
1R 2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R

山下･秋山 相原･伊勢

矢口･中村 相原･伊勢
wo 61

矢口･中村 三瓶･高橋
60 75

飯田･高尾 相原･伊勢
62 64

飯田･高尾 袴田･花岡
62 63

飯田･高尾 早瀬･稲葉
61 63

松居･木下 早瀬･稲葉

飯田･高尾 相原･伊勢
62 76(6)

渡士･越智 岡崎･山路

渡士･越智 岡崎･山路
75 64

小比賀･曽根 栗田･橋本

今村･今村 執行･長谷川
76(4) 63

今村･今村 高橋･杉戸

今村･今村 執行･長谷川
wo 64

川上･浅香 執行･長谷川

原田･遠藤 加藤･村上

原田･遠藤 加藤･村上
61 60

松原･吉田 森本･小高
64 wo

小口･水野 加藤･村上
60 60

小口･水野 藤橋･森川
61 wo

小口･水野 大山･杉浦
60 62

荒木･井川 大山･杉浦

小口･水野 寒川･西見
60 61

北村･吉田 寒川･西見

猪俣･町田 寒川･西見
63 60

猪俣･町田 鈴木･大木

石野･堀 寒川･西見
61 76(2)

加藤･浅野 奥村･市川

石野･堀 小林･早川
60 62

石野･堀 小林･早川

C01 相原健司･伊勢隆幸

C02 bye

03

男子予選

A03 川口達也･山本博之

01 A01 山下和也･秋山恭寛

C03 三瓶博夫･高橋淳郎

A02 bye

C04 本田雅勝･塩田秀樹A04 矢口甚也･中村修

C05 高橋信雄･伊部慎一A05 北條秀明･廣瀬信男

C06 袴田壽一･花岡弘毅A06 飯田信之･高尾祐二

C07 byeA07 bye

C08 早瀬康人･稲葉育雄A08 松居寿之･木下真也

C09 岡崎由之･山路利之A09 渡士智央･越智章浩

C10 byeA10 bye

C11 byeA11 bye

C12 栗田裕介･橋本和彦A12 小比賀剛･曽根章

A13 今村滋利･今村友哉

A14 bye C14 bye

C13 高橋創介･杉戸健

byeA15 bye C15

17/32 A16 川上文雄･浅香晴以知 17/32 C16 執行義隆･長谷川泰宏

d01 加藤靖久･村上毅浩

byeB02 bye

02 B01

d03

d02

原田義春･遠藤孝平 04

早坂剛･梶房智B03 矢野茂･矢野岳志

d04 森本浩士･小高延之B04 松原勇二･吉田育功

d05 福地晋也･末廣隆行B05 大橋宇智雄･中山貴生

d06 藤橋進也･森川隆行B06 小口善寛･水野大豊

d07 byeB07 bye

d08 大山美好･杉浦至B08 荒木宏･井川律人

d09 寒川裕太･西見正史B09 北村元宏･吉田豊

d10 byeB10 bye

d11 byeB11 bye

d12 鈴木明･大木信幸B12 猪俣善啓･町田直樹

d13 奥村康夫･市川清和B13 加藤秀一･浅野洋一

d14 byeB14 bye

d15 byeB15 bye

B16 石野友規･堀順郎 17/32 d16 小林秀之･早川勝利17/32



1R 2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R

林･喜友名 瀧澤･岩谷

鈴木･小笠原 瀧澤･岩谷
64 61

鈴木･小笠原 中林･門馬
64 76(3)

鈴木･小笠原 瀧澤･岩谷
61 60

中里･山田 河井･大瀬
wo 62

渥美･深谷 前澤･中村
61 63

渥美･深谷 前澤･中村

小川･山本 瀧澤･岩谷
64 60

横尾･江原 落合･福島

林･原田 落合･福島
61 76(5)

林･原田 木南･藤井

小川･山本 宮下･芳賀
63 60

小川･山本 宮下･芳賀

小川･山本 宮下･芳賀
60 wo

野平･野平 野口･綿引

藤ノ木･藤ノ木 山下･横山

浅野･今井 山下･横山
64 62

浅野･今井 山田･藤田
60 76(5)

浅野･今井 山下･横山
61 62

江沢･宮坂 丸山･佐藤
60 63

江沢･宮坂 寄国･笠井
62 61

因田･樋口 寄国･笠井

浅野･今井 山下･横山
75 61

井本･白石 三瓶･中尾

山口･高橋 加納･三上
62 64

山口･高橋 加納･三上

千原･内冨 加納･三上
75 63

千原･内冨 土屋･西山

千原･内冨 後藤･田川
62 62

小栗･小栗 後藤･田川

男子予選

05 E01 林宏･喜友名朝則 07 G01 瀧澤優朝･岩谷大介

小川真躍･中澤浩二

E02 bye G02 bye

E03 田村邦彦･田村美津雄

G04

G03

中林慎吾･門馬法明E04 鈴木真一ａ･小笠原敏弘

G05 河井寿孝･大瀬謙作E05 佐藤龍男･小林克司

G06 兼松孝･海老澤宏E06 中里智治･山田栄樹

G07 byeE07 bye

G08 前澤創･中村貴文E08 渥美哲也･深谷正之

G09 落合大介･福島邦明E09 横尾豊･江原宏

G10 byeE10 bye

G11 byeE11 bye

G12 木南誠司･藤井健次郎E12 林美徳･原田誠

G13 宮下良彦･芳賀雅丈E13 小川幸治･山本奉伸

G14 byeE14 bye

byeE15 bye

17/32

G15

G16 野口英樹･綿引公幸

06 F01 藤ノ木純･藤ノ木成幸 08 H01 山下賢･横山慶太

17/32 E16 野平勝己･野平浩正

山田元力･藤田浩史

F02 bye H02 bye

F03 土井俊彦･中島康裕

H04

H03

野沢聡･松野和博F04 浅野泰治･今井博和

H05 庭野昭彦･石原英樹F05 大野純平･會田優

H06 丸山英行･佐藤憲明F06 江沢正･宮坂秀貴

H07 byeF07 bye

H08 寄国一佳･笠井博F08 因田一博･樋口康弘

H09 三瓶正博･中尾英司F09 井本正章･白石健二

H10 byeF10 bye

H11 byeF11 bye

H12 加納弘康･三上翼F12 山口高･高橋利之

H13 土屋文孝･西山博崇F13 千原卓也･内冨俊博

H14 byeF14 bye

H15 byeF15 bye

F16 小栗達也･小栗英治 17/32 H16 後藤利一･田川覚17/32



1R 2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R

大堀･荻野 桜井･小林

大堀･荻野 中村･遠藤
63 63

大橋･大橋 中村･遠藤
63 61

梶浦･稲葉 中村･遠藤
63 60

堀岡･秋本 山本･小田
61 61

梶浦･稲葉 山本･小田
61 62

梶浦･稲葉 吉澤･服部

松本･伊藤 中村･遠藤
63 62

松本･伊藤 吉原･吉岡

松本･伊藤 吉原･吉岡
62 63

後藤･勝田 猪狩･平川

松本･伊藤 加藤･島田
62 75

竹田･神庭 綿貫･吉田

新井･八丁 加藤･島田
61 64

新井･八丁 加藤･島田

竹･末永 馬場･安倍

佐藤･佐藤 冨田･石田
64 63

佐藤･佐藤 冨田･石田
64 61

佐藤･佐藤 冨田･石田
60 61

武田･北濱 湯本･横尾
61 76(5)

金子･竹井 湯本･横尾
62 76(6)

金子･竹井 若林･清水

金子･水野 冨田･石田
64 62

金子･三橋 長谷川･山中

金子･水野 長谷川･山中
61 64

金子･水野 四條･山下

金子･水野 富松･大橋
60 63

大野･河野 富松･大橋

大野･河野 富松･大橋
wo 62

芦･北村 小泉･小宮

男子予選

09 i01 大堀孝･荻野優 11 K01 桜井康雄･小林義彦

中村英之･遠藤昭好

i02 bye K02 bye

i03 大橋秀伯･大橋俊伯

K04

K03

上野智宏･星川悠二i04 井上真一･山口努

K05 高木昇･阿部輝彦i05 小島昌夫･鈴裏実

K06 山本浩太朗･小田剛資i06 堀岡正司･秋本孝成

K07 byei07 bye

K08 吉澤昭弘･服部哲也i08 梶浦秀郎･稲葉勝巳

K09 吉原賢太郎･吉岡定理i09 松本浩一･伊藤功

K10 byei10 bye

K11 byei11 bye

K12 猪狩忠徳･平川和男i12 後藤啓司･勝田清一

K13 綿貫勝利･吉田三千雄i13 竹田裕志･神庭克幸

K14 byei14 bye

byei15 bye
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K15

K16 加藤広泰･島田厚利

10 J01 竹重芳･末永彰 12 L01 馬場浩一･安倍吉生

17/32 i16 新井和男･八丁裕樹

熊谷久･岩本靖彦

J02 bye L02 bye

J03 佐藤朋直･佐藤浩直

L04

L03

冨田正大･石田慶介J04 湯浅康彦･宮下正幹

L05 湯本治仁･横尾隆義J05 木下将克･笹井栄治

L06 野崎忠明･野崎達矢J06 武田克人･北濱信彦

L07 byeJ07 bye

L08 若林克明･清水暢雄J08 金子信也･竹井淳平

L09 長谷川茂樹･山中康嘉J09 金子和博･三橋博之

L10 byeJ10 bye

L11 byeJ11 bye

L12 四條淳･山下成雄J12 金子彰宏･水野裕史

L13 富松俊浩･大橋剛敏J13 大野章男･河野吏志

L14 byeJ14 bye

L15 byeJ15 bye

J16 芦文基･北村徳弘 17/32 L16 小泉浩一･小宮康義17/32



1R 2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R

小嶋･及川 椎名･小川

上野･秋山 椎名･小川
62 63

上野･秋山 板井･小林
62 wo

上野･秋山 椎名･小川
62 61

竹内･花岡 平塚･松田
62 wo

竹内･花岡 郡山･山田
61 61

根本･篠塚 郡山･山田

上野･秋山 椎名･小川
64 60

奥村･小嶋 三浦･菰田

奥村･小嶋 山部･前谷
60 62

相良･畑垣 山部･前谷

藍川･正能 高橋･高橋
62 63

佐藤･佐藤 宇野･上原

藍川･正能 高橋･高橋
76(4) 63

藍川･正能 高橋･高橋

村田･田口 上野･小泉

村田･田口 上野･小泉
61 76(3)

青木･増田 秋葉･鈴木
63 62

丹羽･松岡 上野･小泉
63 62

丹羽･松岡 荻原･吉留
64 64

丹羽･松岡 水越･杉本
60 64

鈴木･岡田 水越･杉本

田内･大木 石野･小川
75 64

田内･大木 松戸･石井

田内･大木 吉田･塩野
63 62

阿部･奥 吉田･塩野

田内･大木 石野･小川
62 62

我妻･桶川 光延･菅沢

武田･不破 石野･小川
62 61

武田･不破 石野･小川

男子予選

13 M01 小嶋明久･及川和志 15 o01 椎名隆泰･小川重之

林繁彦･山越隆志

M02 bye o02 bye

M03 林孝･小西雅彦

o04

o03

板井隆弥･小林博文M04 上野貴史･秋山誠一

o05 滝口良平･大滝浩幸M05 竹内智之･花岡靖

o06 平塚次男･松田正晴M06 大沢一貴･渡邊英男

o07 byeM07 bye

o08 郡山省吾･山田俊一M08 根本隆之･篠塚稔

o09 三浦広一･菰田和正M09 奥村和徳･小嶋昭二

o10 byeM10 bye

o11 byeM11 bye

o12 山部順司･前谷文彦M12 相良次郎･畑垣哲哉

o13 宇野毅･上原剛M13 佐藤克秀･佐藤照晃

o14 byeM14 bye

byeM15 bye
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o15

o16 高橋賢二･高橋大佑

14 n01 村田功･田口俊充 16 P01 上野文隆･小泉聡志

17/32 M16 藍川伸雄･正能隆男

福士大･三井翼

n02 bye P02 bye

n03 青木健吾･増田浩行

P04

P03

秋葉真純･鈴木豊n04 野口健治･岩崎篤雄

P05 荻原俊輔･吉留通紀n05 井本耕三･井本恭太郎

P06 高士裕朗･添田真弘n06 丹羽靖･松岡高希

P07 byen07 bye

P08 水越哲夫･杉本宏之n08 鈴木謙介･岡田徳幸

P09 松戸賢二･石井敦n09 田内宏直･大木理

P10 byen10 bye

P11 byen11 bye

P12 吉田裕二･塩野岳美n12 阿部孝司･奥尚郎

P13 光延英二･菅沢潤n13 我妻忠男･桶川浩造

P14 byen14 bye

P15 byen15 bye

P16 石野隆司･小川英也17/32 n16 武田真甲子･不破秀敏 17/32


