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

佐藤･河野 上野･増田

佐藤･河野 上野･増田
bye 61

桜井･中山

村上･松野 上野･増田
wo 60

村上･松野 中山･中山

村上･松野 中山･中山
62 76(5)

神谷･安藤 奥･山田

村上･松野 上野･増田
62 61

乾･小林 栗原･湯浅

小林･久我 荒木･深谷
63 wo

小林･久我 荒木･深谷

宇野･人見 木内･川上
60 62

橋本･橋本 木内･川上

宇野･人見 木内･川上
62 63

宇野･人見 秋葉･細井

高橋･高橋 古賀･土屋

高橋･高橋 古賀･土屋
76(5) 62

植苗･田幡 小林･斉藤

高橋･高橋 古賀･土屋
62 61

松尾･木村 小泉･藤村

松尾･木村 小泉･山下
62 wo

阿部･会田 小泉･山下

小倉･野村 古賀･土屋
63 63

川内･土屋 柳澤･田村

小倉･野村 馬場･安倍
64 61

小倉･野村 馬場･安倍

小倉･野村 執行･杉山
64 63

蘆田･蘆田 執行･杉山

福士･三井 執行･杉山
61 64

福士･三井 大田･福田

17/32 B16 福士大･三井翼 17/32 d16 大田巧･福田浩一

B15 bye d15 bye

B14 bye d14 bye

B13 蘆田陽一･蘆田修平 d13 執行義隆･杉山純一

B12 小倉秀･野村元 d12 馬場浩一･安倍吉生

B11 bye d11 bye

B10 bye d10 bye

B09 川内崇浩･土屋文孝 d09 柳澤翔太･田村光裕

B08 阿部靖彦･会田淳一 d08 小泉栄治･山下明

B07 bye d07 bye

B06 bye d06 bye

B05 松尾紀彦･木村利治 d05 小泉浩一･藤村和範

B04 植苗正勝･田幡一裕 d04 小林健･斉藤靖弘

B03 bye d03 bye

B02 bye d02 bye

02 B01 高橋知伸･高橋直希 04 d01 古賀隆嗣･土屋玲

17/32 A16 宇野毅･人見善弘 17/32 C16 秋葉真純･細井達志

A15 bye C15 bye

A14 bye C14 bye

A13 橋本亮二･橋本拓実 C13 木内勲･川上徹

A12 小林邦博･久我龍一郎 C12 荒木宏･深谷正之

A11 bye C11 bye

A10 bye C10 bye

A09 乾貴雄･小林俊太郎 C09 栗原章郎･湯浅敏央

A08 神谷悠太･安藤伸 C08 奥尚郎･山田武夫

A07 bye C07 bye

C05 中山房雄･中山雄太

A06 bye C06 bye

A05 村上半治郎･松野員人

bye C04 桜井康雄･中山大輔

A03 bye C03 bye

A04

上野貴史･増田幸之助

A02 bye C02 bye

男子予選

01 A01 佐藤克秀･河野哲也 03 C01



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

岡本･須藤 小栗･小栗

岡本･須藤 井上･星
61 61

板野･徳間 井上･星

岡本･須藤 井上･星
63 64

佐藤･村田 堀口･津野

霧生･高橋 堀口･津野
62 63

霧生･高橋 山本･彌富

岡本･須藤 井上･星
63 64

高橋･竹田 阿部･上原

大野･楠 橋本･櫻井
62 60

大野･楠 橋本･櫻井

越智･笠 橋本･櫻井
62 61

越智･笠 渡邉･岡崎

越智･笠 渡邉･岡崎
62 wo

高橋･小笠原 青木･葛谷

林･宇田川 品川･桑名

染谷･大竹 品川･桑名
62 wo

染谷･大竹 早野･吉沢

原田･岡田 鈴木･林
63 62

内藤･石井 高橋･高橋

原田･岡田 鈴木･林
61 62

原田･岡田 鈴木･林

原田･岡田 鈴木･林
64 62

田尻･小西 清光･石田

田尻･小西 清光･石田
63 60

山河･片山 細川･金子

小林･藤ノ木 清光･石田
76(5) 64

梶房･大澤 畑中･光辻

小林･藤ノ木 曽根･上村
63 60

小林･藤ノ木 曽根･上村

17/32 F16 小林秀之･藤ノ木成幸 17/32 H16 曽根知也･上村高志

F15 bye H15 bye

F14 bye H14 bye

F13 梶房智･大澤恭雄 H13 畑中元･光辻英

F12 山河圭介･片山伸之 H12 細川比佐志･金子裕明

F11 bye H11 bye

F10 bye H10 bye

F09 田尻泰彦･小西力 H09 清光健太･石田信也

F08 原田健史･岡田直樹 H08 鈴木直幸･林秀樹

F07 bye H07 bye

F06 bye H06 bye

F05 内藤俊哉･石井克利 H05 高橋賢二･高橋大佑

F04 染谷賢二･大竹英志 H04 早野悠介･吉沢知史

F03 bye H03 bye

F02 bye H02 bye

06 F01 林廉二･宇田川明 08 H01 品川宏治･桑名隆

17/32 E16 高橋創介･小笠原敏弘 17/32 G16 青木真央･葛谷仁史

E15 bye G15 bye

E14 bye G14 bye

E13 越智淳平･笠洋彰 G13 渡邉英男･岡崎洋二

E12 大野隆博･楠直樹 G12 橋本一樹･櫻井智樹

E11 bye G11 bye

E10 bye G10 bye

E09 高橋誠･竹田裕志 G09 阿部孝司･上原豊孝

E08 霧生肇･高橋円 G08 山本博志･彌富久徳

E07 bye G07 bye

E06 bye G06 bye

E05 佐藤洋一･村田雅彦 G05 堀口英孝･津野武士

E04 板野貴之･徳間佑輔 G04 井上圭司･星浩

E03 bye G03 bye

E02 bye G02 bye

男子予選 男子予選

05 E01 岡本卓也･須藤皓一 07 G01 小栗達也･小栗英治



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

佐久間･小松 堺･増橋

佐久間･小松 堺･増橋
61 62

広瀬･田中 林･原田

佐久間･小松 堺･増橋
63 64

牛尾･寺西 村上･浅見

篠塚･清水 富田･太田
wo 60

篠塚･清水 富田･太田

高石･楢原 堺･増橋
60 62

高石･楢原 上久保･徳武

高石･楢原 田中･佐藤
63 62

中澤･阿部 田中･佐藤

高石･楢原 村田･田口
62 64

背戸･山形 遠藤･久保田

中村･花井 村田･田口
62 75

中村･花井 村田･田口

横山･本田 水越･紀平

星山･藤井 小栗･小栗
wo 61

星山･藤井 小栗･小栗

梶浦･伊藤 小栗･小栗
65 63

馬渕･花岡 篠崎･佐藤

梶浦･伊藤 春山･春山
wo 61

梶浦･伊藤 春山･春山

円谷･上方 野田･野田
60 61

大里･鈴木 島田･加藤

大里･鈴木 島田･加藤
75 62

中安･渋谷 田村･田村

円谷･上方 野田･野田
64 61

斉藤･栗野 野田･野田

円谷･上方 野田･野田
61 61

円谷･上方 平賀･冨田

17/32 J16 円谷武志･上方稔之 17/32 L16 平賀大嗣･冨田正大

J15 bye L15 bye

J14 bye L14 bye

J13 斉藤均･栗野哲也 L13 野田将平･野田恭平

J12 中安孝志･渋谷亮 L12 田村邦彦･田村美津雄

J11 bye L11 bye

J10 bye L10 bye

J09 大里達也･鈴木清隆 L09 島田厚利･加藤広泰

J08 梶浦秀郎･伊藤真司 L08 春山秀明･春山航平

J07 bye L07 bye

J06 bye L06 bye

J05 馬渕純･花岡靖 L05 篠崎勝彦･佐藤龍男

J04 星山光･藤井雅人 L04 小栗欣也･小栗崇

J03 bye L03 bye

J02 bye L02 bye

10 J01 横山慶太･本田和也 12 L01 水越哲夫･紀平秀喜

17/32 i16 中村聡志･花井一哉 17/32 K16 村田功･田口俊充

i15 bye K15 bye

i14 bye K14 bye

i13 背戸真昭･山形憲 K13 遠藤信也･久保田佳司

i12 中澤浩二･阿部太郎 K12 田中正太郎･佐藤貴史

i11 bye K11 bye

i10 bye K10 bye

i09 高石康作･楢原洋介 K09 上久保裕宣･徳武正

i08 篠塚稔･清水暢雄 K08 富田高広･太田祐一

i07 bye K07 bye

i06 bye K06 bye

i05 牛尾雅行･寺西和久 K05 村上敏章･浅見亮太

i04 広瀬浩毅･田中義宗 K04 林美徳･原田誠

i03 bye K03 bye

i02 bye K02 bye

男子予選 男子予選

09 i01 佐久間正樹･小松聡 11 K01 堺昭伸･増橋慶一朗



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

綿谷･前田 藤澤･土川

綿谷･前田 藤澤･土川
62 61

高瀬･遠藤 梶原･石原

綿谷･前田 田内･杉山
61 64

松本･斉藤 田内･杉山

渡辺･青木 田内･杉山
63 63

渡辺･青木 吉田･松本

綿谷･前田 田内･杉山
76(4) 62

石神･中道 大島･布施

石神･中道 大島･布施
62 61

加藤･浅野 佐藤･鈴木

吉武･三松 藤井･小野寺
60 62

堀岡･黒澤 藤井･小野寺

吉武･三松 藤井･小野寺
61 63

吉武･三松 沼口･町田

安岡･岡田 渋谷･太田

安岡･岡田 渋谷･太田
63 61

藤田･宮沢 米尾･吉田

小口･加納 渋谷･太田
64 61

小口･加納 猪狩･田辺

小口･加納 浅野･菊池
63 60

笹井･木下 浅野･菊池

山口･金澤 渋谷･太田
76(5) 63

枝･山本 井本･細田

枝･山本 井本･細田
wo 62

工藤･工藤 鴻巣･飯島

山口･金澤 井本･細田
60 62

中西･中尾 三上･関

山口･金澤 三上･関
75 wo

山口･金澤 西堀･山下

17/32 n16 山口嘉裕･金澤知徳 17/32 P16 西堀知英･山下和也

n15 bye P15 bye

n14 bye P14 bye

n13 中西晴義･中尾春喜 P13 三上猛･関直哉

n12 工藤智仁･工藤祐生 P12 鴻巣貴弘･飯島猛

n11 bye P11 bye

n10 bye P10 bye

n09 枝毅彦･山本靖 P09 井本恭太郎･細田英男

n08 笹井栄治･木下将克 P08 浅野希章･菊池辰哉

n07 bye P07 bye

n06 bye P06 bye

n05 小口忠史･加納弘康 P05 猪狩忠徳･田辺美樹

n04 藤田和彦･宮沢俊 P04 米尾哲治･吉田茂

n03 bye P03 bye

n02 bye P02 bye

14 n01 安岡大介･岡田崇 16 P01 渋谷一義･太田雅博

17/32 M16 吉武朋彦･三松岳 17/32 o16 沼口聡志･町田直樹

M15 bye o15 bye

M14 bye o14 bye

M13 堀岡正司･黒澤広顕 o13 藤井政之･小野寺信幸

M12 加藤秀一･浅野洋一 o12 佐藤勇樹･鈴木貞彦

M11 bye o11 bye

M10 bye o10 bye

M09 石神勉･中道賢一郎 o09 大島啓誉･布施伸也

M08 渡辺光一郎･青木勇気 o08 吉田年男･松本剛

M07 bye o07 bye

M06 bye o06 bye

M05 松本松之･斉藤浩二 o05 田内宏直･杉山雄祐

M04 高瀬征樹･遠藤孝平 o04 梶原栄治･石原英樹

M03 bye o03 bye

M02 bye o02 bye

男子予選 男子予選

13 M01 綿谷修平･前田浩光 15 o01 藤澤直樹･土川宏


