
男子６０歳以上（１・２位トーナメント）

A-1 下 稲原 神田 佐藤 篠原幸 馬場 鯨井 清水 C-1

T.くまがや 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 1 ｳｲﾝｸﾞ 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ FSCｸﾗﾌﾞ

F-2 波田野 篠原保 柴田 石井 2 江原 河原 根岸 島田 H-2

彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 赤とんぼ 上里ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑTAISHO 鴻巣ｲﾝﾊﾟﾙｽ 奈良ｸﾗﾌﾞ

C-2 篠原幸 馬場 鯨井 清水 2 下 稲原 神田 佐藤 A-2

ｳｲﾝｸﾞ 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ FSCｸﾗﾌﾞ T.くまがや 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ TTL大幡

I-1 伊藤 宮内 秋山 岡本 真鍋 沼口 橋本 丸山 K-1

熊卓会 FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 折原TTC 1 熊卓会 ﾁｰﾑTAISHO 奈良ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連

K-2 真鍋 沼口 橋本 丸山 伊藤 宮内 秋山 岡本 I-2

熊卓会 ﾁｰﾑTAISHO 奈良ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 1 1 熊卓会 FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 折原TTC

H-1 江原 河原 根岸 島田 波田野 篠原保 柴田 石井 F-1

彩松ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑTAISHO 鴻巣ｲﾝﾊﾟﾙｽ 奈良ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 赤とんぼ 上里ｸﾗﾌﾞ

E-1 小倉 高木 堺 竹井 1 1 立川 藤井 藤野 秋山 G-1

彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 FSCｸﾗﾌﾞ T.Pｸﾗﾌﾞ 2 寄居卓連 FSCｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ 折原TTC

J-2 野口 剣持 長谷川 平賀 1 黒澤 高柳 君山 L-2

彩松ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 奈良ｸﾗﾌﾞ 上卓会 上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ MSKT

L-1 黒澤 高柳 君山 野口 剣持 長谷川 平賀 J-1

上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ MSKT 彩松ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 奈良ｸﾗﾌﾞ 上卓会

B-2 長田 納見 鈴木 石坂 神宮 渡辺 高附 髙橋 D-2

T.くまがや 赤とんぼ FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 1 深谷卓連 品川 FSCｸﾗﾌﾞ MSKT

G-2 立川 藤井 藤野 秋山 小倉 高木 堺 竹井 E-2

寄居卓連 FSCｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ 折原TTC 1 2 彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 FSCｸﾗﾌﾞ T.Pｸﾗﾌﾞ

D-1 神宮 渡辺 高附 髙橋 長田 納見 鈴木 石坂 B-1

深谷卓連 品川 FSCｸﾗﾌﾞ MSKT T.くまがや 赤とんぼ FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ

3 1
(ﾁｰﾑTAISHO) (T.くまがや)

河原

河原 長田

【決勝】
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男子６０歳以上（３・４位トーナメント）

A-3 下 稲原 神田 佐藤 1 篠原幸 馬場 鯨井 清水 C-3

T.くまがや 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 ｳｲﾝｸﾞ 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ FSCｸﾗﾌﾞ

F-4 波田野 篠原保 柴田 石井 江原 河原 根岸 島田 H-4

彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 赤とんぼ 上里ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑTAISHO 鴻巣ｲﾝﾊﾟﾙｽ 奈良ｸﾗﾌﾞ

C-4 篠原幸 馬場 鯨井 清水 下 稲原 神田 佐藤 A-4

ｳｲﾝｸﾞ 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ FSCｸﾗﾌﾞ
棄権

T.くまがや 熊卓会 奈良ｸﾗﾌﾞ TTL大幡

I-3 伊藤 宮内 秋山 岡本 真鍋 沼口 橋本 丸山 K-3

熊卓会 FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 折原TTC 1 熊卓会 ﾁｰﾑTAISHO 奈良ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連

K-4 真鍋 沼口 橋本 丸山 伊藤 宮内 秋山 岡本 I-4

熊卓会 ﾁｰﾑTAISHO 奈良ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 熊卓会 FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 折原TTC

H-3 江原 河原 根岸 島田 波田野 篠原保 柴田 石井 F-3

彩松ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑTAISHO 鴻巣ｲﾝﾊﾟﾙｽ 奈良ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 赤とんぼ 上里ｸﾗﾌﾞ

E-3 小倉 高木 堺 竹井 立川 藤井 藤野 秋山 G-3

彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 FSCｸﾗﾌﾞ T.Pｸﾗﾌﾞ 寄居卓連 FSCｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ 折原TTC

J-4 野口 剣持 長谷川 平賀 黒澤 高柳 君山 L-4

彩松ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 奈良ｸﾗﾌﾞ 上卓会 上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ MSKT

L-3 黒澤 高柳 君山 野口 剣持 長谷川 平賀 J-3

上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ MSKT 彩松ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 奈良ｸﾗﾌﾞ 上卓会

B-4 長田 納見 鈴木 石坂 神宮 渡辺 高附 髙橋 D-4

T.くまがや 赤とんぼ FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 品川 FSCｸﾗﾌﾞ MSKT

G-4 立川 藤井 藤野 秋山 小倉 高木 堺 竹井 E-4

寄居卓連 FSCｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ 折原TTC 彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 FSCｸﾗﾌﾞ T.Pｸﾗﾌﾞ

D-3 神宮 渡辺 高附 髙橋 1 長田 納見 鈴木 石坂 B-3

深谷卓連 品川 FSCｸﾗﾌﾞ MSKT T.くまがや 赤とんぼ FSCｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ

2 1
(鴻巣ｲﾝﾊﾟﾙｽ)

根岸

根岸 平賀

(上卓会)

【決勝】
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