
順位 氏名 都道府県 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 GP

第1位 村橋 美葉 東京都 不参加 23．0 28．0 4．0 55．0

第2位 三上 欧介 北海道 10．0 12．0 20．0 不参加 42．0

第3位 岡田 章宏 東京都 14．0 15．0 不参加 12．5 41．5

第4位 タカハシ マコト 東京都 0 0 15．0 26．0 41．0

第5位 山口 祐司 宮城県 28．0 7．0 2．0 不参加 37．0

第6位 永田 喜彰 兵庫県 4．0 7．0 1．0 20．3 31．3

第7位 甲斐 和彦 東京都 6．0 不参加 15．0 9．5 30．5

第8位 堀田 隆二 栃木県 0 9．0 10．0 7．0 （決勝3回進出／決勝GP21.0）26．0

第9位 香月 裕志 福岡県 10．0 1．0 6．0 10．0 （決勝3回進出／決勝GP19.0）26．0

第10位 星野 司 東京都 20．0 1．0 0．5 3．5 24．5

第11位 豊嶋 恭子 東京都 3．0 21．0 0 不参加 24．0

第12位 三浦 脩平 宮城県 8．0 不参加 7．5 6．0 21．5

第13位 川畑 伸吾 神奈川県 5．0 不参加 4．5 10．0 19．5

第14位 樋口 拓弥 東京都 1．5 5．0 5．5 8．0 18．5

第15位 稲井田 有司 東京都 0 3．0 4．0 6．3 13．3

第16位 井上 努 東京都 13．0 不参加 不参加 0 13．0

第17位 新海 浩太郎 東京都 10．0 0 1．0 1．0 12．0

第18位 藤井 洋輔 神奈川県 0 1．5 0 7．0 8．5

第19位 大澤 紗奈 東京都 不参加 7．5 7．5

第20位 早崎 まり子 千葉県 1．5 4．0 1．5 不参加 7．0

第21位 白井 聡 福井県 1．0 5．0 0 0 6．0

第22位 増田 勝也 東京都 5．0 0 0 0 （2回戦12○3×）5．0

第23位 永井 荘一郎 埼玉県 不参加 不参加 5．0 不参加 （2回戦5○0×）5．0

第24位 山神 達也 埼玉県 不参加 0 2．0 2．5 4．5

第25位 山崎 尊 東京都 不参加 0 4．0 0．3 4．3

第26位 大橋 伸夫 大阪府 3．5 3．5

第27位 古町 みゆき 東京都 0 3．0 0 1．0 3．0

第28位 藤本 篤嗣 東京都 不参加 0 2．5 不参加 2．5

第29位 内海 尊覚 兵庫県 不参加 2．0 0 2．0

第30位 釜田 夏子 東京都 0 1．5 0 不参加 1．5

第31位 堤 暢彦 千葉県 1．0 0 不参加 不参加 1．0

第32位 志村 頼明 神奈川県 2回戦9○1×

第33位 青木 紀美江 兵庫県 不参加 2回戦9○5×

第34位 横井 良多 福島県 不参加 不参加 不参加 2回戦3○0×

第35位 武石 伊織 東京都 不参加 2回戦4○2×・1回戦合計得点14点

第36位 神 博貴 埼玉県 不参加 2回戦6○4×・1回戦合計得点13点

第37位 脇坂 賢 広島県 不参加 不参加 2回戦5○3×・1回戦合計得点8点

第38位 篠田 昌受 愛知県 不参加 不参加 不参加 2回戦1○0×・1回戦合計得点5点

第39位 羽切 克彦 千葉県 不参加 2回戦3○4×

第40位 城間 健市郎 東京都 不参加 不参加 2回戦2○5×
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