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MS

所属団体 1R 2R QF SF Final 
  勝者 

1 東北学院大 村山　和希 [1]  
  村山　和希 [1] 

2  Bye   
   村山　和希 [1] 

3 ソニー 菅原　伸浩  8-3  
  小室　佳史  

4 オレンジＦ 小室　佳史 8-5   
   村山　和希 [1] 

5 PhoeniⅩ 大塚　隆史  8-1  
  堀江　純  

6 DIASS中山 堀江　純 8-2   
   村上　俊介 [5] 

7  Bye  8-6  
  村上　俊介 [5]  

8 泉パーク 村上　俊介 [5]   
   村山　和希 [1] 

9 PhoeniⅩ 永作　和也 [4]  8-3  
  永作　和也 [4]  

10  Bye   
   永作　和也 [4] 

11 聖和学園 小野寺 翔  8-5  
  佐藤　大介  

12 リベラ仙台 佐藤　大介 8-3   
   中嶌　航生 

13 ソニー 越田　晃生  8-2  
  中嶌　航生  

14 ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 中嶌　航生 w.o.  
   中嶌　航生 

15 ソニー 本多　正治  8-4  
  冨田良太郎 [7]  

16 ＥＴＣ 冨田良太郎 [7] 8-5  
   村山　和希 [1] 

17 オレンジＦ 佐藤　正教 [6]  8-5  
  佐藤　正教 [6] 

18  Bye   
   大久　一真 

19 オレンジＦ 伏見　元樹  8-0  
  大久　一真  

20 仙台大 大久　一真 8-2   
   今野　良紀 [3] 

21 ソニー 小鹿　行広  8-6  
  小野寺恭平  

22 東京国際大 小野寺恭平 8-4   
   今野　良紀 [3] 

23  Bye  8-2  
  今野　良紀 [3]  

24 オレンジＦ 今野　良紀 [3]   
   平塚　雄陽 [2] 

25 仙台市役所 源馬　俊 [8]  8-4  
  源馬　俊 [8]  

26 ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 有賀  俊博 8-6   
   畠山　良 

27 ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 和田　錬音  9-8(4)  
  畠山　良  

28 気仙沼テ協 畠山　良 8-4   
   平塚　雄陽 [2] 

29 南インター 三宅　寛和  8-1  
  守屋　一聖  

30 仙台市役所 守屋　一聖 8-4   
   平塚　雄陽 [2] 

31  Bye  8-0  
  平塚　雄陽 [2]  

32 石巻ＴＣ 平塚　雄陽 [2]  
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WS

所属団体 Final 勝者 
  

1 亜細亜大学 川村　周子  
  松田真理保 

2 ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 松田真理保 8-6  
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MD

所属団体 QF SF Final 勝者 

PhoeniⅩ 大塚　隆史 [1]

1 PhoeniⅩ 永作　和也 大塚　隆史 [1] 

  永作　和也 

2  Bye  村上　智哉

仙台大 村上　智哉  大久　一真

3 仙台大 大久　一真 村上　智哉 9-8(3)  

ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 和田　錬音 大久　一真  

4 聖和学園 小野寺翔 8-1  中嶌　航生

ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 中嶌　航生  小林　浩貴

5 七十七銀行 小林　浩貴 中嶌　航生 8-5 

ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 有賀  俊博 小林　浩貴  

6 南インター 三宅　寛和 8-3  中嶌　航生

ソニー 小鹿　行広  小林　浩貴

7 ソニー 越田　晃生 齋藤　一樹 [2] 8-3  

ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ 齋藤　一樹 [2] 斎藤　直也  

8 ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 斎藤　直也 8-3  
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WD

所属団体 1 2 3 勝敗 勝率 順位

1 
リベラ仙台

リベラ仙台

小山　泰子 [1]
佐藤　弥生

 3-8  6-8  0-2 3位

2 
リベラ仙台

ＪＬＴＦみやぎ

佐藤　晋子

大友　香織
8-3   8-3  2-0 1位

3 
ＪＬＴＦみやぎ

リベラ仙台

赤間裕美子

鈴木　ひさ
8-6  3-8   1-1 2位
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