勝 竹元　大明 岡山県 98.170 優　勝 加藤　尚生 埼玉県 96.330
第２位 平田　光政 熊本県 96.170 第２位 中森　善裕 東京都 97.830 第２位 髙橋　　旬 東京都 95.330
第３位 小針　秀文 群馬県 96.000 第３位 本田　裕介 福岡県 96.830 第３位 加藤　徳晃 新潟県 95.000
敢闘賞 小針　光功 東京都 95.670 敢闘賞 千葉　達彦 東京都 95.830 敢闘賞 平川　喜康 岡山県 94.170
〃 田山　準一 茨城県 95.500 〃 井上　敦史 東京都 95.500 〃 岡　麻紀子 大阪府 94.170
〃 花本　真也 広島県 94.330 〃 小田嶋　直美 秋田県 94.500 〃 吉岡　峻作 長崎県 93.000
〃 小島　広大 広島県 94.170 〃 岡部　衣沙希 福岡県 93.500 〃 武藏　　翔 神奈川県 93.000
〃 宇田　隼風 東京都 94.170 〃 松永　信人 熊本県 93.330 〃 篠田　　隼 佐賀県 92.330

迫田　勇輔 鹿児島県 94.000 池田　光貴 熊本県 92.830 内田　健人 東京都 91.830

鮎川　真人 山口県 93.500 加々美　賢育 東京都 92.670 前車　俊輔 長崎県 91.830

楠原　正一郎鹿児島県 93.170 田中　千尋 佐賀県 92.500 木村　貴彦 秋田県 91.830

伊藤　雄介 北海道 92.000 斎藤　晃貴 神奈川県 91.670 松信　利治 東京都 91.670

渡利　勇太 北海道 92.000 久永　博司 山口県 91.670 永田　王道 鹿児島県 91.500

中村　航太 三重県 91.670 大和　　舞 千葉県 91.330 奥　　敏夫 奈良県 91.500

中舘　　俊 東京都 91.500 島津　喜至 静岡県 90.170 佐々木　魁斗 東京都 90.830

赤司　　涼 長崎県 91.500 川上　美紀 長崎県 90.170 平野　貴経 福岡県 90.330

石原　寛太 千葉県 91.170 藤枝　将也 埼玉県 90.000 弘岡　功太郎 広島県 90.330

村瀬　史朗 京都府 90.830 西　　拓実 京都府 90.000 角　　高彰 島根県 90.000

三嶋　優太 熊本県 90.500 関村　　歩 神奈川県 89.670 大西　　貴 大阪府 89.830

松井　辰矢 大阪府 90.170 西村　昌記 広島県 89.500 小林　尚幸 東京都 89.830

選手名 組合 得点 選手名 組合 得点 選手名 組合 得点

優　勝 島田　将斗 千葉県 99.500 優　勝 江島　周一 佐賀県 98.670 優　勝 田嶋　寛明 石川県 97.500
第２位 松村　勇佑 岡山県 98.830 第２位 庄司　俊也 山形県 97.670 第２位 白倉　寛也 三重県 97.170
第３位 花田　　峻 富山県 96.670 第３位 江口　昌享 福井県 95.000 第３位 佐藤　文哉 新潟県 97.170

塩野　貴大 山形県 95.500 敢闘賞 齊木　裕士 福岡県 94.670 江口　昌仁 大阪府 96.330

久村　直矢 佐賀県 95.330 〃 及川　　忠 岩手県 93.670 高嶋　博亮 京都府 95.170

藤田　大貴 大阪府 94.670 〃 花本　茂喜 広島県 93.330 濱田　将輝 鹿児島県 95.170

北沢　美砂 大阪府 94.170 福江　成江 香川県 93.170 長谷川　宙貴 山形県 94.830

後藤　誠由 大分県 93.830 山﨑　鎮永 香川県 93.000 西澤　伊織 東京都 93.670

諸橋　亜由美 栃木県 93.170 宮本　慶二 長崎県 93.000 河野　楓実 福岡県 93.330

渡辺　帆南 宮城県 92.500 川上　一之 福島県 93.000 久永　秀成 山口県 93.330

（注）得点は各部門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。

　※内閣総理大臣賞は、第１部門優勝の安部　記將選手と第２部門優勝の竹元　大明選手に、
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　　経済産業大臣賞は、第３部門優勝の加藤　尚生選手に贈られました。
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