
月日 会場 優勝 準優勝

山本　煌翔 丸山 佐藤 吉岡 宮下　大 木下 黒田 野村

南 神明 旭陵 伊勢原 国府 成瀬 成瀬 平塚中等

山本　煌翔 梅津 西山 小泉 有田 田中 渡辺 浜崎

南 神明 南 南 南が丘 伊勢原 西 伊勢原

小泉　優弥 大村 小幡 服部 浜崎 吉川 楠 鈴木

南 南が丘 山王 南 伊勢原 西 成瀬 大野

富樫　拓紀 都外川 宮崎 富山 五味田 森嶋 岩谷 西山

旭陵 山城 旭陵 山城 東 成瀬 伊勢原 南

富樫　拓紀 柳瀬 德丸 田中 小山 鈴木 依田 高橋

旭陵 南 東 伊勢原 伊勢原 伊勢原 山城 旭陵

和嶋　雄貴 須藤 渡邉 押田 土佐 山口 江川 星

伊勢原 南 東 成瀬 本町 東 神明 山城

加藤　駿 土谷 須藤 山口 木嶋　孝太 中野 川口 川崎　拓哉

南 伊勢原 南 金旭 大磯 金目 東 大磯

木村雅也 千田 関口 笹淵 上野 白井 小泉 加藤

東 中沢 南 南 大野 東 山王 東

大草　翼 山口 古田島 高橋 野毛 前田 新倉 太田

伊勢原 南 本町 中沢 伊勢原 中沢 南 成瀬

望月　穣 栗田 田代 森 鈴木 相原　隆貴 丸山 岩堀

本町 金目 成瀬 成瀬 成瀬 大磯 江陽 南が丘

望月　穣 岩澤 加藤 石塚 南木　瞭太 柳井原 濱田 大谷

本町 山王 山王 南 二宮西 江陽 南 伊勢原

南木　貴充 煤田 坂場 横尾 西川 関野 望月 小宮

二宮西 金目 鶴巻 南 成瀬 南 本町 成瀬

高橋隆洋 望月 益田 湯川 南木　貴充 府川 綾部　克巳 城田

東 本町 江陽 成瀬 二宮西 伊勢原 大磯 伊勢原

間　俊介 西沢 勝又　隆一 二宮 米澤 高橋 小幡 細野

伊勢原 本町 大磯 土沢 成瀬 東 土沢 春日野

角田康郎 伊藤　晃

伊勢原 国府

三枝靖武 鈴木 内山 小泉 片寄 田中 西川 松下

国府 浜岳 浜岳 金旭 大住 成瀬 伊勢原 大根

三枝靖武 出川 草柳 尾沢 内山 寺崎 井上 津田

国府 山城 南 大根 浜岳 鶴巻 金旭 本町

関野大地 高橋 小沢 高野 山本 保坂 曽根田和行 奥山

伊勢原 浜岳 伊勢原 土沢 春日野 江陽 大磯 大住

瀬戸 伊藤 瀬戸 小沢 梅沢 三橋 飯沼 鈴木

旭陵 金旭 成瀬 金旭 成瀬 金旭 成瀬 成瀬

石川 竹内 石田 平井 大戸 鈴木 瀬戸 関野

成瀬 成瀬 土沢 成瀬 土沢 伊勢原 成瀬 山王

30.7.23 伊勢原中

27.7.23 国府中

26.7.22 伊勢原中

24.7.22 伊勢原中

夏の中ブロック大会　　男子個人戦

23.7.22 伊勢原中

22.7.22 平塚総合

３位 ベスト８

19.7.22 成瀬中

18.7.23
伊勢原
総合

5.7.23 見附台

6.7.24 伊勢原

7.7.23 国府中

8.7.24 見附台

9.7.24 見附台

10.7.22 見附台

11.7.22 見附台

12.7.23 見附台

13.7.22 見附台

14.7.24 見附台

見附台

16.7.23 見附台

17.7.23
伊勢原
総合

20.7.23 平塚総合

21.7.23 平塚総合

25.7.21 伊勢原中

28.7.23 伊勢原中

29.7.23 伊勢原中



月日 会場 優勝 準優勝 ３位 ベスト８

原

大磯

中沢

大磯

柳田直

大磯

井上　悟郎 佐々木

二宮 大磯

小泉 平田 笹田 能條 高橋 桜井

中沢 成瀬 成瀬 中沢 中沢 神田

57

56

55

54

53

52

専売公社

59.7.27

58.7.27

60.7.26 国府中

専売公社

61.7.25 伊勢原

62.7.23 見附台

63.7.24 見附台

元.7.24 江陽中

2.7.25 伊勢原

3.7.25 見附台

4.7.25 国府中


