
A
１−２ 〇

男⼦６8歳 ⼩野澤光雄 関野 訓 〇 61 ⽯嶋紘⼀ ⻫藤 正
⼥⼦５８歳 朝尾弘⼦ ⽥村恵美⼦ 56(6) 〇 松林喜代美 ⼤橋美枝⼦
男⼦５８歳 岩本明⼈ ⼩野寺修⼀ 26 〇 ⼩島⾼志 岡⽥道明

０−３ 〇
男⼦６8歳 宇野和之 岸上 豊 26 〇 細野明⾓ 岡本 明
⼥⼦５８歳 稲葉昌⼦ ⼸納持嘉⼦ 36 〇 宮原章⼦ 佐藤直美
男⼦５８歳 ⼀条 誠 細沢良雄 16 〇 佐々⽊勝彦 鎌⽥ 広

〇 ２−１
男⼦６8歳 ⼩野澤光雄 関野 訓 〇 62 宇野和之 岸上 豊
⼥⼦５８歳 朝尾弘⼦ 清⽔洋⼦ 〇 63 稲葉昌⼦ ⼸納持嘉⼦
男⼦５８歳 ⽊村重雄 ⼩野寺修⼀ 16 〇 ⼀条 誠 細沢良雄

１−２ 〇
男⼦６8歳 ⽯嶋紘⼀ ⻫藤 正 16 〇 細野明⾓ 岡本 明
⼥⼦５８歳 松林喜代美 ⼤橋美枝⼦ 〇 65(5) 宮原章⼦ 佐藤直美
男⼦５８歳 ⼩島⾼志 岡⽥道明 06 〇 佐々⽊勝彦 鎌⽥ 広

１−２ 〇
男⼦６8歳 ⼩野澤光雄 関野 訓 36 〇 細野明⾓ 岡本 明
⼥⼦５８歳 朝尾弘⼦ ⽥村恵美⼦ 〇 63 宮原章⼦ 佐藤直美
男⼦５８歳 岩本明⼈ ⽊村重雄 06 〇 佐々⽊勝彦 鎌⽥ 広

〇 ２−１
男⼦６8歳 ⽯嶋紘⼀ ⻫藤 正 06 〇 宇野和之 岸上 豊
⼥⼦５８歳 松林喜代美 ⼤橋美枝⼦ 〇 63 稲葉昌⼦ ⼸納持嘉⼦
男⼦５８歳 ⼩島⾼志 岡⽥道明 〇 65(6) ⼀条 誠 細沢良雄

B
〇 ３−０

男⼦６8歳 松本和明 友野史郎 〇 65(1) 笠原良⼀ 古川道夫
⼥⼦５８歳 保崎佳代⼦ 宮崎敬⼦ 〇 63 髙橋春⼦ ⽇裏澄⼦
男⼦５８歳 武間恵洋 今泉 久 〇 63 ⼭本登司男 ⽶本正治

１−２ 〇
男⼦６8歳 笠原良⼀ 古川道夫 〇 65(3) ⾕本友秀 ⾓⽥ 晃
⼥⼦５８歳 髙橋春⼦ ⽇裏澄⼦ 36 〇 海野恵美⼦ ⽣⽥美代⼦
男⼦５８歳 ⼭本登司男 ⽶本正治 36 〇 上⽥真稔 ⼭村幸男

〇 ２−１
男⼦６8歳 松本和明 友野史郎 〇 61 ⾕本友秀 ⾓⽥ 晃
⼥⼦５８歳 保崎佳代⼦ 宮崎敬⼦ 56(0) 〇 海野恵美⼦ ⽣⽥美代⼦
男⼦５８歳 武間恵洋 今泉 久 〇 60 上⽥真稔 ⼭村幸男

C
〇 ３−０

男⼦６8歳 ⻘⽊洋明 ⼭科 律 〇 61 ⼤沼達正 今込達夫
⼥⼦５８歳 ⿃⾕部 薫 三浦貴美 〇 60 瀬⼾眞由美 相川佳⼦
男⼦５８歳 江原光⼆ ⽯井正⾏ 〇 60 ⼤内 学 阿部哲也

〇 ２−１
男⼦６8歳 ⼋⽥迪男 今込達夫 〇 62 増川博久 蓮本 敏
⼥⼦５８歳 瀬⼾眞由美 相川佳⼦ 〇 62 ⼭﨑由利 仲⼿川鈴代
男⼦５８歳 府川正廣 阿部哲也 46 〇 平松義信 程島正之

〇 ３−０
男⼦６8歳 ⻘⽊洋明 ⼭科 律 〇 60 増川博久 蓮本 敏
⼥⼦５８歳 ⿃⾕部 薫 三浦貴美 〇 62 ⼭﨑由利 仲⼿川鈴代
男⼦５８歳 江原光⼆ ⽯井正⾏ 〇 62 平松義信 程島正之

１・湘南 ６          ３・湘南４０クラブ   

２・⼋幡⼭ロ-ンTC    ３・湘南４０クラブ   

１・湘南 ６          ２・⼋幡⼭ロ-ンTC   

１・⽴野台ＴＣ      ３・キャン・ゼロ     

２・背番号 ３     ３・キャン・ゼロ     

１・⽴野台ＴＣ      ２・背番号 ３    

２・ＩＳＫＯＭ      ３・Ｇo Ｔo ＧｉＦｕ  

１・ビートワン ４・ベテランＲＵＮ        

２・ＩＳＫＯＭ      ４・ベテランＲＵＮ        

１・ビートワン ３・Ｇo Ｔo ＧｉＦｕ  

３・Ｇo Ｔo ＧｉＦｕ ４・ベテランＲＵＮ 

予選リーグ

１・ビートワン ２・ＩＳＫＯＭ



１位リーグ
〇 ２−１

男⼦６8歳 細野明⾓ 岡本 明 〇 63 松本和明 友野史郎
⼥⼦５８歳 宮原章⼦ 佐藤直美 〇 62 保崎佳代⼦ 宮崎敬⼦
男⼦５８歳 佐々⽊勝彦 鎌⽥ 広 36 〇 武間恵洋 今泉 久

〇 ２−１
男⼦６8歳 松本和明 友野史郎 〇 61 ⻘⽊洋明 ⼭科 律
⼥⼦５８歳 保崎佳代⼦ 宮崎敬⼦ 06 〇 ⿃⾕部 薫 三浦貴美
男⼦５８歳 武間恵洋 今泉 久 〇 63 江原光⼆ ⽯井正⾏

１−２ 〇
男⼦６8歳 細野明⾓ 岡本 明 〇 60 ⻘⽊洋明 ⼭科 律
⼥⼦５８歳 宮原章⼦ 佐藤直美 26 〇 ⿃⾕部 薫 三浦貴美
男⼦５８歳 佐々⽊勝彦 鎌⽥ 広 26 〇 江原光⼆ ⽯井正⾏

２位リーグ
１−２ 〇

男⼦６8歳 ⽯嶋紘⼀ ⻫藤 正 26 〇 ⾕本友秀 ⾓⽥ 晃
⼥⼦５８歳 松林喜代美 ⼤橋美枝⼦ 〇 63 海野恵美⼦ ⽣⽥美代⼦
男⼦５８歳 ⼩島⾼志 岡⽥道明 16 〇 上⽥真稔 ⼭村幸男

〇 ３−０
男⼦６8歳 ⾕本友秀 ⾓⽥ 晃 〇 61 ⼤沼達正 ⼋⽥迪男
⼥⼦５８歳 海野恵美⼦ ⽣⽥美代⼦ 〇 64 瀬⼾眞由美 相川佳⼦
男⼦５８歳 上⽥真稔 ⼭村幸男 〇 61 ⼤内 学 府川正廣

〇 ２−１
男⼦６8歳 ⽯嶋紘⼀ ⻫藤 正 〇 65(5) ⼤沼達正 今込達夫
⼥⼦５８歳 松林喜代美 ⼤橋美枝⼦ 46 〇 瀬⼾眞由美 相川佳⼦
男⼦５８歳 ⼩島⾼志 岡⽥道明 〇 62 ⼤内 学 阿部哲也

〇 ２−１
男⼦６8歳 ⼩野澤光雄 関野 訓 〇 61 笠原良⼀ 古川道夫
⼥⼦５８歳 朝尾弘⼦ 清⽔洋⼦ 〇 61 髙橋春⼦ ⽇裏澄⼦
男⼦５８歳 岩本明⼈ ⼩野寺修⼀ 16 〇 ⼭本登司男 ⽶本正治

〇 ２−１
男⼦６8歳 増川博久 蓮本 敏 〇

WO 60 宇野和之 岸上 豊
⼥⼦５８歳 ⼭﨑由利 仲⼿川鈴代 〇 61 稲葉昌⼦ ⼸納持嘉⼦
男⼦５８歳 平松義信 程島正之 16 〇 ⼀条 誠 細沢良雄

〇 ３−０
男⼦６8歳 ⽊村重雄 関野 訓 〇 61 増川博久 蓮本 敏
⼥⼦５８歳 朝尾弘⼦ ⽥村恵美⼦ 〇 62 ⼭﨑由利 仲⼿川鈴代
男⼦５８歳 岩本明⼈ ⼩野寺修⼀ 〇 61 平松義信 程島正之

〇 1-2
男⼦６8歳 笠原良⼀ 古川道夫 〇

WO 60 宇野和之 岸上 豊
⼥⼦５８歳 髙橋春⼦ ⽇裏澄⼦ 26 〇 稲葉昌⼦ ⼸納持嘉⼦
男⼦５８歳 ⼭本登司男 ⽶本正治 46 〇 ⼀条 誠 細沢良雄

〇 試合無(予選結果）
男⼦６8歳 ⼩野澤光雄 関野 訓 〇 62 宇野和之 岸上 豊
⼥⼦５８歳 朝尾弘⼦ ⽥村恵美⼦ 〇 63 稲葉昌⼦ ⼸納持嘉⼦
男⼦５８歳 岩本明⼈ ⼩野寺修⼀ 16 〇 ⼀条 誠 細沢良雄

〇 3-0
男⼦６8歳 笠原良⼀ 古川道夫 〇 62 増川博久 蓮本 敏
⼥⼦５８歳 髙橋春⼦ ⽇裏澄⼦ 〇 65(6) ⼭﨑由利 仲⼿川鈴代
男⼦５８歳 ⼭本登司男 ⽶本正治 〇 60 平松義信 程島正之

３・４位リーグ

２・背番号 ３     ３・湘南４０クラブ   

１・ビートワン 4・Ｇo Ｔo ＧｉＦｕ  

２・背番号 ３     4・Ｇo Ｔo ＧｉＦｕ  

１・ビートワン ３・湘南４０クラブ   

３・湘南４０クラブ    4・Ｇo Ｔo ＧｉＦｕ  

１・ビートワン ２・背番号 ３    

1・ＩＳＫＯＭ      3・⼋幡⼭ロ-ンTC   

2・キャン・ゼロ      3・⼋幡⼭ロ-ンTC   

1・ＩＳＫＯＭ      2・キャン・ゼロ     

1・ベテランＲＵＮ         3・湘南 ６         

2・⽴野台ＴＣ      3・湘南 ６         

決勝リーグ

1・ベテランＲＵＮ         2・⽴野台ＴＣ     


