
一般男子B決勝
明神 (ナイトホークス)
酒井 (ナイトホークス)

1 筒井 (GET) 筒井 明神 明神 (ナイトホークス) 5
奥村 (ITW石切) 奥村 酒井 酒井 (ナイトホークス)

2 村田 (ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ) 63 門馬 明神 62 林 (G☆CLUB) 6
小柴 (ﾑﾗﾀﾌｧﾐﾘｰ) 室垣 酒井 原山 (G☆CLUB)

3 本山 (プラネッツ) 門馬 65 65 竹内 竹内 (デルタクルー) 7
中村 (プラネッツ) 室垣 山本 山本 (デルタクルー)

4 門馬 (Monteni) 64 63 水野 (ともの会) 8
室垣 (一般) ロビン (ともの会)

一般女子B決勝
有川 (HOS小阪TC)
石川 (HOS小阪TC)

1 有川 (HOS小阪TC) 有川 石橋 石橋 (ITW石切) 5
石川 (HOS小阪TC) 石川 上田 上田 (ITW石切)

2 大村 (Piece of junk) 63 有川 安部 65 東 (HOS小阪TC) 6
亀井 (Piece of junk) 石川 梛木 中根 (ITW石切)

3 平岡 (一般) 藤川 61 60 安部 安部 (GET) 7
井上 (一般) 松原 梛木 梛木 (GET)

4 藤川 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 61 65 前 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 8
松原 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 前 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪)

一般男子C決勝その１
山本 (プラネッツ)
小川 (プラネッツ)

1 山本 (プラネッツ) 阿部 (ナイトホークス) 5
小川 (プラネッツ) 藤本 (ナイトホークス)

2 山本 大田 6
小川 宮内

3 東 (ITW石切) 野村 64 62 大田 大込 (バモス) 7
中根 (ITW石切) 橋本 宮内 石塚 (バモス)

4 野村 (ITW石切) 65 62 大田 (バモス) 8
橋本 (HOS小阪TC) 宮内 (バモス)

一般男子C決勝その２
辻田 (Fantastic)
辻田 (Fantastic)

1 今井 (ともの会) 今井 辻田 北川 (東大阪線) 5
森山 (ともの会) 森山 辻田 吉田 (東大阪線)

2 平尾 辻田 64 辻田 (Fantastic) 6
源内 辻田 辻田 (Fantastic)

3 西川 (どんぐり) 平尾 62 64 福西 7
増田 (どんぐり) 源内 原田

4 平尾 (一般) 62 福西 (Piece of junk) 8
源内 (一般) 原田 (Piece of junk)

一般女子Ｃ決勝
村上 (ともの会)
岩井 (ともの会)

1 米地 (ナイトホークス) 村上 月山 松枝 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 5
岩渕 (ナイトホークス) 岩井 長谷川 北口 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

2 村上 (ともの会) 63 村上 飯田 65 月山 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 6
岩井 (ともの会) 岩井 崎山 長谷川 (MTSｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

3 森田 (プラネッツ) 森田 65 62 飯田 飯田 (Fantastic) 7
田中 (プラネッツ) 田中 崎山 崎山 (Fantastic)

4 高橋 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 60 62 入谷 (プラネッツ) 8
小川 (ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ東大阪) 佐野 (プラネッツ)
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