
試合方法：６ゲーム先取　セミアドバンテージ　

男子A　予選

坂藤 世一・吉田 亮介 朝倉 秀篤・中川 智 宇野 彰人・角野 誉士 総試合数 3
（太陽スポーツ・ＹＫＫ） （グラス・入善町ＴＡ） （ジョリーフレンズ） 勝　敗 順　位

坂藤 世一・吉田 亮介 （太陽スポーツ・ＹＫＫ） 62 61 2 - 0 1

朝倉 秀篤・中川 智 （グラス・入善町ＴＡ） 26 36 0 - 2 3

宇野 彰人・角野 誉士 （ジョリーフレンズ） 16 63 1 - 1 2

石原 勝・八倉巻 恭平 酒井 英明・長井 京一郎 萩中 康浩・藤井 友人 総試合数 3
（グラス・フリー） （スギノ・センティア） （ジョリーフレンズ） 勝　敗 順　位

石原 勝・八倉巻 恭平 （グラス・フリー） 62 56 1 - 1 2

酒井 英明・長井 京一郎 （スギノ・センティア） 26 16 0 - 2 3

萩中 康浩・藤井 友人 （ジョリーフレンズ） 65 61 2 - 0 1

中村 高士・山口 純平 岩田 伸吾・大島 勇輝 橋本 龍太朗・上滝 晋平 総試合数 3
（グラス・ＹＫＫ） （ジョリーフレンズ） （下新川郡TC・富山市TC） 勝　敗 順　位

中村 高士・山口 純平 （グラス・ＹＫＫ） 62 61 2 - 0 1

岩田 伸吾・大島 勇輝 （ジョリーフレンズ） 26 63 1 - 1 2

橋本 龍太朗・上滝 晋平 （下新川郡TC・富山市TC） 16 36 0 - 2 3

清水 智明・佐藤 仁徳 芦田 丈児・伊藤 健宏 山口 浩史・田端 洋一 総試合数 3
（しみてに・しみてに） （ジョリーフレンズ） （グラス・スギノ） 勝　敗 順　位

清水 智明・佐藤 仁徳 （しみてに・しみてに） 61 62 2 - 0 1

芦田 丈児・伊藤 健宏 （ジョリーフレンズ） 16 16 0 - 2 3

山口 浩史・田端 洋一 （グラス・スギノ） 26 61 1 - 1 2
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男子B　予選

辻田 修司・大浦 孝之 堀田 浩二・平崎 貴大 三宅 輝明・石川 弘之 総試合数 3
（IPCH・南砺市TA） （フリー・フリー） （ジョリーフレンズ） 勝　敗 順　位

辻田 修司・大浦 孝之 （IPCH・南砺市TA） 60 61 2 - 0 1

堀田 浩二・平崎 貴大 （フリー・フリー） 06 63 1 - 1 2

三宅 輝明・石川 弘之 （ジョリーフレンズ） 16 36 0 - 2 3

石野 茂雄・谷越 諭史 栗田 義臣・武藤 昴一郎 臼田 佳史・高村 裕一 総試合数 3
（グラス・フリー） （とやまオープン・とやまオープン） （ジョリーフレンズ・TC DASH） 勝　敗 順　位

石野 茂雄・谷越 諭史 （グラス・フリー） 16 36 0 - 2 3

栗田 義臣・武藤 昴一郎 （とやまオープン・とやまオープン） 61 16 1 - 1 2

臼田 佳史・高村 裕一 （ジョリーフレンズ・TC DASH） 63 61 2 - 0 1

吉井 健二・経塚 浩二 粕谷 隆弘・高階 博之 吉川 高広・堀 昭禎 総試合数 3
（フリー・ジョリーフレンズ） （センティア・TC DASH） （グラス・悠遊） 勝　敗 順　位

吉井 健二・経塚 浩二 （フリー・ジョリーフレンズ） 36 62 1 - 1 2

粕谷 隆弘・高階 博之 （センティア・TC DASH） 63 60 2 - 0 1

吉川 高広・堀 昭禎 （グラス・悠遊） 26 06 0 - 2 3

大西 武夫・村瀬 陽一 野竹 秀典・大田 和弘 井村 翔真・井村 俊朗 総試合数 3
（スギノ・スギノ） （ジョリーフレンズ） （魚津Jr・悠遊） 勝　敗 順　位

大西 武夫・村瀬 陽一 （スギノ・スギノ） 63 36 1 - 1 2

野竹 秀典・大田 和弘 （ジョリーフレンズ） 36 36 0 - 2 3

井村 翔真・井村 俊朗 （魚津Jr・悠遊） 63 63 2 - 0 1

赤松 裕次郎・黒田 健二 七澤 武・朝倉 徹 小森 涼平・中村 勇介 総試合数 3
（Ｔｅａｍ　Ｗｉｓｈ） （フリー・フリー） （ジョリーフレンズ・TC DASH） 勝　敗 順　位

赤松 裕次郎・黒田 健二 （Ｔｅａｍ　Ｗｉｓｈ） 61 62 2 - 0 1

七澤 武・朝倉 徹 （フリー・フリー） 16 61 1 - 1 2

小森 涼平・中村 勇介 （ジョリーフレンズ・TC DASH） 26 16 0 - 2 3
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女子A

杉原 庸子・山﨑 英吏子 前田 小由理・佐々木 ちさ子 吉川 明子・藤田 千鶴子 鶴瀬 由美子・米沢 恵美子 石野 由香子・石原 尚美 総試合数 10
（センティア・大林ＴＣ） （悠遊・スポーツメイト） （グラス・フリー） （スギノ・スギノ） （グラス・グラス） 勝　敗 順　位

杉原 庸子・山﨑 英吏子 （センティア・大林ＴＣ） 60 60 60 W.O 4 - 0 1

前田 小由理・佐々木 ちさ子 （悠遊・スポーツメイト） 06 63 54RET 64 3 - 1 2

吉川 明子・藤田 千鶴子 （グラス・フリー） 06 36 61 W.O 2 - 2 3

鶴瀬 由美子・米沢 恵美子 （スギノ・スギノ） 06 45RET 16 W.O 1 - 3 4

石野 由香子・石原 尚美 （グラス・グラス） W.O 46 W.O W.O 0 - 4 5

女子B

荒瀧 マリアン・新村 由美 牧野 美里・岡崎 尚子 萩中 洋子・橘 順子 米倉　 由香理・経塚 靖子 廣川 真理子・梅沢 静香 総試合数 10
（センティア・センティア） （ジョリーフレンズ・TC DASH） （ジョリーフレンズ） （センティア・JSS富山） （グラス・ＪＳＳ富山） 勝　敗 順　位

荒瀧 マリアン・新村 由美 （センティア・センティア） 62 62 60 65 4 - 0 1

牧野 美里・岡崎 尚子 （ジョリーフレンズ・TC DASH） 26 16 46 26 0 - 4 5

萩中 洋子・橘 順子 （ジョリーフレンズ） 26 61 63 26 2 - 2 3

米倉　 由香理・経塚 靖子 （センティア・JSS富山） 06 64 36 36 1 - 3 4

廣川 真理子・梅沢 静香 （グラス・ＪＳＳ富山） 56 62 62 63 3 - 1 2
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