
                                 ＜１＞ 

男子Ａ級予選リーグ  （３／２１） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１） ９：００ 近藤 英之 山本 福雄 向原 武    
1 近藤 英之 （ﾏｳﾝﾃｨﾝ TC）        
2 山本 福雄 （Ｍｉｃ）       
3 向原 武 （Team Vest）       
         
 （２） ９：００ 田口 泰啓 松本 義史 石川 直樹    
1 田口 泰啓 （県和商）       
2 松本 義史 （海南市役所 TC）       
3 石川 直樹 （Team Vest）       
         
 （３） ９：００ 吉村 恵治 矢野 義登 安平 誠    
1 吉村 恵治 （ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ TC）       
2 矢野 義登 （住友金属ﾃﾆｽ部）       
3 安平 誠 （三菱電機 TC）       
         
 （４） ９：００ 品川 友紀 津村 純志 木下 睦    
1 品川 友紀 （ＷＰＲ）       
2 津村 純志 （ﾀﾞｲﾆﾁﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
3 木下 睦 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
         
 （５） ９：００ 三宅信一郎 山岸 稠明 林  京平    
1 三宅信一郎 （Ｍｉｃ）       
2 山岸 稠明 （Team よっしゃああ）       
3 林  京平 （ﾅｲﾄﾘﾊﾞｰｽﾞ）       
 
 
各組リーグ戦の１位通過者５名及び各組リーグ戦２位通過者より、獲得ゲーム率が高い者３名とで本戦実施 
 

男子Ａ級本選トーナメント（３／２１） 
                     （抽 選） 
 
１．                                              ．５ 
                                       
                                               
２．                                            ．６ 
                      
 
３．                                            ．７ 
                              
 
４．                                              ．８ 
                  
 

 
                 1R SF   Ｆ   SF 1R 



 
＜２＞ 

男子Ｂ級予選リーグ（３／２０） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１） ９：００ 永井 栄一郎 桑添 公博 渡辺 賢    
1 永井 栄一郎 （貴志川 TC）       
2 桑添 公博 （ﾅｶﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）       
3 渡辺 賢 （ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾄ）       
         
 （２） ９：００ 桐本 浩平 藤田 誠一 神崎 和広    
1 桐本 浩平 （フリー）       
2 藤田 誠一 （ﾜｶﾔﾏﾃﾆｽｽｸｰﾙ）       
3 神崎 和広 （県和商）       
         
 （３） ９：００ 土井 健一 築坂 尚 野田 克巳    
1 土井 健一 （Team よっしゃああ）       
2 築坂 尚 （ﾅｶﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）       
3 野田 克巳 （ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾄ）       
         
 （４） ９：００ 山本 一仁 西本 三夫 中尾 信喜    
1 山本 一仁 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
2 西本 三夫 （ｾｶﾝﾄﾞｻﾀﾃﾞｨｰｽﾞ）       
3 中尾 信喜 （県和商）       
         
 （５） ９：００ 池田 正之 梅川 和哉 田中 希    
1 池田 正之 （Ｍｉｃ）       
2 梅川 和哉 （Team よっしゃああ）       
3 田中 希 （S&Y ﾃﾆｽﾁｰﾑ）       
         
 （６） ９：００ 奥野 友陽 出口 貴浩 増山 郁夫    
1 奥野 友陽 （ﾜｶﾔﾏﾃﾆｽｽｸｰﾙ）       
2 出口 貴浩 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
3 増山 郁夫 （ﾅｶﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）       
         
 （７） １０：００ 花岡 秀起 東  充宏 辻本 登志英    
1 橋本 伸木 （海南市役所 TC）       
2 東  充宏 （ﾅｶﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）       
3 辻本 登志英 （ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾄ）       
         
 （８） １０：００ 林  正 南垣内 克幸 山本 大輔    
1 林  正 （ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾄ）       
2 南垣内 克幸 （Team よっしゃああ）       
3 山本 大輔 （県和商）       
         
 （９） １０：３０ 岡  統三 串野 和雄 田野 智之    
1 岡  統三 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
2 串野 和雄 （ﾏｳﾝﾃｨﾝ TC）       
3 田野 智之 （和高専）       
 



 
＜３＞ 

男子Ｂ級予選リーグ（３／２０） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１０） １０：３０ 折口 昌史 花岡 秀起 花岡 秀起    
1 折口 昌史 （BASARA CLUB）       
2 花岡 秀起 （Team よっしゃああ）       
3 東野 好男 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
 
 

シード選手６名及び各組リーグ戦の１位通過者１０名とで本戦実施 
 

男子Ｂ級本選トーナメント（３／２０） 

(抽 選) 
 
１．正志 光識（ﾜｶﾔﾏﾃﾆｽｽｸｰﾙ）                    白川 泰旭（Team KAZ）  ．９ 
               13:00               13:00 
２．                                              ．10 
                                                   
３．                                             ．11 
                                                           13:00 
４．                                梅本 吉夫（東燃ＴＣ）   ．12 
                                      
５．西岡 晋作（Team KAZ）                                 ．13 
                          13:00               13:00 
６．                                             ．14 
                                                 
７．                                             ．15 
                           13:00               13:00 
８．楠岡 暢彦（ＪＴＣ）                      上野 一政（Team KAZ）  ．16 
 
 
 
               1R  2R SF F SF 2R  1R 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜４＞ 

女子Ｃ級予選リーグ（３／２０） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１） １０：３０ 菱川 敬子 新家 佐知 樋上 やよい    
1 菱川 敬子 （ＪＴＣ）       
2 新家 佐知 （Ｍｉｃ）       
3 樋上 やよい （ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ TC）       
         
 （２） １０：３０ 北井 一美 西村 由美 小島 久美    
1 北井 一美 （ＪＴＣ）       
2 西村 由美 （Angel’s）       
3 小島 久美 （PMC）       
         
 （３） １１：３０ 髭白 ひろみ 桂原 美和 田中 瑞穂    
1 髭白 ひろみ （三菱電機 TC）       
2 桂原 美和 （Ｍｉｃ）       
3 田中 瑞穂 （Team KAZ）       
         
 （４） １１：３０ 仁坂 身季 吉良 亜衣子 松井 由佳    
1 仁坂 身季 （Team Vest）       
2 吉良 亜衣子 （ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
3 松井 由佳 （ＪＴＣ）       
         
 （５） １１：３０ 青木 美巳 安川 真喜子 岡田 京子    
1 青木 美巳 （Angel’s）       
2 安川 真喜子 （Ｍｉｃ）       
3 岡田 京子 （花王ＴＣ）       
         
 （６） １１：３０ 伊藤 由梨 巽  典子 平田 尚子    
1 伊藤 由梨 （和高専）       
2 巽  典子 （S&Y ﾃﾆｽﾁｰﾑ）       
3 平田 尚子 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
         
 （７） １１：３０ 山田 洋子 喜多 順子 前田 典子    
1 山田 洋子 （ﾜｶﾔﾏﾃﾆｽｽｸｰﾙ）       
2 喜多 順子 （S&Y ﾃﾆｽﾁｰﾑ）       
3 前田 典子 （ﾅｲﾄﾘﾊﾞｰｽﾞ）       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜５＞ 

女子Ｂ級予選リーグ（３／２１） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１） ９：００ 佐武 里香 東  史子 楠石 千穂    
1 佐武 里香 （Ｍｉｃ）       
2 東  史子 （ﾀｰﾄﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
3 楠石 千穂 （Ｍｉｃ）       
         
 （２） １０：００ 服部 美千代 植月 里枝 田嶋 留美子    
1 服部 美千代 （ﾀｰﾄﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
2 植月 里枝 （Ｍｉｃ）       
3 田嶋 留美子 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
         
 （３） １０：００ 鈴木 悦子 笹木 まち子 和中 朋子    
1 鈴木 悦子 （ﾜｶﾔﾏﾃﾆｽｽｸｰﾙ）       
2 笹木 まち子 （ﾀｰﾄﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
3 和中 朋子 （Ｍｉｃ）       
 
各組リーグ戦の１位通過者３名及び各組リーグ戦２位通過者より、獲得ゲーム率が高い者１名とで本戦実施 

女子Ｂ級本選トーナメント（３／２１） 

                      （抽 選） 
１．                                            ．３ 
                    
２．                                            ．４ 
 
 
シード選手４名及び各組リーグ戦の１位通過者７名及び各組リーグ戦２位通過者より、獲得ゲーム率が高い

者１名とで本戦実施。 

女子Ｃ級本選トーナメント（３／２０） 

                     （抽 選） 
１．岩田 友美 （ﾅｲﾄﾘﾊﾞｰｽﾞ）                                 ．９ 
                           13:30    
２．                                Ｂｙｅ          ．10 
                                            
３． Ｂｙｅ                                         ．11 
                                                             13:30 
４．                                  中谷 仁美（S&Y ﾃﾆｽﾁｰﾑ）  ．12 
                                 
５．土井 和枝（Team よっしゃああ）                                 ．13 
                           13:30      
６．                                       Ｂｙｅ           ．14 
                                                       
７． Ｂｙｅ                                                      ．15 
                                                             13:30    
８．                                     左近司 公美子（ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ TC）．16 
 
 
                                1R  2R SF  F  SF  2R  1R 



＜６＞ 

男子Ｃ級予選リーグ（３／１４） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１） ９：００ 田中 雄也 平尾 昌也 高橋 伸之    
1 田中 雄也 （智辯学園中等部）       
2 平尾 昌也 （やっちゃんずｸﾗﾌﾞ）       
3 高橋 伸之 （ﾋﾛｾ TC）       
         
 （２） ９：００ 谷口 文男 藤原 義嗣 小林 信    
1 谷口 文男 （ISTA）       
2 藤原 義嗣 （Team KAZ）       
3 小林 信 （ﾁｰﾑ・ﾊﾟﾚｯﾄ）       
         
 （３） ９：００ 竹山 倫弘 久米 敏正 坂口 雄亮    
1 竹山 倫弘 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
2 久米 敏正 （花王ＴＣ）       
3 坂口 雄亮 （智辯学園中等部）       
         
 （４） ９：００ 佐武 利明 鈴木 政夫 栗山 晴年    
1 佐武 利明 （ＰＲＩＳＭ）       
2 鈴木 政夫 （東燃ＴＣ）       
3 栗山 晴年 （かがやきﾌﾚﾝｽﾞ）       
         
 （５） ９：００ 上村 圭市 山下 善史 柳岡 開地    
1 上村 圭市 （Ｍｉｃ）       
2 山下 善史 （ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ TC）       
3 柳岡 開地 （智辯学園中等部）       
         
 （６） ９：００ 城本 剛志 岡本 嘉之 藤林 徹    
1 城本 剛志 （ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
2 岡本 嘉之 （Ｍｉｃ）       
3 藤林 徹 （S&Y ﾃﾆｽﾁｰﾑ）       
         
 （７） １０：００ 山本 尚孝 上村 章夫 正木 義典    
1 山本 尚孝 （ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
2 上村 章夫 （ＰＲＩＳＭ）       
3 正木 義典 （Team KAZ）       
         
 （８） １０：００ 小澤 敏也 楠岡 英人 上村 航也    
1 小澤 敏也 （ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
2 楠岡 英人 （ＪＴＣ）       
3 上村 航也 （智辯学園中等部）       
         
 （９） １０：００ 坂口 篤司 中山 高志 小島 基裕    
1 坂口 篤司 （ｾｶﾝﾄﾞｻﾀﾃﾞｨｰｽﾞ）       
2 中山 高志 （花王ＴＣ）       
3 小島 基裕 （PMC）       
 
 



＜７＞ 

男子Ｃ級予選リーグ（３／１４） 

番 選手名 クラブ名 選手名 2 選手名 3 選手名 4 勝－負 獲得ｹﾞｰﾑ率 順位 
 （１０） １０：３０ 平川 太一 磯部 和雄 志波 大輝    
1 平川 太一 （ＪＴＣ）       
2 磯部 和雄 （花王ＴＣ）       
3 志波 大輝 （智辯学園中等部）       
         
 （１１） １０：３０ 中野 竜二 尾崎 啓宏 田中 周    
1 中野 竜二 （Ｍｉｃ）       
2 尾崎 啓宏 （ﾌﾘｰ）       
3 田中 周 （ﾋﾛｾ TC）       
         
 （１２） １０：３０ 永長 勇哉 中納 亮介 園村 純    
1 永長 勇哉 （ﾁｰﾑ・ﾊﾟﾚｯﾄ）       
2 中納 亮介 （ｾｶﾝﾄﾞｻﾀﾃﾞｨｰｽﾞ）       
3 園村 純 （智辯学園中等部）       
         
 （１３） １１：３０ 山野 幸吉 杉下 純 奥谷 明良    
1 山野 幸吉 （かがやきﾌﾚﾝｽﾞ）       
2 杉下 純 （Team よっしゃああ）       
3 奥谷 明良 （ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）       
         
 （１４） １１：３０ 中本 信行 高松 辰徳 池田 政隆    
1 中本 信行 （かがやきﾌﾚﾝｽﾞ）       
2 高松 辰徳 （和商ｸﾗﾌﾞ）       
3 池田 政隆 （ＪＴＣ）       
         
 （１５） １１：３０ 谷本 大樹 乾  智博 左近司 隆宏    
1 谷本 大樹 （S&Y ﾃﾆｽﾁｰﾑ）       
2 乾  智博 （智辯学園中等部）       
3 左近司 隆宏 （Ｍｉｃ）       
         
 （１６） １１：３０ 田宮 徹弥 池端 博之 露峰 祥太    
1 田宮 徹弥 （ＰＲＩＳＭ）       
2 池端 博之 （ｱｸﾃｨｽ海南）       
3 露峰 祥太 （やっちゃんずｸﾗﾌﾞ）       
         
 （１７） １１：３０ 大岡 宏忠 雑賀 敬司 川岸 弘享    
1 大岡 宏忠 （ｾｶﾝﾄﾞｻﾀﾃﾞｨｰｽﾞ）       
2 雑賀 敬司 （ＪＴＣ）       
3 川岸 弘享 （和高専）       
 
 
シード選手４名及び各組リーグ戦の１位通過者１７名及び各組リーグ戦２位通過者より、獲得ゲーム率が高

い者３名とで本戦実施。 ３／１４（日）は本戦１Ｒ～ＱＦまで。３／２１（日）はＳＦ～Ｆまで。 
 
 
 



＜８＞ 

男子Ｃ級本選トーナメント（３／１４，３／２１）(抽 選) 

１．橋爪 研（ＰＲＩＳＭ）                                   ．17 
             13:00 
 
２．                                                      ．18 
                                                   
 
３．Ｂｙｅ                                                  ．19 
                                                       
                
４．                                        Ｂｙｅ            ．20 
                                               
 
５．                                                     ．21 
                                                       
 
６．Ｂｙｅ                                    Ｂｙｅ          ．22 
                                                    
 
７．                                             ．23 
                              13:00 
 
８．                                      中尾 晴信（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）    ．24 
                                 3/21     3/21 
                 10:30     10:30 
９．浅利 政久 （Ｍｉｃ）                                    ．25 
                      13:00 
 
10．                                                 ．26 
                                                    
 
11．Ｂｙｅ                                    Ｂｙｅ           ．27 
                                                          
 
12．                                                             ．28 
                                               
 
13．                                                             .．29 
                                                     
 
14．Ｂｙｅ                                  Ｂｙｅ           ．30 
                                                   
 
15．                                                      ．31 
 
                                             13:00 
16．                              山本 晋平（ﾁｰﾑ・ﾊﾟﾚｯﾄ）   ．32 
 
 
              1R 2Ｒ QF SF  F  SF QF  2R 1R 


