
チームはまげん 高谷　沙耶 濱崎　元輝 佐々木　健斗 鈩　康一 松本　茜 山中　千里

チーム Ｔ 宇野　真弓 常井　理佐 岡田　順子 濱上　由紀 山内　菊子 牟田　育実 井上　貴博

連盟役員と子供達 黒川　義人 武田　文則 平井　直美 安田　敬之 阪田　遥夏 吉岡　葉菜 逢澤　良亮

カビゴン 山口　奈々恵 喜多　絢可 長手　綾子 東　恒太 宮本　かずき 松岡　亮

ひまわり 森永　由希絵 大林　加代子 大山　知恵 中村　彰太郎 山添　陽平 高橋　翔吾

釣りクラブＡ 佃　直樹 辻　貴子 益田　千春 梅本　利香 佃　多恵 平井　達也 大塚　沙織

グラスリング 松本　隆 吉永　義治 前田　博 武井　正幸 岩崎　まい 西村　悠希 横山　雄

チーム小枝 村上　友梨 有田　萌子 小枝　夕紀 川畑　美香 松岡　晃平 白土　敬之

Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ 山中　珠美 大森　弘子 近藤　春代 玉置　千鶴 針間　章江 沼田　慧和

ＴＷＯ－ＥＡＳＴ 石田　佳裕 濱見　九州男 栗山　豊司 石田　政代 濱見　美加 西村　育子

ラビット 梅本　知里 矢野　鈴太郎 中田　翔太 栄元　啓吾 田中　亜美 竹井　美桜

釣りクラブＢ 市村　直美 稲葉　信子 米田　修 松本　隆 石田　尚子 前田　将虎

ＩＢＣと助っ人になれないオヤジ 岩本　武弘 河村　百音 成平　優 岩本　倫太郎 宮岡　千緒 西村　光麗 直塚　朱里

Ｓｗｅｅｔ Ｓｐｏｔ 山口　素輝 切目　康太 長谷川　侑樹 矢野　姫子 荒木　瞳 中濱　安津美

ホットミティ 江口　由紀 川田　やす美 高橋　晴香 新井　美順 西別府　有加子 高島　久美 廣岡　知寿

スナックカオリ 橋本　佑介 山根　大樹 高島　亜衣 伊藤　麻衣子 辻上　香織 西村　玲

優勝しかないでしょう 松本　絵里 松本　務 川中　奈美 不破　大輔 小川　夏鈴 西野　朝陽

ポテトクラブ（Ａ） 河澄　洋子 今木　浩司 永山　光晴 宇野　正太郎 久保田　実希 高嶋　真知子

雅雄 ｗｉｔｈ Ｇ 福田　幸恵 柏木雅雄 福田吉起 今井宏幸 上山千里 近藤友恵 新居実千代

ポテトクラブ（Ｂ） 村田　 保 久保　博之 岩下 岩西　昭子 小久保　佳子 佐藤

ＩＲＩＳ 山元　美佳 林田 操 長谷川　ひろみ 西村　美紀 入本　光弥 児山　紘章

混合団体２部

混合団体１部

混合団体３部



混合団体１部混合団体１部混合団体１部混合団体１部
ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222

混合団体１部混合団体１部混合団体１部混合団体１部
ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222
釣りクラブＡ釣りクラブＡ釣りクラブＡ釣りクラブＡ

カビゴンカビゴンカビゴンカビゴン

ひまわりひまわりひまわりひまわり

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位カビゴンカビゴンカビゴンカビゴン ひまわりひまわりひまわりひまわり 釣りクラブＡ釣りクラブＡ釣りクラブＡ釣りクラブＡ

チーム　Ｔチーム　Ｔチーム　Ｔチーム　Ｔ

チーム　Ｔチーム　Ｔチーム　Ｔチーム　Ｔ

連盟役員と子供達連盟役員と子供達連盟役員と子供達連盟役員と子供達

連盟役員と子供達連盟役員と子供達連盟役員と子供達連盟役員と子供達

混合団体１部混合団体１部混合団体１部混合団体１部

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位チームはまげんチームはまげんチームはまげんチームはまげん

チームはまげんチームはまげんチームはまげんチームはまげん

2222

Bブロック2位Bブロック2位Bブロック2位Bブロック2位

Aブロック3位Aブロック3位Aブロック3位Aブロック3位

3333

Bブロック3位Bブロック3位Bブロック3位Bブロック3位

1111

Aブロック１位Aブロック１位Aブロック１位Aブロック１位

Bブロック１位Bブロック１位Bブロック１位Bブロック１位

Aブロック2位Aブロック2位Aブロック2位Aブロック2位

1111 3333 6666 9999

1111 10101010 4444 7777

3333 10101010 8888 5555

6666 4444 8888 2222

9999 7777 5555 2222

ポテトクラブ（Ｂ）ポテトクラブ（Ｂ）ポテトクラブ（Ｂ）ポテトクラブ（Ｂ）

ポテトクラブ（Ｂ）ポテトクラブ（Ｂ）ポテトクラブ（Ｂ）ポテトクラブ（Ｂ）

ＩＲＩＳＩＲＩＳＩＲＩＳＩＲＩＳ

ＩＲＩＳＩＲＩＳＩＲＩＳＩＲＩＳ

雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ

ポテトクラブ（Ａ）ポテトクラブ（Ａ）ポテトクラブ（Ａ）ポテトクラブ（Ａ）

ポテトクラブ（Ａ）ポテトクラブ（Ａ）ポテトクラブ（Ａ）ポテトクラブ（Ａ）

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位優勝しかないでしょう

優勝しかないでしょう優勝しかないでしょう

優勝しかないでしょう

優勝しかないでしょう優勝しかないでしょう優勝しかないでしょう優勝しかないでしょう

雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ雅雄　ｗｉｔｈ　Ｇ

混合団体３部混合団体３部混合団体３部混合団体３部

混合団体３部混合団体３部混合団体３部混合団体３部



混合団体２部混合団体２部混合団体２部混合団体２部
ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222

混合団体２部混合団体２部混合団体２部混合団体２部
ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

1111 3333 5555

1111 6666 4444

3333 6666 2222

5555 4444 2222

混合団体２部混合団体２部混合団体２部混合団体２部
ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック

1111 3333

1111 2222

3333 2222
スナックカオリスナックカオリスナックカオリスナックカオリ

Ｓｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ

ホットミティホットミティホットミティホットミティ

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位Ｓｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ

Ｓｗｅｅｔ　ＳｐｏｔＳｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ

Ｓｗｅｅｔ　Ｓｐｏｔ ホットミティホットミティホットミティホットミティ スナックカオリスナックカオリスナックカオリスナックカオリ

釣りクラブＢ釣りクラブＢ釣りクラブＢ釣りクラブＢ

ＩＢＣと助っ人になれないオヤジ

ＩＢＣと助っ人になれないオヤジＩＢＣと助っ人になれないオヤジ

ＩＢＣと助っ人になれないオヤジ

ＩＢＣと助っ人になれないオヤジ

ＩＢＣと助っ人になれないオヤジＩＢＣと助っ人になれないオヤジ

ＩＢＣと助っ人になれないオヤジ

釣りクラブＢ釣りクラブＢ釣りクラブＢ釣りクラブＢ 順　位順　位順　位順　位ＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴ

ＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴＴＷＯ－ＥＡＳＴ

ラビットラビットラビットラビット

ラビットラビットラビットラビット

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗

チーム小枝チーム小枝チーム小枝チーム小枝

チーム小枝チーム小枝チーム小枝チーム小枝

Ｗａｋｏｕ　Ｃｌｕｂ

Ｗａｋｏｕ　ＣｌｕｂＷａｋｏｕ　Ｃｌｕｂ

Ｗａｋｏｕ　Ｃｌｕｂ

Ｗａｋｏｕ　ＣｌｕｂＷａｋｏｕ　ＣｌｕｂＷａｋｏｕ　ＣｌｕｂＷａｋｏｕ　Ｃｌｕｂ

混合団体２部混合団体２部混合団体２部混合団体２部

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位グラスリンググラスリンググラスリンググラスリング

グラスリンググラスリンググラスリンググラスリング

２位以下のチーム２位以下のチーム２位以下のチーム２位以下のチーム
は交流戦がありまは交流戦がありまは交流戦がありまは交流戦がありま

す。す。す。す。
1111

2222

各ブロック各ブロック各ブロック各ブロック
１位による１位による１位による１位による
決勝トーナ決勝トーナ決勝トーナ決勝トーナ

メントメントメントメント
組み合わせ組み合わせ組み合わせ組み合わせ

は抽選は抽選は抽選は抽選


