
＜男子＞

30歳代 30 舛田 圭太 トナミ運輸（富山）

決勝リーグ 舛田＆松井 二宮＆山本 松本＆栄代 荒尾＆金山 中嶋＆吉岡 の部 松井 夏希 ワタキューセイモア（石川）

舛田＆松井 ⑦ ⑩ ④ ① 30 二宮 慶維 飛翔会（石川）

二宮＆山本 ⑤ ② ⑨ の部 山本 幸平 七尾高校教員（石川）

松本＆栄代 ⑧ ③ 30 松本 雅之 ワタキューセイモア（石川）

荒尾＆金山 ⑥ の部 栄代 正男 別川製作所（石川）

中嶋＆吉岡 30 荒尾　容 Bayern（石川）

の部 金山 幸平 Bayern（石川）

30 中嶋 栄聡 井口（富山）

の部 吉岡 和利 金沢市役所（石川）

４０歳代 40 三井 康司 NUMBERS（富山）

決勝リーグ 三井＆柳澤 濱田＆藤原 今市＆中川 の部 柳澤 勝徳 NUMBERS（富山）

三井＆柳澤 ① ② 40 濱田 直武 チーム升（福井）

濱田＆藤原 ③ の部 藤原 拓磨 チーム升（福井）

今市＆中川 40 今市　彰 富山飛翔（富山）

の部 中川　亮 豊田スポ少（富山）

４５歳代 45 加藤　亘 飛翔会　Ⅱ（石川）

決勝リーグ 加藤＆松原 神代＆松尾 気谷＆奥森 山本＆谷島 の部 松原 哲也 飛翔会　Ⅱ（石川）

加藤＆松原 ⑤ ③ ➀ 45 気谷 篤人 ＢＡＤＭＡＮ（石川）

神代＆松尾 ➁ ④ の部 奥森 勝司 自営業（石川）

気谷＆奥森 ⑥ 45 山本　潤 井口（富山）

山本＆谷島 の部 谷島　洋 井口（富山）

45 神代 和久 minton(富山）

の部 松尾功一郎 minton(富山）

５０歳代 50 村田 真二 フェニックス（石川）

Ａリーグ 村田＆坂東 栄田＆成清 寺田＆森田 の部 坂東 陽月 大吟醸（石川）

村田＆坂東 ① ② 50 栄田 建志 コマツ（石川）

栄田＆成清 ③ の部 成清 恭智 小松（石川）

寺田＆森田 50 木村喜久男 加賀（石川）

の部 中松 章一 オールエイジ（石川）

Ｂリーグ 木村＆中松 宮谷＆杉原 堀＆与三野 50 堀　和晃 小松稚松（石川）

木村＆中松 ① ② の部 与三野 満 小松稚松（石川）

宮谷＆杉原 ③ 50 寺田　正俊 千坂（石川）

堀＆与三野 の部 森田　孝司 千坂（石川）

50 宮谷 義浩 飛翔会（石川）

決勝 の部 杉原 秀俊 金沢市役所（石川）

Ａ　１位 Ｂ　１位



120 北川 信夫 小坂（石川）

Ａリーグ 丹野＆山本 原＆捻原 北川＆米山 片岡＆桶谷 の部 米山 晃志 小坂（石川）

丹野＆山本 ① ③ 120 原　敏夫 米泉（石川）

原＆捻原 ④ の部 捻原 敏行 ニューフェイス（石川）

北川＆米山 ② 120 丹野　博 瓢友（石川）

片岡＆桶谷 の部 山本 秀夫 金沢（石川）

120 片岡 武典 ニューフェイス・サークル（石川）

Ｂリーグ 酒匂＆西村 伊藤＆松井 金山＆枡野 の部 桶谷　勝 ニューフェイス・サークル（石川）

酒匂＆西村 ① ② 120 金山 尚幸 小松南部（石川）

伊藤＆松井 ③ の部 枡野 泰弘 小松南部（石川）

金山＆枡野 120 伊藤 嘉瑞 金大職員（石川）

の部 松井 圭三 大吟醸（石川）

決勝 120 酒勾 良夫 津幡（石川）

の部 西村 牧世 津幡（石川）

合計１３０歳代 130 江端　茂 小松シニア（石川）

Ａリーグ 北山＆宮本 橋爪＆木村 若松＆森下 浅賀＆浅賀 の部 松原他家茂 小松シニア（石川）

北山＆宮本 ① ③ 130 浅賀富士雄 横瀬（埼玉）

橋爪＆木村 ④ の部 浅賀 和子 横瀬（埼玉）

若松＆森下 ② 130 橋爪 孝次 小坂（石川）

浅賀＆浅賀 の部 木村 正之 pandora（石川）

130 中村 勇二 新神田(石川)

Ｂリーグ 江端＆松原 倉＆水島 中村＆木下 の部 木下 一弘 新神田(石川)

江端＆松原 ① ② 130 若松 久男 三馬（石川）

倉＆水島 ③ の部 森下　剛 米泉（石川）

中村＆木下 130 北山　良明 コアラ（石川）

の部 宮本　勝裕 材木（石川）

決勝 130 倉　利夫 桜ヶ丘ＯＢ会（石川）

の部 水島　保 桜ヶ丘ＯＢ会（石川）

＜女子＞

５０歳代 50 山崎美智代 弓庄（富山）

決勝リーグ 山崎＆山本 山田＆荒木 羽村＆井家 の部 山本 幸子 弓庄（富山）

山崎＆山本 ① ② 50 山田 陽子 瓢友（石川）

山田＆荒木 ③ の部 荒木美智代 瓢友（石川）

羽村＆井家 50 羽村 典子 瓢友（石川）

の部 井家 晴美 二水（石川）

Ａ　１位 Ｂ　１位

合計１２０歳代

Ａ　１位 Ｂ　１位


