
２０１９年 幸手市市民大会
開催日：８月１８日（日）

予備日：８月２５日（日）

( 24 ﾍﾟｱ）
集合時間：　 　8 ： 45までに受付を済ませること

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 8

ﾘｰｸﾞ
（ノーアド・６ゲーム先取）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ

植竹 植竹 斉藤 斉藤 北川 植松

A 1 (TOUR-
STAGE） 植竹　友彦

(TOUR-
STAGE） 植竹　麻耶

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 斉藤　光一 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 斉藤　伸江

(一般) 北川　和則 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 植松　智美

三村 荒川 河野 河野 横島 小林

A 8 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 三村　将広 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 荒川　雅子

(ゆｰ&Me) 河野　太郎 (ゆｰ&Me) 河野　紀子

(一般) 横島　雄大 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小林　満恵

森田 松岡 越村 韮澤 加藤 関根

A 5 (ゆ-&Me) 森田　倫広 (ゆｰ&Me) 松岡　美佐子

(ﾌﾘｰC) 越村　　章 (ﾌﾘｰC) 韮澤　寿美子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 加藤　充 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 関根　美香

関 岩崎 甲斐 山口 鈴木 山口

A 4 (ゆ-&Me) 関　宏隆 (ゆｰ&Me) 岩崎　江美子

(一般) 甲斐　俊浩 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山口　優子

(ﾌﾘｰC) 鈴木　隆之 (一般) 山口　智子

守屋 山下 鈴木 谷口 豊田 板垣

A 3 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 守屋　文嘉 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山下　美夏

(ゆ-&Me) 鈴木　克利 (ゆｰ&Me) 谷口　利子

(一般) 豊田　裕光 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 板垣　かおり

星屋 坂井 中嶋 高田 堀江 鈴木

A 6 (コンパーノ) 星屋　譲 (コンパーノ) 坂井　美代

(一般) 中嶋　浩之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 高田　裕美子

(一般) 堀江　達良 (アクティブ) 鈴木　まゆみ

大塚 前川 南部 角田 梅澤 梅澤

A 7 (コンパーノ) 大塚　慎治 (コンパーノ) 前川　紘子

(一般) 南部　達也 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 角田　幸子

(ゆｰ&Me) 梅澤　美昭 (ゆｰ&Me) 梅澤　智美

杉浦 鈴木 上村 前田 深谷 君村

A 2 (TOUR-
STAGE） 杉浦　敬

(TOUR-
STAGE） 鈴木　たまき

(コンパーノ) 上村　圭太 (コンパーノ) 前田　真由美

(ゆｰ&Me) 深谷　優也 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 君村　規子

  ミックスD（一般）

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

順位

順位

順位

順位

順位

順位

順位

順位



（試合形式） 予選リーグ（６ゲーム先取・ノーアド）

決勝トーナメント（６ゲーム先取・ノーアド）

【一般クラス　１位トーナメント】 （ノーアド・６ゲーム先取）

A１-１

A８-１

A５-１

A４-１

A３-１

A６-１

A７-１

A２-１

A準2

A１２

A1３

A1４

A決

A準1

A１1



( 15 ﾍﾟｱ）
集合時間：　 　8 ： 45までに受付を済ませること

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5

ﾘｰｸﾞ
（ノーアド・６ゲーム先取）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ

飯村 樋口 出口 石井 本田 山本

壮 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 飯村　高 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 樋口　たか子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 出口　卓央 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 石井　香織

(一般) 本田　定夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 山本　庸子

後上 古屋 田野 田野 糸井 川渕

壮 5 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (コンパーノ) 古屋　教子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田野　哲也 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田野　千穂

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 糸井　大典 (一般) 川渕　奈穂

平野 白石 内田 田島 今村 須貝

壮 4 (コンパーノ) 平野　賢一 (コンパーノ) 白石　純子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 内田　文紀 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田島　麻里子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 今村　隆文 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 須貝　弘美

堀越 堀越 矢野 根本 石井 横山

壮 2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　敏之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 堀越　美智子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 矢野　隆義 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 根本　雅子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 石井　文男 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 横山　紀子

櫻井 大鐘 近藤 阿部 青木　 青木

壮 3 (一般) 櫻井　裕二 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大鐘　陽子

(コンパーノ) 近藤　一之 (コンパーノ) 阿部　美奈子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 青木　昭裕 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 青木　真由美

( 10 ﾍﾟｱ） 集合時間：　 　8 ： 45までに受付を済ませること

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3

ﾘｰｸﾞ
（ノーアド・６ゲーム先取）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

大山 石野 内田 内田 中野 中野

V 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (アプローチ) 石野　美智子

(アプローチ) 内田　隆貴 (アプローチ) 内田　圭子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 中野　正人 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 中野　列子

岩本 岩本 田村 大滝 松永 喜多

V 3 (ゆｰ&Me) 岩本　正夫 (ゆｰ&Me) 岩本　正子

(アクティブ) 田村　稔 (アプローチ) 大滝　成子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 松永　仁 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 喜多　初代

上野 忍田 杉浦 杉浦 奥山 小泉 手塚 木村

V 2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 上野　英明 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 忍田　一子

(アプローチ) 杉浦　順 (アプローチ) 杉浦　百合子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 小泉　登美子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 手塚　公二 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 木村　みゆき

順位

順位

順位

順位

順位

  ミックス　D（V）

  ミックスD（壮年）

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

順位

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

順位

順位



【壮年クラス　１位・２位トーナメント】 （ノーアド・６ゲーム先取）

壮1-1

壮2‐2

壮3-2

壮5-1

壮4-1

壮3-1

壮1-2

壮4‐2

壮5-2

壮2-1

【ベテランクラス　１位・２位トーナメント】（ノーアド・６ゲーム先取）

Ⅴ1-1

Ⅴ2-2

Ⅴ3-2

Ⅴ3-1

Ⅴ1-2

Ⅴ2-1

壮準２

壮準１

壮決

壮12

壮11

V準２

V準１

V決

Ⅴ12

Ⅴ11

壮２1

壮２

壮２

壮２


