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10月10日

第一試合（岩手医科大学）
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 計

田口隼（1） ×○×○ ○××○ ×○○○ ×○○○ ○○×○ 13
青沼渓太（2） ×○×○ ○×○○ ○×○× ○○○× ××○○ 12
松田優哉（1） ○×○○ ××○× ×○○○ ○○×○ ○○×○ 13
中鉢健太（2） ○×○× ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 18

前立 9 10 12 13 12 56
合計 19 16/35 18/53 21/74 23/97 97
後立 10 6 6 8 11 41

高橋洸也（2） ×○×○ ○××× ×××× ××○○ ××○○ （7）
千田航平（1） ××○× ××○× ×××× ××○× ○○○○ 7
沼端泰司（2） ×○○○ ○××○ ×○○○ ○○×× ×○×× 11
小林完満（3） ○○○○ ○××○ ○○○× ×○○○ ○○○○ 16

相手校 ― ― ― ― ― 40

第二試合（岩手県立大学）
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 計

田口隼（1） ○○×× ○○○× ×○○○ ○××○ ×××○ 11
青沼渓太（2） ○○×○ ×××○ ○○×○ ○×○○ ×○○○ 13
松田優哉（1） ○××○ ××○○ ○××○ ○×○○ ○○×○ 12
中鉢健太（2） ○○○× ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 19

前立 10 10 12 12 11 55
合計 19 21/40 19/59 18/77 19/96 96
後立 9 11 7 6 8 41

本間眞理（3） ○×○× ○××× ○×○○ ×××○ ×××○ 8
千田航平（1） ○○×○ ○○×○ ○××× ××○× ○××○ 10
沼端泰司（2） ×××○ ○○○× ×××× ○××× ○××× 6
小林完満（3） ×○○○ ○○○○ ○○×○ ○○×○ ○○○○ 17

相手校 15 16/31 12/43 12/55 12/67 67

第三試合（東北工業大学）
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 計

田口隼（1） ×××○ ××○○ ○××○ ○○×× ××○○ 9
青沼渓太（2） ○○×× ○×○○ ×××× ○○○× ○×○× 10
松田優哉（1） ○○×× ×○○○ ○××× ×○×○ ○○○○ 12
中鉢健太（2） ○○×○ ○××○ ○○×○ ○○×○ ××○○ 13

前立 8 10 6 10 10 44
合計 18 20/38 17/55 21/76 18/94 94
後立 10 10 11 11 8 50

本間眞理（3） ○○○○ ○×○○ ×○○○ ×××○ ×○○× 13
千田航平（1） ×○○× ×○×× ×○×× ○○×× ×○×× 7
沼端泰司（2） ○×○× ○○○× ○○○○ ○○○○ ○××× 14
小林完満（3） ××○○ ×○○○ ○×○○ ○○○○ ○○○○ 16

相手校 15 15/30 14/44 14/58 7/65 65

13射目より高橋洸也（2）→本間眞理（3）
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10月11日

第四試合（北里大学）
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 計

田口隼（1） ○××× ○○×○ ×○○× ○○×× ×××○ （9）
青沼渓太（2） ○○○○ ○×○× ○○○○ ×○○× ○×○○ 15
松田優哉（1） ×××○ ×○○○ ○○○○ ×××× ×××× （8）
中鉢健太（2） ×○○○ ×○○× ○○○○ ○○○○ ○○○○ 17

前立 9 10 14 8 8 49
合計 18 19/37 23/60 17/77 16/93 93
後立 9 9 9 9 8 44

本間眞理（3） ×○×× ××○○ ×××× ○○○× ○○×× （8）
沼端泰司（2） ×○○× ×○×× ××○○ ×××× ○××× （6）
千田航平（1） ××○○ ×○○○ ○○○× ○○×○ ×○×○ 13
小林完満（3） ○○○○ ○○×○ ○○○○ ×○○○ ○○×○ 17

相手校 9 6/15 9/24 10/34 20/54 54
17射目より　田口隼（1） →　川合高弘（1） 

松田優哉（1）→河野大空見（2）
本間眞理（3）→　雨宮竜登（2） 
沼端泰司（2）→　佐藤洋佑（2） 


