
○近的団体

部門 順位 チーム名 的中数

第1位 県南Ｂ 大西 三枝子 昆 恵梨香 初古 麻里奈 7

第2位 鴻巣Ａ 奈良 久美子 武藤 秀子 荻原 明美 7

第3位 春日部Ａ 遠藤 則子 奥山 和美 細野 とも子 7

第1位 秩父市 浜田 裕輔 引間 大雅 黒沢 淳子 7

第2位 県南D 神 清貴 志賀 千夏 廣川 雅英 7

第3位 狭山A 武田 宜久 大石 泰彦 谷川 俊治 6

第1位 久喜C 千葉 脩平 髙野 聖 新里 陵 9

第2位 さいたま市G 田中 祥実 田中 智久 片山 麿生男 9

第3位 熊谷Ｄ 長井 敦史 関口 尚人 馬場 信真 7

第1位 所沢Q 石川 淳子 増田 裕子 松嵜 昇 10

第2位 北本D 松本 瑞世 吉丸 寛 根本 武次郎 10

第3位 所沢S 粕谷 吉一 篠原 一郎 永島 英男 9

○近的個人

部門 順位 チーム名 所属 称号段位 的中数

第1位 春日部Ａ 奥山 和美 春日部 四段 4

第2位 県南Ａ 千葉 なつき 吉川 四段 3

第3位 鴻巣Ａ 荻原 明美 鴻巣 四段 3

第1位 秩父市 引間 大雅 秩父第一 弐段 4

第2位 秩父市 浜田 裕輔 秩父第一 弐段 3

第3位 県南Ｄ 廣川 雅英 越谷 参段 3

第1位 熊谷D 馬場 信真 熊谷公園 五段 4

第2位 東部A 遠田 弘志 幸手 四段 4

第3位 さいたま市H 長安 博之 駒場 五段 4

第1位 所沢Ｐ 下田 徹 所沢 教六 4

第2位 所沢Ｓ 粕谷 吉一 所沢 教六 4

第3位 所沢Ｑ 石川 淳子 所沢 錬六 4

団体（１チ－ム３名）、１人４射　近的（的中数）・遠的（得点数）にて順位決定
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○遠的団体

部門 順位 チーム名 得点数

第1位 県南Ａ 千葉 なつき 記内 順子 木内 暁子 47

第2位 県南Ｃ 中村 尚美 沼沢 睦美 藤井 澄恵 41

第3位 さいたま市Ｂ 武政 宏美 松田 栄子 由岐中美智江 40

第1位 熊谷B 小島 玄二 関口 淳子 坂本 温見 43

第2位 横瀬町 高橋 和彦 藤本 健 笠原 甲子和 37

第3位 久喜A 池田 義人 猪又 修平 黒木 裕考 32

第1位 県南G 村永 政志 宮﨑 正範 昆 佑樹 65

第2位 さいたま市H 永江 悠暉 長安 博之 辻 敏治 43

第3位 熊谷C 三澤 一夫 高橋 茂子 鎌塚 宏紀 43

第1位 日高小川 安野 雄次 井上 薫 井上 昇午 55

第2位 所沢P 熊井 紀一 平山 夏子 下田 徹 53

第3位 所沢S 粕谷 吉一 篠原 一郎 永島 英男 46

○遠的個人

部門 順位 チーム名 所属 称号段位 得点数

第1位 県南Ｃ 中村 尚美 越谷 四段 30

第2位 県南Ａ 千葉 なつき 吉川 四段 26

第3位 さいたま市Ａ 金子 節子 駒場 五段 23

第1位 県南Ｄ 廣川 雅英 越谷 参段 25

第2位 熊谷Ｂ 小島 玄二 熊谷公園 参段 21

第3位 横瀬町 藤本 健 横瀬 参段 21

第1位 県南Ｇ 宮﨑 正範 吉川 五段 30

第2位 朝霞Ｂ 工藤 勉 朝霞 四段 27

第3位 熊谷Ｄ 長井 敦史 熊谷公園 四段 22

第1位 県南Ｋ 加藤 睦正 戸田 錬六 29

第2位 所沢Ｐ 熊井 紀一 所沢 錬六 22

第3位 秩父市 守屋 豊 小澤道場 錬六 21
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