
一般男子　予選　Ａ
A01 薄井光・大川秀樹
A02 ｂｙｅ 薄井・大川
A03 米山満・清水要介 越智・伊藤 61
A04 越智理哲・伊藤明弘 64 薄井･大川
A05 広瀬浩毅・曽根章 64
A06 ｂｙｅ 丸谷・石野
A07 丸谷哲也・石野隆司 丸谷・石野 62
A08 加藤博之・能勢秀幸 62 薄井･大川
A09 小川幸治・山本奉伸 小川・山本 63
A10 因田一博・佐藤照晃 62 小川・山本
A11 ｂｙｅ 61
A12 山本浩太朗・四條淳 松野・中道
A13 藤野忠之・黒澤尚澄 田村・田村 64
A14 田村美津雄・田村邦彦 62 松野・中道
A15 ｂｙｅ 62
A16 松野公・中道賢一郎

一般男子　予選　Ｂ
B01 渡辺広昭・佐藤周輔
B02 ｂｙｅ 渡辺・佐藤
B03 江島征和・水安武 滝口・吉原 62
B04 滝口良平・吉原俊夫 61 渡辺・佐藤
B05 山本圭一・伊藤優馬 75
B06 ｂｙｅ 山本・伊藤
B07 早瀬康人・稲葉郁雄 早瀬・稲葉 61
B08 小澤登志広・大場健一郎 60 渡辺・佐藤
B09 鷲田耕一・八代裕文 60
B10 ｂｙｅ 清水・鏑木
B11 ｂｙｅ WO
B12 清水暢雄・鏑木孝士 竹・末永
B13 川崎一雄・竹尾直章 竹・末永 63
B14 竹重芳・末永彰 61 竹・末永
B15 ｂｙｅ WO
B16 平井一彦・金原浩平

一般男子　予選　Ｃ
C01 大田巧・福吉寿雄
C02 ｂｙｅ 大田・福吉
C03 栗原彰郎・塩田誠幸 佐藤・佐藤 63
C04 佐藤朋直・佐藤浩直 61 大田・福吉
C05 倉本篤・永野竜児 60
C06 ｂｙｅ 下坂・石田
C07 下坂保隆・石田克巳 下坂・石田 WO
C08 浅野洋一・加藤秀一 63 大田・福吉
C09 木下真也・松居寿之 60
C10 ｂｙｅ 木下・松居
C11 ｂｙｅ 64
C12 板井隆弥・大嶋朗 高木・中山
C13 寄国一佳・藍川伸雄 高木・中山 62
C14 高木昇・中山康夫 61 高木・中山
C15 ｂｙｅ 64
C16 松本富夫・鈴木直幸

一般男子　予選　Ｄ
d01 島田俊之・島田正明
d02 ｂｙｅ 島田・島田
d03 木下仁一・真船勉 野沢・真船 60
d04 野沢聡・松野和博 61 島田・島田
d05 畠山章・中村修大 64
d06 ｂｙｅ 井本・北原
d07 尾野幸人・土井一師 井本・北原 61
d08 井本耕三・北原博史 WO 島田・島田
d09 田中俊明・石橋輝夫 76(6)
d10 ｂｙｅ 内田・笈川
d11 ｂｙｅ 60
d12 内田宏・笈川浩司 内田・笈川
d13 原田義春・遠藤孝平 原田・遠藤 64
d14 竹野一夫・酒井三木夫 61 江連・秋山
d15 ｂｙｅ 63
d16 江連隆道・秋山広司

一般男子　予選　ｉ



一般男子　予選　Ｅ
E01 相原健司・田口俊充
E02 ｂｙｅ 小野塚・駒崎
E03 柴田哲夫・山本博志 小野塚・駒崎 61
E04 小野塚英一・駒崎賢一 61 小野塚・駒崎
E05 新留英史・三浦徹 60
E06 ｂｙｅ 江沢・高島
E07 江沢正・高島庸郎 江沢・高島 62
E08 橋本亮二・島田厚利 61 小野塚・駒崎
E09 前澤創・富松俊浩 62
E10 ｂｙｅ 前沢・富松
E11 ｂｙｅ 62
E12 鈴木正純・豊田進 八丁・新井
E13 綿貫勝利・村上和隆 綿貫・村上 61
E14 上原浩・柴田浩 WO 八丁・新井
E15 ｂｙｅ 63
E16 八丁裕樹・新井和男

一般男子　予選　Ｆ
F01 古舘伸・松本英樹
F02 ｂｙｅ 古舘・松本
F03 輿水正三郎・井坂孝之 安田・飯田 62
F04 安田隆範・飯田真 60 古舘・松本
F05 井本正章・松浦陽一郎 60
F06 ｂｙｅ 渋江・中林
F07 渋江公章・中林利允 渋江・中林 75
F08 小島昌夫・谷川正人 63 原田・安岡
F09 樽本直樹・山下忠志 63
F10 ｂｙｅ 原田・安岡
F11 ｂｙｅ 62
F12 原田健史・安岡大介 原田・安岡
F13 峯弘樹・渡辺光一郎 峯・渡辺 62
F14 前田玄・落合大介 62 小林・早川
F15 ｂｙｅ 64
F16 小林秀之・早川勝利

一般男子　予選　Ｇ
G01 原田裕史・宇田川猛
G02 ｂｙｅ 原田・宇田川
G03 浅見正尚・清水泰典 稲葉・佐藤 60
G04 稲葉勝巳・佐藤晃一 62 原田・宇田川
G05 高久正明・竹田博 61
G06 ｂｙｅ 奥村・澤
G07 奥村和徳・澤吉行 奥村・澤 62
G08 沼口聡志・菅野智也 61 原田・宇田川
G09 安東洋一・早見健一 75
G10 ｂｙｅ 松本・長谷川
G11 ｂｙｅ 62
G12 松本啓亮・長谷川慶和 松本・長谷川
G13 大沢一貴・渡辺英男 関根・飯森 62
G14 関根久実信・飯森拓 63 関根・飯森
G15 ｂｙｅ 63
G16 我妻忠男・渡部和茂

一般男子　予選　Ｈ
H01 伊藤泰之・岡田宏樹
H02 ｂｙｅ 伊藤・岡田
H03 河井寿孝・河井伸朗 河井・河井 61
H04 大内裕之・高橋昌也 64 伊藤・岡田
H05 坂本日出明・？？？？ 61
H06 ｂｙｅ 信岡・細田
H07 信岡茂・細田英男 信岡・細田 WO
H08 小栗達也・小栗英治 62 伊藤・岡田
H09 石戸守・老田哲夫 64
H10 ｂｙｅ 石戸・老田
H11 ｂｙｅ 60
H12 田村充・佐藤龍雄 金子・阿部
H13 東海伊査雄・東海佐知雄 金子・阿部 63
H14 金子彰宏・阿部輝彦 WO 金子・阿部
H15 ｂｙｅ 61
H16 奥村康夫・深谷正之

一般男子　予選　Ｍ



i01 上野貴史・佐藤了市
i02 ｂｙｅ 上野・佐藤
i03 小嶋明久・杉本壮太郎 浅香・川上 61
i04 浅香晴以知・川上文雄 62 上野・佐藤
i05 新井正俊・籠屋洋介 62
i06 ｂｙｅ 新井・籠屋
i07 山田圭介・高市亮 中澤・広橋 75
i08 中澤浩二・広橋賢 WO 高橋・正能
i09 芦文基・北村徳弘 75
i10 ｂｙｅ 宮沢・勝田
i11 ｂｙｅ WO
i12 宮沢賢吉・勝田清一 高橋・正能
i13 杉浦捷之・野村安 長谷川・増田 62
i14 長谷川茂樹・増田健司 WO 高橋・正能
i15 ｂｙｅ 61
i16 高橋忠彦・正能隆男

一般男子　予選　Ｊ
j01 野尻行弘・山崎順一
j02 ｂｙｅ 野尻・山崎
j03 田川覚・大橋宇智雄 田川・大橋 63
j04 春山秀明・山本剛史 60 今宮・川添
j05 粟根啓太・小嶋洋一 62
j06 ｂｙｅ 今宮・川添
j07 登坂孜・山本征正 今宮・川添 75
j08 今宮清・川添啓生 60 河原・小室
j09 河原得光・小室陽介 64
j10 ｂｙｅ 河原・小室
j11 ｂｙｅ 75
j12 西川光久・坂本健二 河原・小室
j13 大田紀夫・山田正弘 大田・山田 61
j14 加藤靖久・岡本政之 75 大田・山田
j15 ｂｙｅ 63
j16 矢野文和・人見善弘

一般男子　予選　Ｋ
K01 堺昭伸・松本祐亮
K02 ｂｙｅ 堺・松本
K03 小笠原敏弘・中西弘幸 小笠原・中西 60
K04 杉山寿一・海老沢宏 63 堺・松本
K05 篠崎勝彦・神戸義幸 60
K06 ｂｙｅ 木下・西山
K07 木下将克・西山博崇 木下・西山 WO
K08 菅雅貴・寺田勝五郎 WO 堺・松本
K09 山越隆志・補陀富士夫 75
K10 ｂｙｅ 金子・三橋
K11 ｂｙｅ WO
K12 金子和博・三橋博之 花崎・桜井
K13 花崎好男・桜井寛光 花崎・桜井 60
K14 神谷正司・関富士夫 60 花崎・桜井
K15 ｂｙｅ 61
K16 橋本美喜夫・大崎真

一般男子　予選　Ｌ
L01 秋山恭寛・山下和也
L02 ｂｙｅ 秋山・山下
L03 梶浦秀郎・長谷川浩二 梶浦・長谷川 61
L04 林美徳・田中康雄 63 秋山・山下
L05 音喜多貴・角南政明 61
L06 ｂｙｅ 井上・松尾
L07 成見正尚・？？？？ 井上・松尾 76(1)
L08 井上真一・松尾紀彦 WO 秋山・山下
L09 執行義隆・滝沢優朝 61
L10 ｂｙｅ 執行・滝沢
L11 ｂｙｅ 60
L12 福士大・三井翼 執行・滝沢
L13 武田真甲子・不破秀敏 小原・小西 62
L14 小原由幸・小西雅彦 64 小原・小西
L15 ｂｙｅ 63
L16 小川英也・林秀樹



M01 樋口修・斉藤靖弘
M02 ｂｙｅ 樋口・斉藤
M03 渥美哲也・野平勝巳 後藤・宮坂 63
M04 後藤利一・宮坂治二 64 樋口・斉藤
M05 松野員人・村上半治郎 60
M06 ｂｙｅ 大沼・新地
M07 ｂｙｅ WO
M08 大沼一巳・新地親 藤木・三上
M09 竹田裕志・神庭克幸 64
M10 ｂｙｅ 竹田・神庭
M11 ｂｙｅ WO
M12 渡辺暁彦・太田実 藤木・三上
M13 若林克明・奥村秀樹 渡辺・小堺 60
M14 渡辺裕一・小堺美智雄 62 藤木・三上
M15 ｂｙｅ 63
M16 藤ノ木成幸・三上猛

一般男子　予選　Ｎ
n01 米尾哲治・吉田茂
n02 ｂｙｅ 米尾・吉田
n03 菊地幸男・福島貴久 菊地・福島 76(1)
n04 吉田明・前川隆茂 63 米尾・吉田
n05 坂倉哲雄・小林克司 62
n06 ｂｙｅ 藤井・冨田
n07 藤井秀樹・冨田猛 藤井・冨田 60
n08 荒木宏・木下耕一 62 横山・山下
n09 田中孝・鈴木克則 62
n10 ｂｙｅ 田中・鈴木
n11 ｂｙｅ 75
n12 林孝・高橋毅 横山・山下
n13 横山慶太・山下賢 横山・山下 61
n14 藤正幸・石崎晴記 62 横山・山下
n15 ｂｙｅ 61
n16 小林義彦・桜井康雄

一般男子　予選　Ｏ
o01 山口裕也・高橋政道
o02 ｂｙｅ 山口・高橋
o03 三吉卓也・梅田弘和 三吉・梅田 60
o04 坂部重雄・富岡達郎 60 山口・高橋
o05 三好英一郎・江原宏 60
o06 ｂｙｅ 三好･江原
o07 明間重幸・吉田裕二 明間・吉田 75
o08 郡山省吾・中山義秀 62 牧野・小柳
o09 竹内智之・早川正太郎 75
o10 ｂｙｅ 竹内・早川
o11 ｂｙｅ 64
o12 広瀬信男・西脇毅 牧野・小柳
o13 秋山聡・井川孝之 秋山・井川 61
o14 中山進次・水沢啓行 61 牧野・小柳
o15 ｂｙｅ 62
o16 牧野徳正・小柳伸作

一般男子　予選　Ｐ
P01 土屋和久・川嶋雅裕
P02 ｂｙｅ 土屋・川嶋
P03 浅野泰治・木村修 浅野・木村 64
P04 木村博之・中林慎悟 WO 土屋・川嶋
P05 花岡靖・牛久孝 64
P06 ｂｙｅ 大堀・荻野
P07 大堀孝・荻野優 大堀・荻野 61
P08 池田浩二・小比賀剛 61 吉田・森
P09 中村修・廣野哲丸 63
P10 ｂｙｅ 吉田・森
P11 ｂｙｅ 75
P12 吉田年男・森義高 吉田・森
P13 樋口康弘・四方寿郎 樋口・四方 63
P14 井上智夢・越智泰斗 WO 福田・古賀
P15 ｂｙｅ 62
P16 福田浩一・古賀徹也
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