
30歳代

Ａリーグ 中嶋＆小林 坂井＆浅野 荒尾＆高木 谷口＆山本 勝敗 30 坂井 文一 津幡クラブ（石川）

中嶋＆小林 ① ③ の部 浅野 昭起 ＷＢＣ　（石川）

坂井＆浅野 ④ 30 青野 雅広 ＷＢＣ　（石川）

荒尾＆高木 ② の部 木立 龍一 ＷＢＣ　（石川）

谷口＆山本 30 荒尾　容 Bayern（石川）

の部 高木 祐介 飛翔会（石川）

Ｂリーグ 大南＆綿谷 青野＆木立 五十嵐＆小川 宮崎＆上田 勝敗 30 大南 昌幸 新神田クラブ（石川）

大南＆綿谷 ① ③ の部 綿谷 周平 小松クラブ（石川）

青野＆木立 ④ 30 五十嵐 正和 ＪＢＣ婦中（富山）

五十嵐＆小川 ② の部 小川 勝弘 ＪＢＣ婦中（富山）

宮崎＆上田 30 谷口　航 大吟醸クラブ(石川)

の部 山本 幸平 七尾クラブ(石川)

30 中嶋 裕彰 井口クラブ（富山）

の部 小林 孝臣 井口クラブ（富山）

30 宮崎 明樹 南条クラブ（富山）

の部 上田 真也 南条クラブ（富山）

決勝トーナメント

Ａ　１位 Ａ　２位

Ｂ　２位 Ｂ　１位



40歳代

Ａリーグ 加藤＆松原 池田＆浜名 神代＆松尾 勝敗 40 牧　剛史 福井シニア（福井）

加藤＆松原 ① ② の部 西村 佳晃 福井県庁（福井）

池田＆浜名 ③ 40 森　英知 南木曽体協（長野）

神代＆松尾 の部 下島 直樹 南木曽体協（長野）

40 松本 雅之 ワタキューセイモア（石川）

Ｂリーグ 坂崎＆今井 吉岡＆山本 山野＆出越 原田＆高倉 勝敗 の部 栄代 正男 別川製作所　（石川）

坂崎＆今井 ① ③ 40 山野 隆盛 大吟醸クラブ（石川）

吉岡＆山本 ④ の部 出越　悟 大吟醸クラブ（石川）

山野＆出越 ② 40 坂崎 真一 井口クラブ（富山）

原田＆高倉 の部 今井 一雄 井口クラブ（富山）

40 中村　渡 バド☆ぱわぁ～ず（石川）

Ｃリーグ 松本＆栄代 中村＆田 松林＆奥森 勝敗 の部 笈田 健康 Maximum（石川）

松本＆栄代 ① ② 40 加藤　亘 飛翔会（石川）

中村＆田 ③ の部 松原 哲也 飛翔会　Ⅱ（石川）

松林＆奥森 40 吉岡 直樹 あすなろクラブ（石川）

の部 山本　均 飛翔会　Ⅱ（石川）

Ｄリーグ 車＆池田 森＆下島 牧＆西村 勝敗 40 原田 英治 津幡クラブ（石川）

車＆池田 ① の部 高倉 功吉 津幡町役場（石川）

森＆下島 ③ 40 池田　竜 TEAM清涼（石川）

牧＆西村 の部 浜名 孝行 TEAM清涼（石川）

40 神代 和久 井口クラブ（富山）

の部 松尾 功一朗 井口クラブ（富山）

40 車　祥 剱（富山）

の部 池田 快治 井口クラブ（富山）

40 松林 友幸 井口クラブ（富山）

の部 奥森 勝司 ＵＢＦ（石川）

決勝トーナメント

Ａ　１位 Ｃ　１位

Ｂ　１位 Ｄ　１位



５０歳代

Aリーグ 木村＆中松 米山＆藤田 久保＆中濱 勝敗 50 捻原 敏行 ニューフェイス（石川）

木村＆中松 ① ② の部 丹羽 康之 Pandora Joker（石川）

米山＆藤田 ③ 50 金山 尚幸 コマツ（石川）

久保＆中濱 の部 枡野 泰弘 小松南部クラブ（石川）

50 久保 徳浩 伏見台クラブ（石川）

Ｂリーグ 捻原＆丹羽 岡田＆渡邉 堀＆与三野 勝敗 の部 中濱 泰雄 伏見台クラブ（石川）

捻原＆丹羽 ① ② 50 森田 孝司 千坂クラブ（石川）

岡田＆渡邉 ③ の部 寺田 正俊 千坂クラブ（石川）

堀＆与三野 50 岡田 敏夫 福井シニア（福井）

の部 渡邉 忠幸 福井シニア（福井）

Ｃリーグ 金山＆枡野 毛利＆前田 福本＆今井 勝敗 50 毛利 猛夫 福井シニア（福井）

金山＆枡野 ① ② の部 前田 憲一 福井シニア（福井）

毛利＆前田 ③ 50 木村 喜久男 加賀クラブ（石川）

福本＆今井 の部 中松 章一 オールエイジ（石川）

50 酒勾 良夫 津幡クラブ（石川）

Ｄリーグ 森田＆寺田 酒匂＆西村 坂東＆中口 勝敗 の部 西村 牧世 津幡クラブ（石川）

森田＆寺田 ① ② 50 米山 晃志 小坂クラブ（石川）

酒匂＆西村 ③ の部 藤田 浩幸 Team505（富山）

坂東＆中口 50 堀　和明 稚松クラブ（石川）

の部 与三野 満 稚松クラブ（石川）

50 福本　聡 稚松クラブ（石川）

の部 今井 睦幸 稚松クラブ（石川）

50 坂東 陽月 大吟醸クラブ（石川）

の部 中口 憲 羽咋クラブ（石川）

Aリーグ 北川＆橋爪 山本＆丹野 森下＆若松 勝敗 120 山本 秀夫 額バード（石川）

北川＆橋爪 ① ② の部 丹野　博 キュービクス（石川）

山本＆丹野 ③ 120 北川 信夫 小坂クラブ（石川）

森下＆若松 の部 橋爪 幸次 小坂クラブ（石川）

120 木村 正之 Pandora(石川）

Ｂリーグ 木村＆中谷 谷島＆坂井 江端＆田井 勝敗 の部 中谷 友治 小矢部（富山）

木村＆中谷 ① ② 120 谷島 助男 ＮＴＴ北陸（石川）

谷島＆坂井 ③ の部 坂井 外喜男 ＮＴＴ北陸（石川）

江端＆田井

130 森下　剛 米泉クラブ（石川）

の部 若松 久男 三馬クラブ（石川）

130 江端　茂 ラブ・スマッシュ(石川）

の部 田井 友泰 ラブ・スマッシュ(石川）

決勝トーナメント

Ａ　１位 Ｃ　１位

Ｂ　１位 Ｄ　１位

合計１３０歳　決勝戦

森下＆若松 江端＆田井

Ｂ　１位

合計１２０歳・１３０歳代

合計１２０歳　決勝戦

Ａ　１位


