
2018.3.4　こまつドーム

【マッチ数】　５ゲームマッチ

　準々決勝から７ゲームマッチ

坂本　聡太 本多　和真

鳥竹　柊生 塚本　雲匠

伊藤　丈瑠 坂下　晃介 宝

岡山　直樹 北方　大樹 穴水町教室

久田　陸人 小垣内　蒼大

上田　蕾暉 西川　恵矢

宮腰　大地 北谷　唯翔

森谷　桜也 石倉　洋人

金瀬戸　浬士 堀　彰真

青島　聡汰 西　浩太郎

境　瞬吾 吉田　徳翔

酒谷　煌太 岩岸　煌真

上島　瑠晟 辻　康大

高田　典弘 織本　悠生

宮下　来流 中　竜之介

岩田　千弘 界　利來

宮村　悠 泉　善文

志田　　幸大 久田　天雅

松原　圭志 谷内　聡天

赤井　拓実 藤岡　蓮

白藤　　至 道淵　希海

黒田　莉央 村田　琉成

林　秀樹 森田　暁仁

窪　卓人 反保　翔

松岡　悠翔 酒谷　凱大

羽野　永都 境　奏太朗

影田　琉夷 山塚　修史

影田　永遠 山本　望人

鍋島　　 凛 松下　箔來

藤井　大和 畠中　雄大

渡辺　涼生 田中　雄敏

浅野　瑛辰 松平　奨

船山　蓮仁 笹谷　育矢

竹内　海斐 青山　璃空

飛龍　一颯 境谷　健太郎

森原　蒼介 竹原　正真

13 能美 内灘

七尾

2

4 町野 田鶴浜

6 内灘 はくい

9 犀生 とりや 27

10 内灘

11 穴水町教室 穴水町教室 29

12 とりや 小松荒屋 30

男子の部

1 穴水町教室 河北台 19

20

3 小松荒屋 津幡 21

河北台

35

14 能登スポ少 野々市 32

15 輪島 33

17 とりや田鶴浜

22

5 野々市 加賀 23

24

7 美川

宝

16 はくい 犀生 34

28

25

8 とりや 小松荒屋 26

小松市教室

31

18 津幡 能登町 36



2018.3.4　こまつドーム

【マッチ数】　５ゲームマッチ

　準々決勝から７ゲームマッチ

竹口　陽菜 廣田　佳奈
宮下　日香莉 宮下　亜華莉

野村　柚月 小林　愛優
小谷　茉愛 小山　桃奈

黒氏　りん 大山　環
柴田　涼音 本田　彩

山本　希恵 渕上　遥
佐古　七海 中西　琉那

明翫　凛華 若林　さえ
平賀　莉采 梅村　実幸

大西　彩愛 朝川　零菜
赤坂　里沙子 藤田　奈緒

北野　桃子 宮川　結衣
岡﨑　咲那 米田　芽実

山下　悠月 岩見　莉歩
前田　みわ 駒井　碧泉

濵田　椛 竹川　すずか
山岸　和奏 石田　優香

打越　文奈 卜部　瑚凪夢
干場　真歩 久田　侑楽

出村　星流 升井　莉愛
築山　和奏 丹尾　ひなの

橋本　まゆ 竹田　樹里
川上　紗弥 竹島　すず

山田　真綺 佐藤　ありさ
村田　真乙 東　ゆきな

藤井　史菜 小原　暖乃
新谷　心和 小原　萌々子

宮下　　媛 道場　菫
泉　　咲希 東谷　佳奈

山田　侑果 築山　あかり
大橋　紀子 細川　理恵

川崎谷　栞 桜井　寿奈
川端　小波 佐古　桃菜

善田　知愛 南　穏來
飯田　美里 吉村　きらり

中村　誌那 小幡　菜沙
平場　百華 森澤　遥

斎藤　優月 道端　潤
面　真絆 古橋　澪

七浦　愛理 古川　晴賀
濵木　心優 西尾　らら

岡本　帆乃華 松浦　菜央
森澤　陽南乃 坂下　明優

上田　りあら 竹原　夢彩
岡下　華己 竹原　弥愛

吉田　琳 今牛　日菜香
山口　陽向 山田　来美

安本　彩乃 小玉　かいり 田鶴浜
石崎　真彩 宮本　琉夢 七尾

中村　真菜 岡島　汐里葉
濱谷　怜未 森　月海

嶋垣　由愛 田丸　和佳奈
大門　杏美 西　菜摘

とりや

とりや

宝

犀生

七尾

48

宝 35

19 はくい 46

20 47

21

小松荒屋

26

22 宇ノ気 津幡 49

52

小松市教室 宇ノ気

18 小松荒屋 45

23 とりや

輪島 野々市

美川 50

53

27 能登町 河北台 54

24 河北台 穴水町教室 51

25 犀生

16 美川 43

17 加賀 44

14 宝 能登町 41

15 穴水町教室 加賀 42

12 宇ノ気 河北台 39

13 宝 犀生 40

10 とりや とりや 37

11 七尾 輪島 38

9 輪島 小松市教室 36

6 穴水町教室 町野 33

7 内灘 穴水町教室 34

女子の部

1 能登スポ少 能登スポ少 28

能美

4 宝 能美 31

5 美川 内灘 32

2 犀生 29

3 河北台 美川 30

8 犀生



① ３位４位決定戦（７ゲームマッチ）

1～18準決勝敗退ペア

19～36準決勝敗退ペア

② ５位～８位決定戦（５ゲームマッチ）

③ ９位～１６位決定戦（５ゲームマッチ）

⑪敗退ペア

⑫敗退ペア

⑭

⑪

⑫

⑯⑮ ⑩敗退ペア

⑨敗退ペア

⑬

⑨

⑥

第１６位

⑧

⑩

⑦

第１２位

第１３位

第１４位

第１５位

男子の部　順位戦

この順位で北信越大会に申し込みします。

①

③

②

準々決勝敗退ペアによるフリー抽選（同じクラブの対戦は避ける）

第３位

第４位

第５位

第６位

３回戦敗退ペアによるフリー抽選（同じクラブの対戦は避ける）

第９位

第１０位

第１１位

④

第７位

第８位

⑤



① ３位４位決定戦（７ゲームマッチ）

1～27準決勝敗退ペア

28～54準決勝敗退ペア

② ５位～８位決定戦（５ゲームマッチ）

③ ９位～１６位決定戦（５ゲームマッチ）

第１６位

⑨敗退ペア ⑪敗退ペア

⑮ ⑩敗退ペア ⑯ ⑫敗退ペア

⑧

第１１位

⑥

第１２位

⑭ ⑬

第１３位

⑦

第１４位

⑫ ⑩

第１５位

⑪ ⑨

①

第６位

④ ③

第７位

②

第８位

３回戦敗退ペアによるフリー抽選（同じクラブの対戦は避ける）

第９位

⑤

第１０位

第５位

女子の部　順位戦

この順位で北信越大会に申し込みします。

第３位

第４位

準々決勝敗退ペアによるフリー抽選（同じクラブの対戦は避ける）




