
A-1

9/7 ITC京都西 4　1 西の丘 9/7 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 2　3 大原ｸﾞﾘｰﾝ

№1 亀井・藤井 57・66RET 片桐・堤 №1 増岡・山地 62・62 小山・高田

№2 北岡・村尾 61・７6（4） 井上・野村 №2 野中・野村 26・46 岡島・友口

№3 藤村・鈴木 64・63 岡山・木村 №3 石川・井上 36・06 井川・松山

№4 星・八木 64・64 高田・今西 №4 越智・千原 06・57 川瀬・藤井

№5 安田・小粥 64・62 池永・吉田 №5 中村・石井 60・60オープン 松山・藤井

9/17 ITC京都西 3　2 大原ｸﾞﾘｰﾝ 9/17 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 1　4 西の丘

№1 藤村・大山 46・64・10-6 岡島・友口 №1 野中・野村 61・60 井上・今西

№2 北岡・藤井 46・57 垣内・松山 №2 山地・越智 36・36 木村佳・中村

№3 村尾・鈴木 63・64 高田・井川 №3 井上・伊勢戸 16・06 岡山・堤

№4 星・八木 57・62・10-12 山本・南 №4 大坂・清野 06・46 野村・高田

№5 安田・小粥 63・62 杉本・藤井 №5 石井・千原 36・46 池永・木村真

10/15 ITC京都西 3　2 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 10/15 大原ｸﾞﾘｰﾝ 3　2 西の丘

№1 藤村・大山 26・26 増岡・山地 №1 岡島・小山 62・46・4-10 井上・堤

№2 北岡・高井 16・26 野中・野村 №2 垣内・松山 61・62 中村・岡山

№3 村尾・鈴木 61・60 井上・越智 №3 高田・友口 64・46・5-10 野村・高田

№4 本田・八木 64・63 福持・石井 №4 井川・山本 60・16・10-8 池永・木村

№5 小粥・岩崎 62・62 中村・杉本 №5 川瀬・松山 60・60オープン 野村・池永

A-2

9/15 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ 5　0 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ 9/15 黄檗台 3　2 ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ

№1 笹原・竹田 62・61 中峯・染矢 №1 新見・間宮 06・36 慶山・小松

№2 伊藤・奥村 60・64 角・浅田 №2 浅井・佐野 26・26 松崎・松浦

№3 長西・川勝 64・61 大宮・佐藤 №3 村田・上村 60・61 岩本・山本（知）

№4 武本・林田 46・64・10-8 阪口・瀧本 №4 奥田・谷尾 76（4）・06・10-6 村岡・中井

№5 大塚・楠本 76（5）・57・10-8 中村・岡本 №5 西村・矢野 60・62 増田・山本（裕）

9/24 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ 4　1 ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ 9/24 黄檗台 4　1 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ

№1 笹原・土屋 63・64 松崎・松浦 №1 村田・間宮 63・64 藤井・細見

№2 伊藤・大塚 26・06 慶山・小松 №2 浅井・足立 16・57 大宮・瀧本

№3 竹田・若松 64・63 北村・中井 №3 新見・佐野 61・62 籔田・中村

№4 長西・川勝 61・62 金子・村岡 №4 新井・中原 64・63 阪口・佐藤

№5 武本・林田 62・60 岩本・山本 №5 奥田・上村 62・61 野島・浅田

10/7 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ 3　2 黄檗台 10/7 ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ 4　1 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ

№1 笹原・土屋 36・46 新見・村田 №1 松崎・松浦 61・60 中峯・染矢

№2 奥村・若松 75・46・10-4 間宮・中原 №2 慶山・岩本 76（2）・62 藤井・細見

№3 長西・川勝 63・60 新井・谷尾 №3 石川・杉井 60・62 角・浅田

№4 武本・林田 60・62 中村・矢野 №4 北村・中井 26・36 阪口・瀧本

№5 大塚・楠本 46・67（3） 上村・佐野 №5 小松・村岡 62・62 籔田・中村

対戦結果



A-3

9/7 ｻﾝｽﾄｰﾝ 4　1 TP炭山

№1 青戸・杉浦 63・67（5）・9-11 佐野・田中

№2 坂田・谷村 60・61 澤井・梅原

№3 渋谷・内山 75・62 竹安・二塚

№4 大久保・奥川 67（4）・63・11-9 大石・北岸

№5 尾崎・小川 67（4）・64・10-5 小島・藤原

10/1 ｻﾝ城陽 1　4 TP炭山

№1 浅田・南部 67（7）・06 佐野・梅原

№2 西澤・野村 63・62 澤井・田中

№3 石本・温井 16・46 竹安・小島

№4 岡本・依田 36・64・8-10 大石・北岸

№5 竹部・石田 36・67（7） 柴田・藤原

10/7 ｻﾝｽﾄｰﾝ 4　1 ｻﾝ城陽

№1 青戸・藤井 16・06 浅田・岩浅

№2 坂田・内山 62・62 西澤・野村

№3 杉浦・柴田 64・75 南部・石本

№4 山畑・渋谷 63・60 温井・依田

№5 尾崎・小川 61・61 山本・石田

A-4

9/7 ITC木津川台 3　2 ﾄｰﾀｽ 9/7 DICﾃﾆｽ 2　3 ﾎﾜｲﾃｨ

№1 菅野・茂木 16・57 森戸・八木（奈） №1 日野・宮永 62・46・9-11 山田・駒木

№2 杉岡・阪口 64・16・10-6 中越・向井 №2 中川・村井 61・26・9-11 平井・岸野

№3 木下・菅原 46・61・10-4 高石・近松 №3 安田・西村 62・60 野村（友）・西田

№4 伊阪・中村 36・36 西山・三尾 №4 藤井・吉田 76（4）・64 渡邉・野村（沢）

№5 鎌田・安藤 76（2）・63 工藤・八木（の） №5 神保・久岡 36・62・8-10 渡辺・谷口

9/17 ITC木津川台 2　3 ﾎﾜｲﾃｨ 9/17 DICﾃﾆｽ 3　2 ﾄｰﾀｽ

№1 澤田・杉岡 16・16 浦田・木村 №1 日野・宮永 75・16・11-9 森戸・八木（奈）

№2 井上・茂木 61・64 中村・平井 №2 伊島・大槻 16・57 西山・向井

№3 菅野・鎌田 36・76（6）・8-10 山田・渡辺 №3 吉田・西村 16・46 近松・三尾

№4 木下・菅原 75・46・6-10 野村（友）・野村（沢） №4 村山・久岡 60・60 戸松・八木（の）

№5 阪口・下村 62・64 渡邉・駒木 №5 片山・誉田 60・63 小西・原田

10/1 ITC木津川台 3　2 DICﾃﾆｽ 10/1 ﾎﾜｲﾃｨ 4　1 ﾄｰﾀｽ

№1 井上・茂木 16・26 江馬・安田 №1 中村・平井 62・62 森戸・高石

№2 菅野・鎌田 16・36 中川・村井 №2 浦田・野村（友） 60・63 中越・向井

№3 木下・菅原 62・76（5） 藤井・吉田 №3 山田・野村（沢） 63・57・10-6 西山・秋田

№4 伊阪・下村 62・61 神保・大槻 №4 渡邉・林 36・16 近松・三尾

№5 阪口・中村 62・63 村山・誉田 №5 渡辺・谷口 64・62 工藤・八木



Aリーグ入替戦
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対戦結果

B-1

9/8 ﾚﾓﾝﾅｰｽﾞ 3　2 ITC京都西 9/8 ﾁｰﾑ西村 4　1 ﾌｧｲﾝ

№1 松岡・中嶋 61・61 勝山・高尾 №1 許・手島 63・64 新谷・高田

№2 宇根・笠原 62・75 奥村・山口 №2 高畑・足立 26・76（５）・10-6 中島・清水

№3 津田・福光 64・26・5-10 川島・李 №3 岩本・中山 36・76（5）・10-2 小倉・樋野

№4 平岡・矢吹 75・67（３）・4-10 北尾・高山 №4 西浦・本田 26・36 松本・蔭山

№5 吉田・平良 46・62・10-8 小寺・丸茂 №5 秦野・森 75・75 上田・山本

9/17 ﾚﾓﾝﾅｰｽﾞ 2　3 ﾌｧｲﾝ 9/17 ﾁｰﾑ西村 4　1 ITC京都西

№1 角・新田 06・26 小倉・新谷 №1 許・手島 60・61 勝山・奥村

№2 宇根・笠原 26・62・8-10 中島・清水 №2 西浦・中山 64・62 香山・山口

№3 中嶋・福光 63・62 松本・蔭山 №3 足立・鈎 64・60 川島・李

№4 服部・矢吹 06・06 谷口・高田 №4 本田・小川 67（3）・36 山田・加藤

№5 吉田・平良 75・63 久保田・薗田 №5 秦野・森 06・63・10-8 北尾・高山

10/15 ﾚﾓﾝﾅｰｽﾞ 4　1 ﾁｰﾑ西村 10/15 ﾌｧｲﾝ 2　3 ITC京都西

№1 松岡・平良 26・26 許・手島 №1 新谷・中島 64・36・7-10 香山・吉場

№2 宇根・平岡 62・06・10-6 岩本・足立 №2 小倉・梅田 26・36 勝山・高山

№3 中嶋・福光 46・61・10-4 中山・本田 №3 松本・蔭山 46・36 山口・北尾

№4 津田・矢吹 60・60 中原・秦野 №4 谷口・高田 62・76（4） 川島・李

№5 中村・吉田 60・60オープン 本田・秦野 №5 清水・朝山 75・36・10-5 山田・加藤

B-2

9/15 INOUE 1　4 Ange 9/15 ｻﾗﾀﾞ 2　3 西の丘

№1 高橋・高田 26・06 山下・四方 №1 冨士野・谷合 16・06 立光・穂積

№2 岩村・津田 46・06 塚原・芝原 №2 宮本・佐藤 64・61 石井・木本

№3 大家・荒川 76（6）・63 木本・山内 №3 古田・原 26・36 松尾・山下

№4 野田・山下 46・26 田里・伊田 №4 清水・佐々木 61・36・10-7 西岡・田崎

№5 今井・中江 06・26 神田・安倉 №5 山本・野田 57・26 野田・丸尾

9/24 INOUE 4　1 西の丘 9/24 ｻﾗﾀﾞ 0　5 Ange

№1 岩村・高橋 62・61 松尾・山下 №1 宮本・中野 06・26 塚原・四方

№2 大家（円）・大家（香） 63・63 石井・山中 №2 冨士野・原 16・06 山下・田里

№3 野田・荒川 61・61 木本・長沼 №3 清水・山本 16・57 上田・木本

№4 今井・高田 63・57・5-10 田崎・丸尾 №4 松木・羽間 26・06 山内・芝原

№5 石川・山下 60・60 野田・小尻 №5 谷合・情島 06・26 小川・岡本

10/7 INOUE 3　2 ｻﾗﾀﾞ 10/7 西の丘 1　4 Ange

№1 岩村・高橋 76（2）・36・7-10 宮本・山本 №1 立光・穂積 75・75 浅野・田端

№2 野田・荒川 63・61 冨士野・原 №2 石井・西岡 16・06 塚原・四方

№3 大家・高田 63・62 松木・谷合 №3 松尾・山下 26・46 山下・田里

№4 内本・中江 36・16 清水・佐々木 №4 木本・村元 26・06 小川・山内

№5 石川・山下 60・61 小山・中川 №5 田崎・丸尾 67（5）・63・8-10 安倉・毛利



B-3

9/8 ｵﾘｰﾌﾞ 4　1 ﾗｯｷｰｴﾝｼﾞｮｲ 9/8 ﾊﾟﾙｽｲｰﾃｨｰ 4　1 ﾋﾟｰｽ

№1 西田（賀)・中根 60・60 中川・谷 №1 梶塚・長崎 76（4）・62 森本・石田

№2 北川・室矢 63・62 今西・木村 №2 徳・山本 26・64・10-5 井上・山内

№3 水谷・北村 16・26 岡本・岩渕 №3 吉田・足助 26・76（4）・4-10 奥坂・川畑

№4 加藤・前川 64・62 粟野・徳永 №4 梶・室矢 63・75 前坂・西

№5 西田（典）・宮田 60・64 近藤・肥後 №5 椛島・小口 75・64 小林・中村

9/15 ｵﾘｰﾌﾞ 4　1 ﾋﾟｰｽ 9/15 ﾊﾟﾙｽｲｰﾃｨｰ 3　2 ﾗｯｷｰｴﾝｼﾞｮｲ

№1 西田（賀）・中根 60・60 佐藤・奥元 №1 野々宮・吉田 63・61 西川・木村（英）

№2 北川・室矢 63・76（6） 森本・石田 №2 梶塚・長崎 62・64 今西・木村（香）

№3 叶丸・平野 26・61・6-10 豊原・西山 №3 徳・足助 36・62・7-10 中川・岩渕

№4 加藤・宮田 62・62 五十野・川畑 №4 北村・室矢 16・06 谷・岡本

№5 西田（典）・前川 36・64・11-9 上坂・松下 №5 小口・畑下 61・64 近藤・濱田

10/1 ｵﾘｰﾌﾞ １　4 ﾊﾟﾙｽｲｰﾃｨｰ 10/1 ﾋﾟｰｽ 2　3 ﾗｯｷｰｴﾝｼﾞｮｲ

№1 西田（賀）・西田（典） 62・61 梶塚・北村 №1 森本・石田 46・36 中川・西川

№2 北川・加藤 63・26・5-10 野々宮・吉田 №2 佐藤・前坂 46・36 今西・植木

№3 水谷・北村 16・06 徳・長崎 №3 井上・山内 46・76（0）・10-5 岡本・粟野

№4 中根・西川 16・36 足助・中村 №4 奥坂・川畑 06・26 谷・岩渕

№5 橋本・松田 60・16・6-10 小沼・椛島 №5 上坂・松下 63・75 徳永・近藤

B-4

9/8 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 4　1 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ

№1 岡田・岡本 64・76（5） 石原・中川 №1

№2 谷岡・塚本 62・57・10-3 斎藤・真継 №2

№3 今村・元井 62・16・10-7 河口・藤井 №3

№4 野村・田中 62・63 前田・松山 №4

№5 大倉・山根 06・36 郡司・森 №5

9/24 ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ 4　1 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ

№1 辻井・村田 63・36・10-5 喜多・清水 №1

№2 田上・和田 46・60・10-7 斎藤・真継 №2

№3 山本・藤木 64・62 河口・藤井 №3

№4 小林・山中 63・61 小西・山口 №4

№5 笹井・山上 57・26 前田・松山 №5

10/15 ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ 3　2 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

№1 荻須・田上 63・75 岡田・岡本 №1

№2 村田・山本 62・75 谷岡・塚本 №2

№3 辻井・福島 36・26 今村・野村 №3

№4 小林・笹井 57・75・10-5 久留・柴田 №4

№5 飛田・山崎 16・67（3） 田中・山根 №5



Bリーグ入替戦
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