
    年度 第  回 観音寺市長杯         確定           

日時     年 月  日 日      

場所 観音寺総合運動公園      

主催 観音寺市    協会   部

男子         

 
中村 祐介           

 
小磯 淳一 丸亀市役所

鈴木 未央 萩    宮脇 偉史    

 
大西 浩平      

 
葛西 博文    

近森 太洋      佐野 英次    

 
三野 祐介           

 
亀田 倫孝       琴平

合田 知生           横田 光弘 丸亀     

男子         

 
出口 智也     

 
喜屋武 広己    愛好会

甘利 哲也      安井 裕樹    愛好会

 
池田 龍宏 四変   

 
俣野 雅仁 丸亀   

新居 辰也 多度津  黒川 寛太 萩     

 
斉藤 恭正 萩     

 
宮坂 紫明    

西原 徹 萩     本久 夕生    

 
北山 裕貴 萩     

 
細川 毅    

矢野 貴昭 萩     隈川 泰伸    

 
清原 昌司    

白石 建輔    

男子         

 
藤村 哲司 萩    

 
堀池 尚司 萩     

藤村 育雄 萩    秦泉寺 拓也 萩     

 
佐 木 祐璃 金星第二小

 
細川 雅敏 善通寺   

黒川 蒼介 萩     豊田 泰志 丸亀   

 
渋谷 昌紀    愛好会

 
梶 正敬 丸亀   

橋長 誠樹    愛好会 亀山 順司 飯野   

 
吉田 学    

  
直江 浩史 宇多津     

国土 修治 萩     津吉 慶範 宇多津     

 
左高 裕太    

  
村田 賢二 萩     

小川 慶    友澤 孝則    

 
松浦 昇    

  
合田 健作 萩     

佐 木 康高    近藤 和司 萩     

女子         女子          

 
山崎 幸子         

 
近藤 倫代 丸亀   

溝依 寛子         岡田 直美 萩     

 
岸本 秀美     

 
樋笠 朋子       琴平

向山 慶子     小松 賀代 善通寺   

 
中村 千里           

 
細川 祐子 萩    

鈴木 由美 萩    早田 香織    

 
米澤 晃子      

女子         松原 早苗      

 
荻野 和美    

 
岸上八千代 萩    

松野 陽子    岸上 伴子 萩    

 
岡 宏美    

早雲       

 
三野 郁代    

清水 登美    

 
森川 裕子    

白川 典子    



    年度 第  回 日時     年 月  日 日      

観音寺市長杯 試合結果 場所 観音寺市総合運動公園       計 面

 男 女 各     主催 観音寺市    協会   部
                本 開始
 試合形式 

男子             女子            
 予選    戦  順位決定戦      先取      決勝 予選    戦 順位別           先取     

 予選    決勝       責任者        勝者 本部席 報告 
 順位 決定方法

勝数 優先  得失   差 同一 場合  直接対決 結果  決定 

男子          予選    試合形式     先取     
中村 鈴木 大西 近森 佐野 葛西 勝敗 得失    差 順位

中村 鈴木                   
大西 近森                   
佐野 葛西                  

男子          予選    試合形式     先取     

三野 合田 小磯 宮脇 亀田 横田 勝敗 得失    差 順位

三野 合田                  
小磯 宮脇                  
亀田 横田                   

男子          予選    試合形式     先取     
斉藤 西原 出口 甘利 喜屋武 安井 勝敗 得失    差 順位

斉藤 西原                  
出口 甘利                   
喜屋武 安井                   

男子          予選    試合形式     先取     

池田 新居 細川 隈川 北山 矢野 勝敗 得失    差 順位

池田 新居                  
細川 隈川                   
北山 矢野                  

男子          予選    試合形式     先取     
俣野 黒川 宮坂 本久 清原 白石 勝敗 得失    差 順位

俣野 黒川                  
宮坂 本久                   
清原 白石                    

男子          予選   
佐 木 黒川 直江 津吉 藤村 藤村 勝敗 得失    差 順位

佐 木 黒川                   
直江 津吉                  
藤村 藤村                   

男子          予選   
梶 亀山 吉田 国土 堀池 秦泉寺 勝敗 得失    差 順位

梶 亀山                  
吉田 国土                   
堀池 秦泉寺                   

男子          予選   
細川 豊田 左高 小川 村田 友澤 勝敗 得失    差 順位

細川 豊田                  
左高 小川                 
村田 友澤                    

男子          予選   
渋谷 橋長 松浦 佐 木 合田 近藤 勝敗 得失    差 順位

渋谷 橋長                   
松浦 佐 木                  
合田 近藤                   



    年度 第  回 日時     年 月  日 日      
観音寺市長杯  試合結果 場所 観音寺市総合運動公園       計 面

 男 女 各     主催 観音寺市    協会   部
                本 開始
 試合形式 

男子             女子            
 予選    戦  順位決定戦      先取      決勝 予選    戦 順位別           先取     

 予選    決勝       責任者        勝者 本部席 報告 
 順位 決定方法

勝数 優先  得失   差 同一 場合  直接対決 結果  決定 

女子            決勝    試合形式     先取     

山崎 溝依 岸本 向山 中村 鈴木 荻野 松野 勝敗 得失    差 順位

山崎 溝依                       優勝

岸本 向山                        

中村 鈴木                       準優勝

荻野 松野                         

女子          予選    試合形式     先取     

樋笠 小松 細川 早田 岡 早雲 米澤 松原 勝敗 得失    差 順位

樋笠 小松                        

細川 早田                       

岡 早雲                        

米澤 松原                        

女子          予選    試合形式     先取     

岸上 岸上 三野 清水 森川 白川 近藤 岡田 勝敗 得失    差 順位

岸上 岸上                       

三野 清水                        

森川 白川                        

近藤 岡田                         

女子          順位決定戦  試合形式     先取     

優勝        位   細川 早田  
優勝戦

        位  森川 白川 準優勝

       位   米澤 松原          位  岸上 岸上

       位  樋笠 小松          位  三野 清水



       位  岡 早雲          位  近藤 岡田

    年度 第  回 観音寺市長杯     年 月  日 日 

男子          順位決定戦  試合形式     先取     

優勝        位  佐野 葛西  
優勝戦

        位  小磯 宮脇 準優勝

       位  大西 近藤          位  三野 合田

       位  中村 鈴木          位  亀田 横田

男子          順位別      戦  試合形式     先取     

 位          引  

宮坂 本久
優勝

 
 

斉藤 西原

斉藤 西原
 

 
 準優勝

 
宮坂 本久

北山 矢野

 位          引  

出口 甘利

 
 

出口 甘利

池田 新居
 

 
  

俣野 黒川

 位          引  

清原 白石

 
 

喜屋武 安井

細川 隈川
 

 
  

喜屋武 安井



男子          順位別      戦  試合形式     先取     

 位      

      位  直江 津吉
 

  

      位  梶 亀山
優勝

 
 

直江 津吉
 

      位  左高 小川
準優勝

松浦 佐 木
  

      位  松浦 佐 木
 

 位      

      位  藤村 藤村
 

  

      位  堀池 秦泉寺
 
 

藤村 藤村
 

      位  細川 豊田

  

      位  合田 近藤
 

 位      

      位  佐 木 黒川
 

  

      位  吉田 国土
 
 

村田 友澤
 

      位  村田 友澤

  

      位  渋谷 橋長
 



         
    年度 第  回観音寺市長杯 参加者集合写真

男子    優勝 葛西 佐野  男子    優勝 西原 斉藤  男子    優勝 直江 津吉  

男子    準優勝 小磯 宮脇  男子    準優勝 宮坂 本久  男子    準優勝 松浦 佐 木  

女子      優勝 山崎 溝依  女子    優勝 細川 早田  

女子      準優勝 中村 鈴木  女子    準優勝 白川 森川  



       休憩場      忘 物       
運動公園体育館事務所受付   預            


