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第１ゲーム 対戦表

スタンバイ ： 福岡、⼭⼝、⽯川A、栃⽊、千葉、岩⼿、愛媛、福井。テーブルの配置は掲⽰板を確認してください。

T_No 選手名 選手名 レフリー

1 滋賀 西峰 久祐 VS 河野 秀貴 宮崎 北村 勇気 大阪B
2 滋賀 大橋 正寛 VS 大村 俊介 宮崎 河本 一典 大阪B
3 滋賀 山中 康寛 VS 野崎 康孝 宮崎 野村 宗司 大阪B
4 滋賀 長田 智紀 VS 冨田 孝志 宮崎 西田 恵子 大阪B
5 滋賀 大橋 義治 VS 日高 英樹 宮崎 渡邉 博三 大阪B
6 山梨 中村 優 VS 三村 喜之 三重 秋本 真吾 静岡B
7 山梨 中野 和弘 VS 森本 英幸 三重 田森 稔浩 静岡B
8 山梨 横澤 浩樹 VS 黒宮 健二 三重 朝原 雄一 静岡B
9 山梨 広瀬 賢一 VS 天野 充雄 三重 川口 敏希 静岡B
10 山梨 滝口 幸司 VS 水野 憲一 三重 羽切 進一郎 静岡B
11 和歌山 末岡 修 VS 有坂 英一 新潟 大神 虎太郎 石川B
12 和歌山 阿河 直人 VS 高橋 史明 新潟 下谷 竜彦 石川B
13 和歌山 和田 宗一郎 VS 松原 貴生 新潟 宮島 亮介 石川B
14 和歌山 松房 ゆかり VS 岸本 真志 新潟 大西 和幸 石川B
15 和歌山 杉本 博章 VS 藤巻 慎哉 新潟 元木 太平 石川B
16 熊本 宮崎 義規 VS 小森 雅昭 大阪A 佐竹 鉄也 東京B
17 熊本 増田 洋明 VS 小原 嘉丈 大阪A 深尾 浩 東京B
18 熊本 勝村 勇気 VS 田中 隆介 大阪A 中村 英治 東京B
19 熊本 吉川 隆行 VS 村上 泰辰 大阪A 梅田 佳典 東京B
20 熊本 増田 正彦 VS 乾 伸綱 大阪A 尾崎 孝太 東京B
21 岐阜 加藤 篤史 VS 小田嶋 悟 福島 奈良 崇 埼玉A
22 岐阜 野原 朋和 VS 黒岩 健人 福島 堀口 大樹 埼玉A
23 岐阜 髙橋 浩之 VS 佐藤 フロンズ 福島 高橋 政章 埼玉A
24 岐阜 徳永 修児 VS 野澤 清和 福島 建川 雄司 埼玉A
25 岐阜 木村 隼人 VS 山岡 透 福島 喜島 安広 埼玉A
26 徳島 楠 淳也 VS 後藤 孝輔 大分 豊濱 朝弥 沖縄A
27 徳島 川口 潤一郎 VS 小川 恵一 大分 浜田 宗一郎 沖縄A
28 徳島 小林 洋平 VS 池見 公宏 大分 中石 健康 沖縄A
29 徳島 佐藤 文泰 VS 武内 正仁 大分 川畑 直弘 沖縄A
30 徳島 玉登 新也 VS 溝口 剛史 大分 宮城 龍馬 沖縄A
31 北海道 加藤 道生 VS 鐵山 泰三 兵庫 香村 明宏 神奈川A
32 北海道 寺田 友紀 VS 白澤 雄一郎 兵庫 山下 純基 神奈川A
33 北海道 川村 聡 VS 宮本 一 兵庫 増木 宏次 神奈川A
34 北海道 坂下 剛 VS 金井 健太郎 兵庫 根岸 和人 神奈川A
35 北海道 武藤 秀範 VS 堂園 雅也 兵庫 園山 亮 神奈川A
36 富山 杉山 公敏 VS 奥崎 賢 青森 山田 晃司 奈良
37 富山 野崎 和彦 VS 高橋 勝 青森 岩本 剛 奈良


