
Ａリーグ 長森（岐阜） 南が丘（三重） 新郊（愛知） 勝敗数 順位 Ｅリーグ 羽島（岐阜） 島田第二（静岡） 緑ヶ丘（三重） 勝敗数 順位 ○３－２ ×２－３

長森 （岐阜 ） ○３－２ ○３－２ ２－０ 1 羽島 （岐阜 ） ×２－３ ×２－３ ０－２ 3 ○４－１ ×１－４

南が丘（三重） ×２－３ ○４－１ １－１ 2 島田第二 （静岡 ） ○３－２ ○３－２ ２－０ 1 ○５－０ ×０－５

新郊 （愛知 ） ×２－３ ×１－４ ０－２ 3 緑ヶ丘（三重） ○３－２ ×２－３ １－１ 2

２－０

１－１

Ｂリーグ 志段味（愛知） 麁玉（静岡） 西橋内（三重） 勝敗数 順位 Ｆリーグ 幸田（愛知） 久保（三重） 北和（岐阜） 勝敗数 順位 ０－２

志段味（愛知） ○３－２ ○５－０ ２－０ 1 幸田 （愛知 ） ○４－１ ○５－０ ２－０ 1

麁玉 （静岡 ） ×２－３ ○５－０ １－１ 2 久保 （三重 ） ×１－４ ○５－０ １－１ 2

西橋内（三重） ×０－５ ×０－５ ０－２ 3 北和 （岐阜 ） ×０－５ ×０－５ ０－２ 3

Ｃリーグ 御浜（三重） 大垣南（岐阜） 東豊田（静岡） 勝敗数 順位 Ｇリーグ 蜆塚（静岡） 坂下（岐阜） 幸田北部（愛知） 勝敗数 順位

御浜 （三重 ） ○３－２ ○３－２ ２－０ 1 蜆塚 （静岡 ） ○３－２ ×２－３ １－１ 2

大垣南（岐阜） ×２－３ ×１－４ ０－２ 3 坂下 （岐阜 ） ×２－３ ×２－３ ０－２ 3

東豊田（静岡） ×２－３ ○４－１ １－１ 2 幸田北部 （愛知 ） ○３－２ ○３－２ ２－０ 1

Ｄリーグ 舞阪（静岡） 前林（愛知） 大野（岐阜） 勝敗数 順位 Ｈリーグ 小俣（三重） 岩津（愛知） 豊田（静岡） 勝敗数 順位

舞阪 （静岡 ） ×２－３ ○３－２ １－１ 1 小俣 （三重 ） ○４－１ ×１－４ １－１ 2

前林 （愛知 ） ○３－２ ×２－３ １－１ 2 岩津 （愛知 ） ×１－４ ×２－３ ０－２ 3

大野 （岐阜 ） ×２－３ ○３－２ １－１ 3 豊田 （静岡 ） ○４－１ ○３－２ ２－０ 1
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Ａリーグ 長森（岐阜） 久居東（三重） 滝ノ水（愛知） 勝敗数 順位 Ｅリーグ 糸貫（岐阜） 新居（静岡） 白子（三重） 勝敗数 順位

長森 （岐阜 ） ○４－１ ×２－３ １－１ 1 糸貫 （岐阜 ） ○３－２ ○５－０ ２－０ 1

久居東（三重） ×１－４ ○３－２ １－１ 3 新居 （静岡 ） ×２－３ ○５－０ １－１ 2

滝ノ水（愛知） ○３－２ ×２－３ １－１ 2 白子 （三重 ） ×０－５ ×０－５ ０－２ 3

○３－２ ×２－３

○４－１ ×１－４

Ｂリーグ 岡崎北（愛知） 蜆塚（静岡） 久保（三重） 勝敗数 順位 Ｆリーグ 前林（愛知） 神戸（三重） 大野（岐阜） 勝敗数 順位 ○５－０ ×０－５

岡崎北（愛知） ×０－５ ○５－０ １－１ 2 前林 （愛知 ） ○５－０ ○５－０ ２－０ 1

蜆塚 （静岡 ） ○５－０ ○５－０ ２－０ 1 神戸 （三重 ） ×０－５ ×２－３ ０－２ 3 ２－０

久保 （三重 ） ×０－５ ×０－５ ０－２ 3 大野 （岐阜 ） ×０－５ ○３－２ １－１ 2 １－１

０－２

Ｃリーグ 御浜（三重） 真正（岐阜） 長泉（静岡） 勝敗数 順位 Ｇリーグ 細江（静岡） 三輪（岐阜） 御田（愛知） 勝敗数 順位

御浜 （三重 ） ○４－１ ○３－２ ２－０ 1 細江 （静岡 ） ○５－０ ○５－０ ２－０ 1

真正 （岐阜 ） ×１－４ ×０－５ ０－２ 3 三輪 （岐阜 ） ×０－５ ○３－２ １－１ 2

長泉 （静岡 ） ×２－３ ○５－０ １－１ 2 御田 （愛知 ） ×０－５ ×２－３ ０－２ 3

Ｄリーグ 修学舎（静岡） 矢作北（愛知） 南姫（岐阜） 勝敗数 順位 Ｈリーグ 阿田和（三重） 吉良（愛知） 三方原（静岡） 勝敗数 順位

修学舎（静岡） ○４－１ ○４－１ ２－０ 1 阿田和（三重） ○３－２ ×２－３ １－１ 3

矢作北（愛知） ×１－４ ○３－２ １－１ 2 吉良 （愛知 ） ×２－３ ○３－２ １－１ 1

南姫 （岐阜 ） ×１－４ ×２－３ ０－２ 3 三方原（静岡） ○３－２ ×２－３ １－１ 2
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