
【開会式】　２月12日（日）　ＡＭ ９：００　　中央公園グランド(小平市)
２月12日（日）実施

クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判
一　　般 一回戦 10:00 2 青　梅 岡村   宏明

女　　子 一回戦 11:50 ④ 東村山 藤井　　明

ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 13:10 (4) 羽　村
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 14:30 <8> 西東京
ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 9:00 (1) 東久留米 大滝　祐一

女　　子 一回戦 10:20 ⑤ 昭　島 内田  宏宜

女　　子 一回戦 11:40 ⑥ 武蔵村山
女　　子 一回戦 13:00 ⑦ 小　平

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 14:20 <6> 東大和
一　　般 一回戦 9:00 8 日　野 小山　　修

女　　子 一回戦 10:50 ③ 多　摩 田野倉裕二

ｼﾆｱ男子O-50 一回戦 12:10 <1> 稲　城
ｼﾆｱ女子O-35 一回戦 13:10 [1] 調　布
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 14:10 <4> 稲　城
一　　般 一回戦 9:30 1 立　川 石川　雅彦

女　　子 一回戦 11:20 ② あきる野 奥田　　篤

ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 12:40 (2) 国　立
ｼﾆｱ男子O-50 一回戦 14:00 <2> 国分寺
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 15:00 <7> 府　中
一　　般 一回戦 9:30 5 八王子 徳満  弘毅

ｼﾆｱ女子O-35 一回戦 11:20 [2] 武蔵野 金木　健二

女　　子 一回戦 12:20 ① 町　田
ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 13:40 (3) 小金井
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 15:00 <3> 三　鷹

２月19日（日）実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

一　　般 一回戦 9:00 4 三　鷹 西村　敏行

ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 10:50 (5) 立　川 奥田　　篤

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 12:10 (12) あきる野

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 13:30 <9> 小　平
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 14:30 (8) 府　中
一　　般 一回戦 9:00 3 国　立 本部 緑川　　浩

ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 10:50 (6) 昭　島 井上　信之

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 12:10 (7) 青　梅
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 13:30 (10) 青　梅
一　　般 一回戦 9:00 6 福　生 木村　勇造

一　　般 一回戦 10:50 7 多　摩 野中　直人

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 12:40 (11) 日　野
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 14:00 (9) 国分寺
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 9:30 <5> 東久留米 徳満  弘毅

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 10:30 <10> 東大和 小林　三郎

ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 11:30 <11> 武蔵村山 運営 東久留米

２月26日（日）実施
一　　般 二回戦 9:00 9 東村山 岡村　宏明

一　　般 二回戦 10:50 10 日　野 須崎　康高

一　　般 二回戦 12:40 11 小　平
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 14:30 (13) 小金井
一　　般 二回戦 9:00 13 羽　村 高橋　　章

一　　般 二回戦 10:50 14 立　川 阪本　隆一

一　　般 二回戦 12:40 12 多　摩
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 14:30 (14) 武蔵野
一　　般 二回戦 9:00 15 稲　城 油井　邦之

一　　般 二回戦 10:50 16 八王子 石川　泰基

ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 12:40 (15) 調　布
ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 14:00 (16) 国　立
ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 9:00 <13> 福生 斎藤　直広

ｼﾆｱ女子O-35 準決勝 10:00 [3] あきる野 藤田　　　薫

ｼﾆｱ女子O-35 準決勝 11:00 [4] 福生
ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 12:00 (17) あきる野
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3月 ４日（日）実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

一　　般 三回戦 9:00 19 国分寺 緑川　　浩

一　　般 三回戦 10:50 20 昭　島 峰岸　　浩

女　　子 二回戦 12:40 ⑧ 八王子
女　　子 二回戦 14:00 ⑨ 武蔵村山

一　　般 三回戦 9:00 17 府　中 大滝　祐一

一　　般 三回戦 10:50 18 東大和 小山　敏彦

女　　子 二回戦 12:40 ⑩ 三　鷹
女　　子 二回戦 14:00 ⑪ 小金井

ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 9:00 <12> 東村山 斎藤　直広

ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 10:00 <14> 西東京 原田　俊英

ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 11:00 (18) 日　野 運営 東村山

３月11日（日）実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

女　　子 準決勝 10:00 ⑫ 連　盟 高橋　　章

一　　般 準決勝 11:20 21 連　盟 井上　信之

ｼﾆｱ女子O-35 決　勝 13:10 [5] 連　盟 運営 小　平

女　　子 準決勝 10:00 ⑬ 連　盟 杉山　裕之

ｼﾆｱ男子O-40 準決勝 11:20 (19) 連　盟 酒井　直彦

ｼﾆｱ男子O-40 準決勝 12:40 (20) 連　盟 運営 国　立

一　　般 準決勝 10:00 22 連　盟 児玉　　潤

ｼﾆｱ男子O-50 準決勝 11:50 <15> 連　盟 小山　　修

ｼﾆｱ男子O-50 準決勝 12:50 <16> 連　盟 運営 国分寺

３月１8日（日）実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

ｼﾆｱ男子O-40 決　勝 10:00 (21) 連　盟 小泉    修

一　　般 決　勝 11:20 23 連　盟 斉藤 直広

女　　子 決　勝 13:10 ⑭ 連　盟
ｼﾆｱ男子O-50 決　勝 14:30 <17> 連　盟

【決　勝　戦 ・ 閉　会　式】

シニア女子O-35 ３月１１日（日）中央公園グランド(小平市)

一般、シニア男子O-40、女子、シニア男子O-50 ３月１８日（日）中央公園グランド(小平市)

自　宅　　０４２－３９４－５０３４
携　帯　　０９０－８４９７－４３６４
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＜　チーム　＞

＜　運　営　＞

＜　審　判　＞

斎 藤　直 広

小 山　敏 彦

斎 藤　直 広

ご協力ありがとうございました。
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