
第６５回　国民体育大会関東ブロック大会　　記録
成年男子試合結果

第１日目
第１試合

2 山　梨 ０－③ 東　京 7 3 埼　玉 １－② 群　馬 6 4 茨　城 ②－１ 神奈川 5
鈴木　健太 加藤　立樹 大熊　友也 篠原　和隆 松本　佳史 松口　友也
竹川　昌汰 秋元　祐介 渡辺　秀幸 佐藤　広大 大関　秀一 小林　幸司
荻原　宏樹 高橋　拓未 菅野　創世 篠原　秀典 鈴木　拓也 石川　裕基
原田　 涼 小澤　英男 川尻　鈴ノ介 三浦　孝洋 木村　恭兵 岩﨑　拓斗
渡邉　三郎 高橋　瑞季 石川　哲蔵 熊谷　幸司 櫻田　啓介 米川　健一
土屋　直人 二見　駿吾 池田　裕介 櫻井　春樹 堂本　 亮 山口　大地

第２試合

2 山　梨 ０－③ 神奈川 5 3 埼　玉 ②－１ 茨　城 4 1 栃　木 ０－③ 東　京 7
鈴木　健太 松口　友也 大熊　友也 松本　佳史  星 　涼人 高橋　瑞季
竹川　昌汰 小林　幸司 渡辺　秀幸 大関　秀一  星 　森人 二見　駿吾
荻原　宏樹 石川　裕基 菅野　創世 鈴木　拓也 正木　孝裕 高橋　拓未
原田　 涼 岩﨑　拓斗 川尻　鈴ノ介 木村　恭兵 鮎澤　貴博 小澤　英男
渡邉　三郎 米川　健一 石川　哲蔵 櫻田　啓介 江連　高章 加藤　立樹
土屋　直人 山口　大地 池田　裕介 堂本　 亮 江間田　剛史 秋元　祐介

第３試合

1 栃　木 ０－③ 群　馬 6 2 山　梨 ０－③ 埼　玉 3 5 神奈川 ②－１ 東　京 7
 星 　涼人 篠原　秀典 鈴木　健太 大熊　友也 松口　友也 高橋　瑞季
 星 　森人 三浦　孝洋 竹川　昌汰 川尻　鈴ノ介 小林　幸司 二見　駿吾
正木　孝裕 篠原　和隆 荻原　宏樹 菅野　創世 石川　裕基 高橋　拓未
鮎澤　貴博 佐藤　広大 原田　 涼 渡辺　秀幸 岩﨑　拓斗 小澤　英男
江連　高章 熊谷　幸司 渡邉　三郎 石川　哲蔵 米川　健一 加藤　立樹

江間田　剛史 櫻井　春樹 土屋　直人 池田　裕介 山口　大地 秋元　祐介

第４試合

3 埼　玉 ②－１ 東　京 7 4 茨　城 １－② 群　馬 6 1 栃　木 ０－③ 神奈川 5
大熊　友也 高橋　拓未 鈴木　拓也 熊谷　幸司 正木　孝裕 松口　友也

川尻　鈴ノ介 小澤　英男 木村　恭兵 櫻井　春樹 鮎澤　貴博 小林　幸司
菅野　創世 高橋　瑞季 松本　佳史 篠原　秀典  星 　涼人 石川　裕基
渡辺　秀幸 二見　駿吾 大関　秀一 三浦　孝洋  星 　森人 岩﨑　拓斗
石川　哲蔵 加藤　立樹 櫻田　啓介 篠原　和隆 江連　高章 米川　健一
池田　裕介 秋元　祐介 堂本　 亮 佐藤　広大 江間田　剛史 山口　大地
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成年男子 1 2 3

栃木  星 　涼人 正木　孝裕 江連　高章
 星 　森人 鮎澤　貴博 江間田　剛史

山梨 荻原　宏樹 渡邉　三郎 鈴木　健太
原田　 涼 土屋　直人 竹川　昌汰

埼玉 池田　裕介 菅野　創世 大熊　友也
石川　哲蔵 渡辺　秀幸 川尻　鈴ノ介

茨城 堂本　 亮 松本　佳史 鈴木　拓也
櫻田　啓介 大関　秀一 木村　恭兵

神奈川 松口　友也 石川　裕基 米川　健一

小林　幸司 岩﨑　拓斗 山口　大地
群馬 篠原　和隆 篠原　秀典 熊谷　幸司

三浦　孝洋 櫻井　春樹 佐藤　広大
東京 二見　駿吾 加藤　立樹 高橋　拓未

高橋　瑞季 秋元　祐介 小澤　英男


