
【男子】 【女子】

ベストスコア賞： 正野有道③　 　（明治大学） 67 ベストスコア賞： 久保田有里④ （法政大学） 78
市瀬紗梨④ （慶応大学） 78
石橋　瞳③ （法政大学） 78

１位 明治大学 369 １位 法政大学 236

正野有道③ 67 (33・34) 久保田有里④ 78 (38・40)
太田一広④ 82 (40・42) 山田紅緒② 80 (37・43)
森坂　塁③ 76 (41・35) 石橋　瞳③ 78 (40・38)
佐藤大裕④ 78 (37・41) 小林瑞季① 82 (39・43)
須崎友貴③ 70 (35・35)
上村智志④ 78 (40・38)

２位 中央大学 369 ２位 慶應義塾大学 239

亀井勇典② 74 (38・36) 市瀬紗梨④ 78 (38・40)
水石琢哉④ 72 (34・38) 嬉野 由② 80 (38・42)
松尾洋輝① 75 (38・37) 市瀬珠梨② 91 (43・48)
嶺岸政秀③ 69 (35・34) 實松里紗② 81 (38・43)
伴　浩太① 82 (37・45)
相澤直哉① 79 (42・37)

３位 法政大学 374 ３位 明治大学 256

成井雄太② 75 (37・38) 蛭子佐智④ 83 (42・41)
岸 一貴④ 79 (42・37) 江上夏季④ 92 (44・48)
谷 優太郎① 71 (35・36) 森川　文④ 94 (45・49)
荒木優太朗③ 82 (41・41) 古橋みづき④ 81 (41・40)
長島光希① 74 (37・37)
圓田龍之介② 75 (38・37)

４位 立教大学 382 ４位 上智大学 266

青木友翼③ 76 (39・37) 神田沙織④ 93 (49・44)
大江凱理③ 77 (38・39) 小山田凪沙② 85 (40・45)
馬場隆成② 77 (40・37) 伊藤鮎美③ 91 (44・47)
杉中勇太③ 79 (41・38) 桑原枝里① 90 (45・45)
五十部岬③ 82 (40・42)
髙橋晋伸輔② 73 (39・34)

５位 慶應義塾大学 396 ５位 学習院大学 273

島本将英② 84 (40・44) 玉置智世④ 102 (48・54)
西山大策③ 70 (35・35) 仲野真央③ 95 (46・49)
小笠原鵬人④ 83 (45・38) 大島亜弓③ 92 (47・45)
若宮隆一郎② 81 (43・38) 佐川かりん② 86 (46・40)
横井将人③ 79 (37・42)
宮崎誉大③ 83 (43・40)

６位 学習院大学 396 ６位 早稲田大学 305

丸島啓彰④ 87 (47・40) 多田　光④ 101 (47・54)
小池祥太④ 80 (41・39) 楢松芽衣④ 98 (45・53)
二宮 祐③ 79 (41・38) 青木　萌② 126 (56・70)
岡本政三② 74 (38・36) 吉本江里奈③ 106 (51・55)
細川祐生④ 81 (44・37)
野田直人④ 82 (40・42)

７位 上智大学 419 ７位 立教大学 313

林　優駿③ 84 (42・42) 李　優香③ 115 (59・56)
大賀裕太④ 88 (42・46) 日向まりあ② 110 (57・53)
堀澤憲己③ 79 (38・41) 森川美沙③ 88 (44・44)
吉松朊彦④ 79 (41・38) 内山夏希② 126 (64・62)
松岡健太③ 89 (45・44)
飯野優生① NR

８位 早稲田大学 420 － 中央大学

中川裕貴④ 93 (47・46) 菊田有紗① 96 (45・51)
永井冬悟④ 80 (42・38)
国松耕佑② 95 (46・49)
福井啓史③ 84 (42・42)
吉田達裕④ 83 (44・39)
鈴木　豪④ 80 (41・39)

（競技方法） （タイの決定）
男子６名出場、女子４名出場 第1優先：男子-６番目のスコア、女子-４番目のスコア
男子上位５名、女子上位３名の男女別合計スコア 第2優先：男子・女子-個人ベストスコア

第3優先：男子・女子-個人ベストスコアの「マッチング・スコアカード方式」
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