
【対　戦　表】

男子1割 ���1 �2 �3 �4 �5 �6 �勝率 �得失7°－ム �差 �順位 

1 �松本市役所 �（長野） �＼ �③ �② �1 �② �③ �4／5 �17－18 �△1 �3 

2 � �（新潟） �0 � �1 �0 �1 �1 �0／5 � � �6 

3 �コマツ粟津 �（石III） �1 �② � �0 �1 �1 �1／5 � � �5 

4 �不二越 �（富山） �② �③ �③ �＼ �1 �③ �4／5 �17－17 �0 �2 

5 �能登町役場 �（石III） �1 �② �② �② �＼ �③ �4／5 �19－18 �1 �1 

6 �堀内電機製作所 �（長野） �0 �② �② �0 �0 � �2／5 � � �4 

男子2割 ���7 �8 �9 �10 �11 �勝率 � �差 �順位 

7 �富山県庁 �（富山） �＼ �② �1 �0 �0 �1／4 � � �5 

8 �クラレ新潟 �（新潟） �1 �＼ �② �② �③ �3／4 � � �1 

9 �金沢市役所 �（石川） �② �1 �＼ �② �② �3／4 � � �2 

10 �YONEX新潟 �（新潟） �③ �1 �1 � �1 �1／4 � � �4 

11 �北陸電力石川 �（石川） �③ �0 �1 �② �＼ �2／4 � � �3 

男子3割 ���12 �13 �14 �15 �勝率 � �差 �順位 

12 �新潟県庁 �（新潟〉 � �1 �② �1 �1／3 � � �3 

13 �新潟市役所 �（新潟） �② �＼ �② �1 �2／3 � � �2 

14 �北陸電力富山 �（宮山） �1 �1 � �0 �0／3 � � �4 

15 �北陸電力福井 �（福井） �② �② �③ � �3／3 � � �1 



対戦成績記入表

松本市役所　③－0〇三iこいがとなき′一腹 �コマツ裏道工場0－③　不二越 �能豊町役場　③－　0館内重機纏作新 �松本市役所　②－1コマツ要義工場 

一志昂大　　　　　　　豊輸篤志 �水野裕太　　　　　　南部天良 � �一志昂太　　　　　　　東　拓裏 

④－0 �0－④ �④－1 �④－0 

金子　凌　　　　　　　田中鍛也 �上田正明　　　　　　　桓Iii剛史 �清水重き　　　　　　　北原佳樹 �金子　凄　　　　　　　五十越冒 

平練祐鯖　④－1　回部将大 �池田増載　1－④　福井請希 �奥野立働　④－1　柳沢洋事 �平林祐輝　④－1　池田鋤載 

東　拓裏　　　　　　　長田　匠 �寺下灘平　　　　　　　吉田達也 � 

④－1 �0－④ �④－1 �3　－④ 

山峨仁大　　　　　　　本保　匠 �上内輪志　　　　　　　寺田響樹 �著野功太　　　　　　　柏木及面 �山崎仁太　　　　　　上田正明 

葵三I；いが食後裏，一腹1－②　能登町役場 �不二趨　③－0　館内t強震作断 �コマツ要義工機1－②　能登町役場 �〇三iこいがtg書手Ⅲ1－②垣内重機農作断 

豊輸篤志　　　　　　　谷内琢哉 � �水野轄太　　　　　　　寺下浣平 � 
0　－④ �④－3 �0　－④ �1－④ 

田中鍍也　　　　　　　奥野立増 � �五十〇重　　　　　　　き野功太 � 

阿部将大　④－2　着水差著 �福井調希　④－1　市III源太 �上内膳志　1－④　奥野立働 �阿部将大　④－2　平林勇介 

木像　匠　　　　　　　寺下灘平 �長田　匠　　　　　　吉田達也 �池田増鼓　　　　　　　篤　農－ �本保　匠　　　　　　　吉田達也 
0－④ �④－1 �④－3 �2　－④ 

田中敬太　　　　　　　富野功太 �寺田審増　　　　　　　平構葉介 �東　綴喜　　　　　　　清水重き �田中敬太　　　　　　　柏木及面 

松本市役所1－②　不二越 �コマツ要録工場1－②館内重機越作所 �〇三・こいが紅●←岨　0－③　不二趣 �松本市役所　②－1能豊町役場 

一志昂大　　　　　　　福井原希 � �豊嶋篤志　　　　　　　南部天良 �一志昂太　　　　　　　寺下灘平 

④－2 �④－　2 �0－④ �3　－④ 

金子　痩　　　　　　　機構佑観 � �田中域也　　　　　　　寺田響樹 �金子　凌　　　　　　　讐野功太 

平構祐櫨　2　－④　要田　匠 �池田槍哉　2　－④　市川濃太 �阿部将大　1－④　徳川開婁 �平鉢祐輝　④－3　奥野立働 

小田将弘　　　　　　　南部天良 �東　拓嘉　　　　　　　平林勇介 �本保　匠　　　　　　　福井請希 � 
0－④ �3　－④ �3　－④ �④－1 

平糠拓島　　　　　　　穂川剛史 �五十軸な　　　　　　　柏木及曙 �田中敬大　　　　　　　高繍佑観 �山峰仁大　　　　　　；青水重義 

〇三・こい雄調子腹1－②コマツ要録工機 �不二趨　1－②能登町役場 �松本市役所　③－0　倍的重機農作断 � 

豊嶋篤志　　　　　　　水野繕太 �長田　匠　　　　　　　谷内琢哉 �一志昂太　　　　　　　市川瀬太 � 

2　－④ �1－④ �④－　2 

田中竣也　　　　　　　上田正明 �寺田智樹　　　　　　　重野功太 �金子　畠　　　　　　　中精悠斗 

阿部将大　④－0　上内膳志 �福井請希　2　－④　奥野立樹 �平糠拓馬　④－0　柳沢学事 

本保　匠　　　　　　　東　締具 �南部天良　　　　　　　寺下浣平 � 
1－④ �④－　3 �④－1 

田中敬太　　　　　　　池田樹載 � �山嶋仁大　　　　　　　北原佳樹 



【男子2割】

富山県庁　②－1クラレ新潟 �金沢市役所　②－l　YO日欧新潟 �クラレ新潟　③－0　北陸軍力石IiI �富山県庁　1－②　金沢市役所 

石村議太　　　　　　　長岡　央 �鵬明健有　　　　　　阿部隆之介 �曇田　臭　　　　　　　服部∴皇 �石村議太　　　　　　　田明健有 

④－2 �④－　3 �④－1 �④－0 

標本補説　　　　　　　菱沼昌志 �水上　正　　　　　　　国松紅慣 � �標本祐樹　　　　　　　水上　正 

伊東重文　0　－④　標本修平 �新村祐二　④－　2　強弁祐技 �標本修平　④－　2　川鱈光明 �伊東重文　3　－④　斬村祐二 

荒井隆志　　　　　　　布施撹豊 �上場達也　　　　　　加震　仁 �布施撹豊　　　　　　竹田凪巳也 �荒井隆志　　　　　　　上端達也 

④－1 �2　－④ �④－　2 �0－④ 

裁∴煽太　　　　　　　原田隆司 � �原田隆司　　　　　　病填健太 �森∴翻太　　　　　　　武村東平 

Y州原新潟1－②北陸重力石川 �クラレ噺鴻　②－1金沢市役所 �富山県庁　0－③　Y的駄噺潟 �金沢市役所　②－1北陸軍力石iii 

曇田　臭　　　　　　　細説健有 �森井癖吾　　　　　　　阿部隆之介 � 

④－2 �④－OR �1－④ �0　－④ 

国松組輝　　　　　　　向　巧海 � �竹中悠入　　　　　　　国松紅輝 �水上　正　　　　　　　喜坂越太 

強弁祐載　0　－④　服部　重 �標本修平　④－0　中元大介 �関口営介　1－④　強弁祐載 �上鱈達也　④－2　服部　皇 

布施暁壁　　　　　　上餌達也 �藁井隆志　　　　　　　加藤　仁 � 
2　－④ �0－④ �2　－④ �④－2 

白砂沈介　　　　　　　佐原直樹 �原田隆司　　　　　　　武村東平 �森　潮太　　　　　　　白砂沈介 �武村崇平　　　　　　　復元活也 

クラレ噺潟　②－l　YOM軟新潟 �富山県庁　0　－③北陸軍力石川 � � 

長岡央加藤仁 ④－2 標本修平2－④横井祐載 布施暁登阿部隆之介 ④－1 原田暖司国松組輝 �石村接太川鎖光明 0－④ 復本舗鋤佐原直樹 伊東青文1－④服部皇 荒井隆志池場佑紀 0－④ 奔翻太向巧海 � � 

新潟県庁　1－②新潟市役所 �北陸軍力富山　0　－③北龍重力福井 �航海県庁　②－1北陸軍力富山 �新潟市役所1－②北龍重力福井 

鍍岡部太　　　　　　海老ケ濃蘭太 �宮田間輝　　　　　　　轟繍和弘 �牧田取太　　　　　　　富田舶輝 �海老ケ瀬瞭太　　　　　　精機和弘 
3　－④ �1－④ �3　－④ �3　－④ 

倉き隆夫　　　　　　　藤井勇矢 �四柳宏増　　　　　　　村上孝治 �内山雅彦　　　　　　　四柳宏鋤 �腐井真実　　　　　　　村上孝治 

本山宏一　1－④　坂下青規 �川西大挺　1－④　繍∴実太 �喜藤　質　④－　2　今村健太館 �坂下農技　1－④　林　亮太 

オープン　　　　　　結城達也 �丹内幸雄　　　　　　オープン �細貝健太朗　　　　　　結城達也 

④－0 �0　－④ �④－0 �④－② 
青葉∴満　　　　　　　山田鶴太 �オープン　　　　　　村上裕恒 �倉き隆夫　　　　　　オープン �山田祐大　　　　　　　村上総恒 

新潟市役所　②－1北陸重力富山 �噺潟県庁　1一（9北陸軍力福井 �－ �－ 

海老ケ瀬瞭太　富田筒輝 1－④ 山田祐太　四柳宏樹 �荒城敏光　高橋和弘 　④－0 着賀意　村上孝治 �－ �－ 

坂下宣揚　④－1　川西大鶴 �牧田取太　1－④　林　亮太 �－ � 

細貝健太朋　　R 　④－R 山田祐太　　R �本山宏一　結城達也 　3－④ 倉裏腹実　射上総恒 �－ 


