横須賀市民大会（高校の部）

平成２８年８月２４日 横須賀アリーナ

男子シングルス－１
伊藤 優介 （県立横須賀）

杉崎 正通 （逗子開成）

16

矢 沢 陸 （県立海洋科学）

64

村井 優哉 （県立逗子）

72

井口 悠甫 （県立追浜）

1

志村 美博 （横須賀学院）

17

大 庭 遼 （県立逗子）

96

佐藤 力庸 （県立追浜）

100

三輪 啓伍 （横須賀学院）

2

福田 直樹 （三浦学苑）

18

田中 信幸 （湘南学院）

65

西内 太一 （県立横須賀）

73

川 島 潮 （市立横須賀総合）

3

福岡 柊太 （湘南学院）

19

杉田 康平 （逗子開成）

112

土屋 将志 （県立横須賀工業）

114

牧野 航也 （逗子開成）

4

山 田 周 （県立追浜）

20

安部 智也 （県立逗葉）

66

坂本 真人 （県立逗葉）

74

松田 竜平 （県立横須賀）

5

西田 芳樹 （県立横須賀大津）

21

臼井 俊理 （県立追浜）

97

川下 優稀 （県立海洋科学）

101

進藤 匡貴 （三浦学苑）

6

重 原 雅 （県立横須賀）

22

河治 聖也 （県立横須賀大津）

67

中井 俊輔 （逗子開成）

75

片 山 光 （県立逗子）

7

小 杉 航 （県立津久井浜）

23
120

青木 太一 （三浦学苑）

髙 橋 克 （逗子開成）

121
124

安藤 太一 （県立横須賀）

8

石川 祥大 （県立追浜）

24

高原 義仁 （三浦学苑）

68

澤田 拓哉 （県立横須賀）

76

丸山 裕世 （湘南学院）

9

徳永 逸希 （湘南学院）

25

千 葉 光 （県立横須賀大津）

98

吉 川 諒 （県立逗子）

102

別所 大誠 （逗子開成）

10

立川 峻輔 （横須賀学院）

26

田 中 源 （県立追浜）

69

森 本 翼 （逗子開成）

77

辻 直 樹 （県立逗葉）

11

八釣 颯馬 （市立横須賀総合）

27

平賀 瞳弥 （三浦学苑）

113

飯室 奎汰 （県立逗葉）

115

椿 直 也 （県立逗子）

12

西口 智久 （県立逗子）

28

今野 洋明 （県立横須賀）

70

齋藤 温貴 （三浦学苑）

78

一杉 昂樹 （逗子開成）

13

村 上 昌 （県立海洋科学）

29

保江 雄太 （横須賀学院）

99

伊藤 裕生 （県立横須賀）

103

脇保 洸希 （県立横須賀大津）

14

風間 創太 （逗子開成）

30

佐々木 来和 （市立横須賀総合）

71

松本 碧透 （県立横須賀大津）

79

金子 颯太郎 （県立海洋科学）

15

柳澤 昂斗 （県立追浜）

31

浅 野 開 （県立追浜）
決勝戦
126

横須賀市民大会（高校の部）

平成２８年８月２４日 横須賀アリーナ

男子シングルス－２
東城 伸哉 （三浦学苑）

鎌田 修平 （逗子開成）
32

48

高田 明人夢 （県立海洋科学）

梅村 陽輝 （県立横須賀工業）
80

88

松石 拓磨 （県立横須賀）

山 下 翼 （県立逗葉）
33

49

伴 直 輝 （県立追浜）

富永 泰知 （県立追浜）
104

108

山下 泰輝 （逗子開成）

石山 聡一郎 （市立横須賀総合）
34

50

梅原 有生 （県立逗子）

小林 晃生 （県立横須賀）
81

89

相川 優哉 （県立横須賀大津）

倉 本 龍 （県立横須賀大津）
35

51

宮間 健太 （県立津久井浜）

溝口 広太 （県立海洋科学）
116

118

青木 祐輔 （市立横須賀総合）

松本 大輝 （県立逗子）
36

52

石川 皓大 （県立追浜）

塩沢 宙太 （県立横須賀）
82

90

井窪 竜也 （県立横須賀）

鈴木 悠太 （逗子開成）
37

53

川波 諒典 （逗子開成）

齋藤 竜輝 （湘南学院）
105

109

星 凜太郎 （県立逗子）

田守 瀬大 （横須賀学院）
38

54

八 巻 蒼 （県立横須賀）

伊吹 将太朗 （県立追浜）
83

91

田中 龍祐 （湘南学院）

小林 哲平 （県立横須賀大津）
39

55

赤木 恒心 （横須賀学院）

酒井 蓮斗 （三浦学苑）
122

123
125

秋山 達哉 （湘南学院）

伊藤 英輝 （県立逗子）

40

56

加藤 智也 （県立追浜）

入澤 一磨 （三浦学苑）
84

92

豊田 優人 （県立横須賀大津）

藤平 智光 （逗子開成）
41

57

森下 晴貴 （県立横須賀）

野辺 旭樹 （県立横須賀大津）
106

110

日置 浩輔 （県立海洋科学）

花城 貴之 （湘南学院）
42

58

山 邉 輝 （横須賀学院）

菊池 奨基 （横須賀学院）
85

93

井本 理玖 （県立逗子）

櫻井 涼太 （県立追浜）
43

59

浦西 良祐 （逗子開成）

長 南 諒 （県立横須賀）
117

119

高 柳 諒 （県立横須賀大津）

細谷 珠希 （市立横須賀総合）
44

60

原 俊 輔 （県立逗葉）

宮 瑛 洸 （逗子開成）
86

94

高 橋 悠 （三浦学苑）

末永 基弘 （県立海洋科学）
45

61

藤原 芳幸 （県立海洋科学）

船本 佑太 （県立横須賀）
107

111

田 川 優 （県立横須賀）

小野寺 由朗 （横須賀学院）
46

62

田中 耕太 （湘南学院）

杉山 大晃 （県立逗葉）
87

95

石 川 誠 （市立横須賀総合）

齊 藤 巧 （県立逗子）
47

冨田 峻貴 （逗子開成）

63

後藤 由典 （県立追浜）

