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F SF 1R No. チーム名 代表者名 1R 2R SF F

1 ( 片瀬 ) 大門伸雄

2 ( BYE ) 片瀬
鵠沼Ｄ

3 ( 鵠沼Ｃ ) 久住祝生 鵠沼Ｃ

５　０

4 ( 鵠沼Ｄ ) 八尾健史

３　２

片瀬
鵠沼Ｄ

３　２ 5 ( 湘南大庭Ｂ ) 山本　勝

３　２

6 ( BYE ) 大庭Ａ
大庭Ｂ

7 ( BYE )

４　１

8 ( 湘南大庭Ａ ) 村松秀紀 藤沢
鵠沼Ｄ

３　０ 9 ( 湘南大庭Ｃ ) 中田義之

３　２

10 ( BYE ) 鵠沼Ａ
大庭Ｃ

11 ( BYE )

４　１

12 ( 鵠沼Ａ ) 掘　隆弘 藤沢
鵠沼Ｂ

４　１ 13 ( 藤沢 ) 佐藤吉久 藤沢

４　１

御所見

14 ( 御所見 ) 熊谷富雄

５　０

藤沢
鵠沼Ｄ

４　１ 15 ( BYE )

５　０

鵠沼Ｂ

16 ( 鵠沼B ) 大久保淳

メインドロー

平成２８年度　藤沢市民総合体育大会継承大会
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優勝ｺﾝｿﾚ

優勝



【本戦】 ６ゲームマッチ
１Ｒ ３　２ ５　０
一般男 結城 久住 ５　７ 室町 佐々木 池田 村川 ６　２ 渡辺 永田
一般女 佐藤 沖村 ７　６（３） 安原 高岡 泉田 木村 ６　１ 弓納持 中見
４０以上男 関根 平谷 ０　６ 山下 八尾 高橋 松本 ６　０ 森 青木
４５以上女 井上 田中 ６　３ 小林 増田 五代 加藤 ６　０ 渡辺 古谷
５５以上男 小池 川村 ６　１ 安原 藤田 熱田 佐藤 ６　３ 佐伯 中見

２Ｒ ５　０ １　４
一般男 高橋 右田 ６　１ 結城 久住 市川 畑沢 ２　６ 藤井 工藤
一般女 亀井 伊東 ６　１ 佐藤 沖村 鈴木 畑沢 ６　０ － －
４０以上男 大門 清水 ６　０ 関根 平谷 植田 坂田 １　６ 野本 持丸
４５以上女 右田 安部 ６　１ 井上 田中 奈良 谷生 ０　６ 野本 佐藤
５５以上男 大舘 丸林 ６　１ 小池 川村 三宅 山本 ４　６ 藤井 村松

２Ｒ １　４ ５　０
一般男 吉野 平石 ３　６ 篠田 三好 池田 村川 ７　５ 小林 大久保
一般女 中田 村崎 １　６ 菅澤 斉藤 泉田 木村 ６　０ 森 吉田
４０以上男 中田 相田 ６　３ 園田 掘 高橋 松本 ６　４ 関川 岩野
４５以上女 山本 平石 ０　６ 藤田 都築 五代 加藤 ６　２ 川井 大久保
５５以上男 原口 森島 ４　６ 鈴木 佐藤 熱田 佐藤 ６　４ 捧 白井

ＳＦ ３　２ １　４
一般男 高橋 右田 ６　２ 藤井 工藤 篠田 篠田 １　６ 池田 村川
一般女 亀井 清水 ６　０ － － 都築 斉藤 ０　６ 泉田 木村
４０以上男 大門 清水 ３　６ 野本 持丸 三好 園田 ６　４ 高橋 松本
４５以上女 右田 安部 ０　６ 野本 佐藤 藤田 菅澤 ４　６ 五代 加藤
５５以上男 大舘 丸林 ６　４ 藤井 村松 掘 鈴木 ５　７ 熱田 佐藤

Ｆ ２　３
一般男 高橋 右田 ５　７ 池田 村川
一般女 亀井 清水 １　６ 泉田 木村
４０以上男 大門 清水 ６　２ 高橋 松本
４５以上女 右田 安部 ３　６ 五代 加藤
５５以上男 大舘 丸林 ６　１ 熱田 佐藤

【コンソレーション】 ６ゲーム先取
１Ｒ １　４
一般男 渡辺 永田 ０　６ 小林 大久保
一般女 弓納持 中見 １　６ 森 吉田
４０以上男 森 青木 １　６ 関川 岩野
４５以上女 渡辺 古谷 ６　５ 川井 大久保
５５以上男 佐伯 中見 ２　６ 捧 白井

ＳＦ ３　２ １　４
一般男 室町 八尾 ６　３ 市川 畑沢 吉野 平石 ４　６ 小林 大久保
一般女 安原 高岡 ５　６ 鈴木 畑沢 中田 村崎 DEF４　５ 森 吉田
４０以上男 山下 佐々木 ６　０ 植田 坂田 中田 相田 ６　２ 関川 岩野
４５以上女 小林 増田 ６　４ 奈良 谷生 山本 平石 １　６ 川井 大久保
５５以上男 安原 藤田 ３　６ 三宅 山本 原口 森島 ２　６ 捧 白井

Ｆ ３　０
一般男 山下 室町 ６　１ 小林 大久保
一般女 安原 高岡 ６　３ 森 吉田
４０以上男 八尾 佐々木 ６　４ 関川 岩野
４５以上女 小林 増田 － 川井 大久保
５５以上男 安原 藤田 － 捧 白井

9. 湘南大庭Ｃ 16. 鵠沼Ｂ

4. 鵠沼Ｄ 16. 鵠沼Ｂ

1. 片瀬 13. 藤沢

14. 御所見 16. 鵠沼Ｂ

4. 鵠沼Ｄ 5. 湘南大庭Ｂ

9. 湘南大庭Ｃ 12. 鵠沼Ａ 13. 藤沢 16. 鵠沼Ｂ

1. 片瀬 8. 湘南大庭Ａ 12. 鵠沼Ａ 13. 藤沢

3. 鵠沼Ｃ 4. 鵠沼Ｄ 13. 藤沢 14. 御所見

1. 片瀬 3. 鵠沼Ｃ 5. 湘南大庭Ｂ 8. 湘南大庭Ａ


