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男子男子男子男子BBBB級級級級 決勝決勝決勝決勝 男子男子男子男子BBBB級級級級 3333位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦 男子男子男子男子５０５０５０５０歳以上級歳以上級歳以上級歳以上級 決勝決勝決勝決勝 男子男子男子男子５０５０５０５０歳以上歳以上歳以上歳以上 男子男子男子男子CCCCクラスクラスクラスクラス
　　　　 　　　　　　　　 チャレンジマッチチャレンジマッチチャレンジマッチチャレンジマッチ
　　　　優勝優勝優勝優勝 藤田藤田藤田藤田・・・・延川組延川組延川組延川組 　　　　　　　　３３３３位位位位 黄山黄山黄山黄山・・・・高林組高林組高林組高林組 　　　　優勝優勝優勝優勝 中村中村中村中村・・・・北村組北村組北村組北村組 3333位位位位　　　　佐藤佐藤佐藤佐藤・・・・土肥組土肥組土肥組土肥組 　　　　優勝優勝優勝優勝 新出新出新出新出・・・・高木組高木組高木組高木組
準優勝準優勝準優勝準優勝 川端川端川端川端・・・・中西組中西組中西組中西組 　　　　　　　　４４４４位位位位 大頭大頭大頭大頭・・・・山口組山口組山口組山口組 準優勝準優勝準優勝準優勝 大山大山大山大山・・・・前田組前田組前田組前田組

5555 　　　　　　　　　　　　　　　　 6666
4444 6666 6666 　　　　　　　　　　　　 1111 6666 　　  　　  　　  　　  1111

女子B級 決勝決勝決勝決勝 　　　　優勝優勝優勝優勝 藤田藤田藤田藤田・・・・林組林組林組林組 コンソレ
準優勝準優勝準優勝準優勝 大頭大頭大頭大頭・・・・安河内組安河内組安河内組安河内組

　　　　優勝優勝優勝優勝 岸野岸野岸野岸野・・・・廣瀬組廣瀬組廣瀬組廣瀬組

6666 5555 6666 0000

6666 5555 6666 5555 1111 　　  　　  　　  　　  6666

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3333位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦
6666 1111

3333位位位位 野口野口野口野口・・・・前田組前田組前田組前田組
4444位位位位 延川延川延川延川・・・・川端組川端組川端組川端組

　　　　予選予選予選予選２２２２位位位位
　　　　　　　　藤田藤田藤田藤田・・・・延川延川延川延川

　　　　予選予選予選予選３３３３位位位位
　　　　　　　　黄山黄山黄山黄山・・・・高林高林高林高林

　　　　予選予選予選予選４４４４位位位位
　　　　大頭大頭大頭大頭・・・・山口山口山口山口

　　　　予選予選予選予選１１１１位位位位
　　　　　　　　川端川端川端川端・・・・中西中西中西中西

予選予選予選予選CCCC１１１１位位位位
　　　　野口野口野口野口・・・・前田前田前田前田

予選予選予選予選AAAA2222位位位位
　　　　大頭大頭大頭大頭・・・・安河内安河内安河内安河内

予選予選予選予選BBBB1111位位位位
　　　　延川延川延川延川・・・・川端川端川端川端

予選予選予選予選AAAA1111位位位位
　　　　藤田藤田藤田藤田・・・・林林林林

予選予選予選予選2222位位位位
　　　　大山大山大山大山・・・・前田前田前田前田

　　　　予選予選予選予選3333位位位位
　　　　佐藤佐藤佐藤佐藤・・・・土肥土肥土肥土肥

予選予選予選予選1111位位位位
　　　　中村中村中村中村・・・・北村北村北村北村

　BBBB２２２２
　　　　岸野岸野岸野岸野・・・・廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬

　　　　AAAA３３３３
　　　　川合川合川合川合・・・・小西小西小西小西

　AAAA４４４４
　　　　黒田黒田黒田黒田・・・・八木八木八木八木

　　　　予選予選予選予選CCCC１１１１位位位位
　　　　清水清水清水清水・・・・大八木大八木大八木大八木

　　　　予選予選予選予選CCCC２２２２位位位位
　　　　新出新出新出新出・・・・高木高木高木高木
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グループ参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

BBBB 延川　知恵（フレッシュ） 6666 6666 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－７７７７ 　　　　　　　　１１１１位位位位

BBBB 川端　登喜（フレッシュ）

　　　 　　
BBBB 片山　公子(butterfly effect) 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　　　　　２２２２　－　－　－　－１０１０１０１０ 　　　　　　　　３３３３位位位位

BBBB 俣野　あけみ（アゼリア） 2222 4444

BBBB 岸野　みゆき(セレッソ) 　　　　１１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗 　　　　１１１１１１１１　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　２２２２位位位位

BBBB 廣瀬　(セレッソ) 6666 5555
 *予選１位のみ本戦出場

グループ参加者氏名 1R1R1R1R 2R2R2R2R 3R3R3R3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

CCCC 野口　和（Pratico) 6666 6666 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－１１１１   　１  　１  　１  　１位位位位

CCCC 前田　宏美（TG高槻）

CCCC 澤村　幸子（フリー） 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　３３３３　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　３３３３位位位位

CCCC 結城　秋代(butterfly effect) 0000 3333

CCCC 吉岡　恵子（フリー） 　　　　１１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗 　　　　７７７７　－　－　－　－９９９９ 　　　　　　　　２２２２位位位位

CCCC 吉岡　敏枝（フリー） 6666 1111
 *予選１位のみ本戦出場

グループ参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

AAAA 黒田　雅子(butterfly effect) 0000 0000 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　００００　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　４４４４位位位位

AAAA 八木　菜津子(スイートピー)

　　　

AAAA 河合　栄子（フリー） 　　　　１１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗 　　　　８８８８－－－－６６６６　　　　００００．．．．５７５７５７５７ 　　　　　　　　３３３３位位位位

AAAA 小西　久美子（フリー） 6666 2222

AAAA 藤田　桂子（フレッシュ） 6666 6666 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－６６６６ 　　　　　　　　１１１１位位位位

AAAA 林　梢（フレッシュ）

AAAA 大頭　早苗（セレッソ）   　　　　１１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗 　　　　１０１０１０１０－－－－６ ０６ ０６ ０６ ０．．．．６２６２６２６２ 　　　　　　　　２２２２位位位位

AAAA 安河内（セレッソ） 4444 6666
 *予選２位まで本戦出場
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グループ 参加者氏名 1R 2R 3R 　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

FFFF 新出　哲郎（さつき） 4 6 　　　　１１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗 　　　　１０１０１０１０－－－－９９９９ 　　　　　　　　２２２２位位位位

FFFF 高木　徹（さつき）

　　　① 　　　⑲
FFFF 清水　智彦（フリー） 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－７７７７ 　　　　　　　　１１１１位位位位

FFFF 大八木　宏仁（フリー） 6 6
　　　⑩

FFFF 岩本　ユタカ（さつき） 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　６６６６　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　３３３３位位位位

FFFF 塩尻（初中級スクール） 3 3

グループ 参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

DDDD 森谷　仁（さつき） 2 1 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　３３３３　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　４４４４位位位位

DDDD 佐藤　延行（亀岡フレンド）

　　

DDDD 大山　肇（エバーグリーン） 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－７７７７ 　　　　　　　　２２２２位位位位

DDDD 前田（エバーグリーン） 6 6

DDDD 佐藤　佳男（さつき） 4 5 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　９９９９　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　３３３３位位位位

DDDD 土肥　和彦（リバー）

DDDD 中村　重光（サンデー） 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－５５５５ 　　　　　　　　１１１１位位位位

DDDD 北村　敏雄（サンデー） 6 6
　＊予選２位まで本戦出場

グループ 参加者氏名 1R 2R 3R 　　勝　敗 　ゲーム差＊率 　順　位

EEEE 川端　譲（フレッシュ） 6 6 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－１１１１ 　　　　　　　　１１１１位位位位

EEEE 中西　孝臣（フレッシュ）

　　

EEEE 黄山（リバー） 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　４４４４　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　３３３３位位位位

EEEE 高林　政正（リバー） 1 3

EEEE 藤田　雅史（フレッシュ） 6 6 　　　　２２２２勝勝勝勝 　　　　１２１２１２１２　－　－　－　－４４４４ 　　　　　　　　２２２２位位位位

EEEE 延川　（フリー）

　　

EEEE 大頭　祐紀（スタート） 　　　　２２２２敗敗敗敗 　　　　１１１１　－　－　－　－１２１２１２１２ 　　　　　　　　４４４４位位位位

EEEE 山口　雅英（スタート） 1 0
　＊予選２位まで本戦出場


