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

山河･宮南 細野･松岡

山河･宮南 石毛･三輪
62 WO

宍戸･長谷部 石毛･三輪

山河･宮南 遠藤･山口
60 64

高橋･石嶋 遠藤･山口

小林･森 遠藤･山口
64 64

小林･森 吉田･塩野

高橋･有 北橋･橋
63 61

高橋･有田 石野･永野

高橋･有田 石野･永野
64 76(4)

野口･渡辺 兼古･成澤

高橋･有田 北橋･橋本
75 60

星子･藤原 北橋･橋本

石野･石野 北橋･橋本
61 62

石野･石野 桑名･根本

小川･石野 佐藤･太田

小川･石野 佐藤･太田
60 60

皆神･安藤 馬場･富田

岡田･横山 佐藤･太田
64 61

丸山･中村 四方田･菊池

岡田･横山 四方田･菊池
61 62

岡田･横山 蘆田･蘆田

鈴木･須 佐藤･太
63 61

山川･品田 北野･後藤

山川･品田 羽石･石井
61 64

武田･加藤 羽石･石井

鈴木･須藤 羽石･石井
64 62

木村･石川 谷口･笠

鈴木･須藤 谷口･笠
63 WO

鈴木･須藤 田中･湯浅

C1 細野武朗･松岡高希

bye

宍戸弘之･長谷部奨 C4 石毛覚･三輪幸孝

C2

男子予選

(1) A1 山河圭介･宮南太朗 (3)

A4

A2 bye

A3 bye C3 bye

A5 高橋黎･石嶋怜安 C5 遠藤孝平･山口圭一

A6 bye C6 bye

A7 bye C7 bye

A8 小林英･森茂 C8 吉田裕二･塩野岳美

A9 高橋遼･有田京平 C9 石野翔丸･永野勝也

A10 bye C10 bye

A11 bye C11 bye

A12 野口悠･渡辺浩平 C12 兼古知弥･成澤瞬

A13 星子直輝･藤原達哉 C13 北橋和幸･橋本一樹

A14 bye C14 bye

A15 bye C15 bye

(9/16) A16 石野優弥･石野雅弥 (9/16) C16 桑名隆･根本隆之

(2) B1 小川英也･石野隆司 (4) d1 佐藤洋一･太田洋輔

B2 bye d2 bye

d4 馬場浩一･富田高広

B3 bye d3 bye

B4 皆神武史･安藤準

B5 丸山慶太･中村潔 d5 四方田佳祐･菊池武臣

d6 bye

B7 bye d7 bye

B8 岡田雅弘･横山史之 d8 蘆田修平･蘆田陽一

B6 bye

B9 山川一青･品田幸雄 d9 北野裕介･後藤将人

B10 bye d10 bye

B11 bye d11 bye

B12 武田克人･加藤正純 d12 羽石直浩･石井崚一

B13 木村直哉･石川豊 d13 谷口綾一･笠洋彰

B14 bye d14 bye

B15 bye d15 bye

(9/16) B16 鈴木一弘･須藤靖之 (9/16) d16 田中忠大･湯浅邦洋



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

三原･鎗田 関･上野

千原･亀山 松本･中村
61 64

千原･亀山 松本･中村
60

千原･亀山 松本･中村
61 64

齋藤･大木 鏑木･小松

齋藤･大木 鏑木･小松
62 60

田村･田村 山本･山本

千原･亀 中野･伊
63 64

竹内･竹内 上野･鈴木

竹内･竹内 中野･伊藤
62 60

香取･中村 中野･伊藤

水野･森岡 中野･伊藤
76(7) 62

水野･森岡 田内･今橋

水野･森岡 高橋･西野
WO 64

小松･橋場 高橋･西野

平賀･阿部 小栗･小栗

平賀･阿部 小栗･小栗
62 64

柿崎･市川 笹井･木下
61 63

平賀･阿部 小栗･小栗
75 76(4)

近藤･加藤 小畑･胡桃

近藤･加藤 小畑･胡桃
61 64

星山･藤井 家田･村上

高橋･原 境野･中
61 61

高橋･原 柄本･竹

高橋･原 境野･中村
64 60

日田･三浦 境野･中村

高橋･原 境野･中村
62 64

横井･平川 田中･渡辺

長谷･平良 斉藤･石井
60 63

長谷･平良 斉藤･石井

男子予選 男子予選

(5) E1 三原慎一郎･鎗田洋平 (7) G1 関直哉･上野史瑛

E2 bye G2 bye

E3 bye G3 松本英樹･中村元彦

E4 千原卓也･亀山章 G4 生駒郁弥･川村祐介

E5 齋藤豊･大木陽介 G5 鏑木孝士･小松勇一

E6 bye G6 bye

E7 bye G7 bye

E8 田村邦彦･田村美津雄 G8 山本正浩･山本大翔

E9 竹内智之･竹内智寛 G9 上野仁志･鈴木淳

E10 bye G10 bye

E11 bye G11 bye

E12 香取伸宜･中村康人 G12 中野竜臣･伊藤友貴

E13 水野耕平･森岡秀治 G13 田内宏直･今橋三尚

E14 bye G14 bye

E15 bye G15 bye

(9/16) E16 小松聡･橋場周平 (9/16) G16 高橋知伸･西野裕亮

(6) F1 平賀大嗣･阿部靖彦 (8) H1 小栗英治･小栗崇

F2 bye H2 bye

F3 柿崎広行･市川克巳 H3 鈴木莉央･堀切柊

F4 執行義隆･後藤光 H4 笹井栄治･木下将克

F5 近藤茂三郎･加藤広泰 H5 小畑拓也･胡桃正一

F6 bye H6 bye

F7 bye H7 bye

F8 星山光･藤井雅人 H8 家田浩司･村上善章

F9 高橋創介･原文崇 H9 柄本芳行･竹重芳

F10 bye H10 bye

F11 bye H11 bye

F12 日田高明･三浦祐樹 H12 境野考浩･中村修大

F13 横井孝紀･平川毅 H13 田中亮･渡辺優一郎

F14 bye H14 bye

F15 bye H15 bye

(9/16) F16 長谷崇史･平良肇 (9/16) H16 斉藤均･石井祐太


	男子予選

