
５５才壮年男子決勝
中村 (水走の部屋)
牧野 (水走の部屋)

1 中村 (水走の部屋) 中村 中村 中村 (近畿車輛) 5
牧野 (水走の部屋) 牧野 辻本 辻本 (近畿車輛)

2 中村 米澤 橋本 (ともの会) 6
牧野 河合 橘 (ともの会)

3 高藤 61 61 米澤 7
鈴木 河合

4 高藤 (一般) 米澤 (水走の部屋) 8
鈴木 (一般) 河合 (水走の部屋)

５５才壮年女子優勝
鈴木 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)
吉村 (T.Rat)

４５才壮年男子決勝
北尾 (ITW石切)
西廼 (Hankees)

1 早川 (ITW石切) 早川 甲斐 甲斐 (Piece of junk) 9
東後 (ITW石切) 東後 石倉 石倉 (一般)

2 平野 谷口 10
岡野 玉西

3 平野 63 75 谷口 11
岡野 玉西

4 平野 (TQ機動隊) 北尾 上原 谷口 (ともの会) 12
岡野 (TQ機動隊) 西廼 和久井 玉西 (TQ機動隊)

5 村田 (ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ) 村田 62 63 森田 森田 (Piece of junk) 13
石井 (ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ) 石井 浜田 浜田 (Piece of junk)

6 北尾 上原 14
西廼 和久井

7 北尾 (ITW石切) 北尾 60 61 上原 15
西廼 (Hankees) 西廼 和久井

8 楠奥 (ITW石切) 63 上原 (東大阪線) 16
吉田 (GET) 和久井 (東大阪線)

４５才壮年女子決勝
小林 (デルタクルー)
大場 (水走の部屋)

1 小林 (デルタクルー) 小林 舩木 三島 (プラネッツ) 5
大場 (水走の部屋) 大場 松尾 田中 (プラネッツ)

2 小林 上田 64 舩木 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 6
大場 石橋 松尾 (ﾄﾞﾘｰﾑｼｮｯﾄ)

3 北口 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 岡﨑 61 64 上田 7
相原 (ITW石切) 木村 石橋

4 岡﨑 (一般) 63 上田 (ITW石切) 8
木村 (ITW石切) 石橋 (ITW石切)

一般男子Ａ決勝
野田 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)
中村 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

1 岩本 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 岩本 譲尾 船附 (ともの会) 5
池田 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 池田 中田 新井 (ともの会)

2 野田 譲尾 62 譲尾 (ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ) 6
中村 中田 中田 (ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ)

3 野田 64 64 酒井 7
中村 浅香

4 野田 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 酒井 (さとぴ) 8
中村 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 浅香 (さとぴ)

一般女子Ａ決勝
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一般女子Ｃ組 得G率 順位

A組 関 (ITW石切) 4 - 6 7 - 5
武岡 (ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘ )ー

B組 川本 (ともの会) 6 - 4 0 - 6
若木 (ともの会)

C組 中山 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 5 - 7 6 - 0
山口 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

1 0.375 3
  

1 0.6111 優勝
  

A組 B組 C組 勝数

1 0.5 2
  


