


男子A（1/2） 9/23(土)　　Aブロック：10：20～　，B～Gブロック：11：50～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆各ブロック1位は決勝トーナメントへ

試合順： １－２　→　1－３　→　２－３　　

試合順：

試合順： 8－9　→　10－11　→　8－10　→　9－11　→　8－11　→　9－10　　

試合順： 12－13　→　14－15　→　12－14　→　13－15　→　12－14　→　13－14　　

試合順： 16－17　→　18－19　→　16－18　→　17－19　→　16－19　→　17－18　　

Eブロック 玉井泰之齋藤良記奥村公亮川崎建司 順位勝敗

18 齋藤良記(在学）

19 玉井泰之（在勤）

岡本　亮(小田急藤沢TG)

17

石元秀典(SSA綾瀬) ※※※

2

3

高野一茂（BW14)

Ｃブロック

※※※

大崎貴道（小田急藤沢TG)

川畑貴裕(東ソー)

丸山璃久（小田急藤沢TG)

7

大崎貴道 嘉村琉海 石本秀典Ａブロック

1

嘉村琉海(在学）

勝敗 順位

※※※

※※※

堀田秀樹

12

田村竜一（在勤）

9

藤田敬介（BW14)

8

10

11

濱田明男 勝敗

岡本　亮 浦川和樹 大森久暢

浦川和樹（在勤）

濱田明男(シード）

13

遠山龍太(在学）

Ｂブロック

高橋　翼(在学）

4

6

5

勝敗丸山璃久 順位高橋　翼 川畑貴裕高野一茂

田村竜一 遠山龍太 藤田敬介

Ｄブロック 順位

順位

勝敗

15 堀田秀樹(東ソー)

14

奥村公亮(小田急藤沢TG)

16 川崎建司（在住）

4－5　→　6－7　→　4－6　→　5－7　→　4－7　→　5－6　　

大森久暢（在勤）



男子A（2/2）

試合順： 20－21　→　22－23　→　20－22　→　21－23　→　20－23　→　21－22　　

試合順： 24－25　→　26－27　→　24－26　→　25－27　→　24－27　→　25－26　　

《　決勝トーナメント　》 10/1(日)

８ゲームプロセットマッチセミノ―アドバンテージ

三位決定戦　 ８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

27 近藤康平(在住)

26 林　雅人（在勤）

25 今井隆太(小田急藤沢TG)

順位

23

24 山田哲治(在住)

Gブロック 山田哲治 今井隆太 林　雅人 近藤康平 勝敗

丸山治以(小田急藤沢TG)

22 小野大貴(在学）

21 澤畑裕太（在勤）

順位

20 丸　智之(BW14)

Fブロック 丸　智之 澤畑裕太 小野大貴 丸山治以 勝敗

C

F

9:40

9:00

9:00

E

G

B

9:00

D

A



男子B 9/23(土)　　9：00～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆各ブロック1位は決勝トーナメントへ

試合順： １－２　→　1－３　→　２－３　　

試合順：

試合順： 8－9　→　10－11　→　8－10　→　9－11　→　8－11　→　9－10　　

試合順： 12－13　→　14－15　→　12－14　→　13－15　→　12－14　→　13－14　　

《　決勝トーナメント　》 10/1(日)　9：00～

８ゲームプロセットマッチセミノ―アドバンテージ

三位決定戦　 ８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

D

A

B

C

15 東　政博（在勤）

14 中光寿夫(在住)

13 相島　崇（在勤）

順位

12 四浦　洋(SSA綾瀬)

Ｄブロック 四浦　洋 相島　崇 中光寿夫 東　政博 勝敗

11 高橋裕一(ベアーズ）

10 松田智之(SSA綾瀬)

山崎孝久（在勤）

9 成田暁彦(小田急藤沢TG)

8

4－5　→　6－7　→　4－6　→　5－7　→　4－7　→　5－6　　

Ｃブロック 山崎孝久 成田暁彦 松田智之 高橋裕一 勝敗 順位

7 加藤　実(在住)

6 本間啓藏(綾西TC)

5 藤井隼人(小田急藤沢TG)

順位

4 高橋洸貴（在勤）

Ｂブロック 高橋洸貴 藤井隼人 本間啓藏 加藤　実 勝敗

3 池田貴文(東ソー) ※※※

2 遠藤裕太（在勤） ※※※

順位Ａブロック 中西雄成 遠藤裕太 池田貴文 ※※※ 勝敗

1 中西雄成（在勤） ※※※



男子40才以上　　　9/30(土）　9：00～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆各ブロック1位は決勝トーナメントへ

試合順：

試合順： ４－５　　→　　４－６　　→　　５－６

試合順： ７－８　　→　　７－９　　→　　８－９

試合順： 10－11　　→　10－12　　→　　11－12

《　決勝トーナメント　》　 10/1（日）　　10：20～
８ゲームプロセットマッチセミノ―アドバンテージ

　　　三位決定戦　　　　８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

小黒龍児(在住)

11 田中利明(小田急藤沢TG)

12

順位

10 寺岡秀樹(東ソー)

柳下康久（MUGEN)3

D

A

Dブロック 寺岡秀樹 田中利明

8 井戸一博(SSA綾瀬)

B

C

小黒龍児 勝敗

9 若山秀樹(BW14)

若山秀樹 勝敗 順位西野郁雄

7 西野郁雄（WTC)

Cブロック

5 竹ノ内裕昌（在勤）

井戸一博

6

4 榎本浩二(SSA綾瀬)

早乙女和久(シード）

Ｂブロック 榎本浩二 竹ノ内裕昌 勝敗 順位早乙女和久

1 小川和則（ヒート）

Ａブロック 小川和則

１－２　　→　　１－３　　→　　２－３

大川英哉 柳下康久 勝敗 順位

2 大川英哉(小田急藤沢TG)



男子50才以上　 9/30(土)　　A，Bブロック：9：00～　，C，Dブロック：10：20～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆各ブロック1位は決勝トーナメントへ

試合順： １－２　→　1－３　→　２－３　　

試合順：

試合順： 7－8　→　9－10　→　7－9　→　8－10　→　7－10　→　8－9　　

試合順： 11－12　→　13－14　→　11－13　→　12－14　→　11－14　→　12－13　　

《　決勝トーナメント　》 10/1(日) 11：00～
８ゲームプロセットマッチセミノ―アドバンテージ

三位決定戦　 ８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

D

A

B

C

14 押野重信（WTC)

13 井上政昭(SSA綾瀬)

12 志村義文（ヒート）

順位

11 横田　実(MUGEN)

Ｄブロック 横田　実 志村義文 井上政昭 押野重信 勝敗

10 比留川逸郎(BW14)

9 小野幸一(東ソー)

久住美朗(在住)

8 吉原秀紀（WTC)

7

4－5　→　4－6　→　5－6　　

Ｃブロック 久住美朗 吉原秀紀 小野幸一 比留川逸郎 勝敗 順位

6 藤原三紀雄(シード）

Ｂブロック

5 内藤　隆(ベアーズ）

4 徳永　真（ヒート）

※※※

※※※

※※※

2

徳永　真 内藤　隆 藤原三紀雄 勝敗 順位

3 猪狩　弘(小田急藤沢TG)

順位Ａブロック 天笠哲史 関谷和良 猪狩　弘

1 天笠哲史(綾西TC)

関谷和良(シード）

※※※

勝敗※※※

※※※

※※※

※※※



男子60才以上（1/2） 9/30(土)　　A，Bブロック：10：20～　，C～Gブロック：12：00～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆各ブロック1位は決勝トーナメントへ

試合順： １－２　→　1－３　→　２－３　　

試合順：

試合順： 7－8　→　9－10　→　7－9　→　8－10　→　7－10　→　8－9　　

試合順： 11－12　→　13－14　→　11－13　→　12－14　→　11－14　→　12－13　　

試合順： 15－16　→　17－18　→　15－17　→　16－18　→　18－18　→　16－17　　

18 磯部哲男（MUGEN)

17 野々下光徳（WTC)

16 鈴木正信(SSA綾瀬)

15 今西幸市（BW14)

Eブロック 今西幸市 鈴木正信 野々下光徳 磯部哲男 勝敗 順位

14 杉本　勝(SSA綾瀬)

中井雅春（BW14)

13 金子泰夫(ヒート）

12

順位

11 鈴木猛雄(ローズ）

Ｄブロック 鈴木猛雄 中井雅春 金子泰夫 杉本　勝 勝敗

10 小沢正志（WTC)

9 入澤博之(ヒート）

8 船越英一(小田急藤沢TG)

7 市川　明(BW14)

4－5　→　4－6　→　5－6　　

Ｃブロック 市川　明 船越英一 入澤博之 小沢正志 勝敗 順位

6 橋本満穂(小田急藤沢TG) ※※※

5 高野茂雄(BW14) ※※※

順位

4 小野里純彦(ヒート） ※※※

Ｂブロック 小野里純彦 高野茂雄 橋本満穂 ※※※ 勝敗

3 杉山安博(BW14) ※※※

2 吉村佳典(小田急藤沢TG) ※※※

順位Ａブロック 磯部和宏 吉村佳典 杉山安博 ※※※ 勝敗

1 磯部和宏(BW14) ※※※



男子60才以上（2/2）

試合順： 19－20　→　21－22　→　19－21　→　20－22　→　19－22　→　20－21　　

試合順： 23－24　→　25－26　→　23－25　→　24－26　→　23－26　→　24－25　　

《　決勝トーナメント　》 10/1(日)

８ゲームプロセットマッチセミノ―アドバンテージ

三位決定戦　 ８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

F

9:40

G

D

9:40

E

A

9:40
B

9:00

C

26 三輪　裕(BW14)

25 三堀和宏（在勤）

24 三浦武司(綾西TC)

23 佐藤　均(ヒート）

Gブロック 佐藤　均 三浦武司 三堀和宏 三輪　裕 勝敗 順位

22 添田　功(ヒート）

宮崎秀和(BW14)

21 瀬戸　栄(小田急藤沢TG)

20

順位

19 久郷義夫(ヒート）

Fブロック 久郷義夫 宮崎秀和 瀬戸　栄 添田　功 勝敗



男子７０才以上　　 9/23(土）　10：20～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆Aブロック1位・2位，B・Cブロック1位は決勝トーナメントへ

試合順： １－２　→　３－４　→　１－３　→　２－４　→　１－４　→　２－３　　

試合順：

試合順：

《　決勝トーナメント　》 10/1（日）　9：00～
8ゲームプロセットマッチ　セミノーアドバンテージ

三位決定戦　 ８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

※※※

順位

8 青木弘武(綾西TC)

Cブロック 勝敗

C

青木弘武 長谷川忠夫 小松原民雄 ※※※

※※※

B

9 長谷川忠夫（WTC)

10 小松原民雄(ヒート）

A1

A2

※※※

8－9　→　8－10　→　9－10

7 石坂善彦（WTC) ※※※

6 尾郷健一(シード） ※※※

順位

5 野口　清(綾西TC) ※※※

Ｂブロック 野口　清 尾郷健一 石坂善彦 ※※※ 勝敗

4 奥貫　徹(ベアーズ）

3 森田　徹（WTC)

飯島祥一(シード）

森田　徹 奥貫　徹

2 下山泰弘(綾西TC)

勝敗 順位

1

５－６　→　5－7　→　6－７　　

Ａブロック 飯島祥一 下山泰弘



女子A　　 9/24(日）　9：00～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆Aブロック1位・2位，B・Cブロック1位は決勝トーナメントへ

試合順： １－２　→　３－４　→　１－３　→　２－４　→　１－４　→　２－３　　

試合順：

試合順：

《　決勝トーナメント　》 10/1（日）　11：40～
8ゲームプロセットマッチ　セミノーアドバンテージ

三位決定戦　 ８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

森田るり子(小田急藤沢TG)

熊田聖亜(在住)

藤井美三子(BW14)

岡野友子(小田急藤沢TG)

藤井美三子

C

B

A2

8－9　→　8－10　→　9－10

A1

10 ※※※

9 ※※※

8 大桃美樹(綾西TC) ※※※

５－６　→　5－7　→　6－７　　

Cブロック 大桃美樹 森田るり子 ※※※ 勝敗 順位

7 ※※※

6 ※※※

5 大澤千世(SSA綾瀬) ※※※

岡野友子Ｂブロック 大澤千世 熊田聖亜 ※※※ 勝敗 順位

4 赤澤京子(シード）

小澤麻子(小田急藤沢TG)

3 熊澤一代(ヒート）

2

順位

1 丸山智子(在住)

Ａブロック 丸山智子 小澤麻子 熊澤一代 赤沢京子 勝敗



女子B 9/24(日)　　9：00～

☆各ブロックリーグ戦は6ゲーム先取、セミノ―アドバンテージ方式
☆各ブロック1位・2位は決勝トーナメントへ

試合順： １－２　→　1－３　→　２－３　　

試合順：

《　決勝トーナメント　》 10/1(日) 11：40～

８ゲームプロセットマッチセミノ―アドバンテージ

三位決定戦　 ８ゲームプロセットマッチセミノーアドバンテージ

B1

A1

B2

A2

4－5　→　6－7　→　4－6　→　5－7　→　4－7　→　5－6　　

7 亀井真由美（ヒート）

6 田村美香(小田急藤沢TG)

5 宮崎仁美(BW14)

順位

4 宮崎尚美(小田急藤沢TG)

Ｂブロック 宮崎尚美 宮崎仁美 田村美香 亀井真由美 勝敗

3 橋本朋子(小田急藤沢TG) ※※※

2 宇佐美きよみ(SSA綾瀬) ※※※

順位Ａブロック 熊田胡々 宇佐美きよみ 橋本朋子 ※※※ 勝敗

1 熊田胡々(在住) ※※※


