
チーム表 試合結果
A　パート B　パート

NO NO

成績 優勝 ２位 ３位 ４位 ４位 ３位 ２位 優勝

1 永吉 昭夫 吉野 秀行 曽我 昌友 古瀬 元博 会見 勝博 甲斐 一徳 池上 俊文 友谷 捷太郎 1

2 福田 義弘 藤原 直實 中島 廣治 安部 恭輔 国分 次雄 児嶋 真一 瓜生 政勝 西原 正二郎 2

3 菅野 昌美 五郎丸 勇夫 笹野 達彌 益坂 嘉雄 馬場　紘彦 信末 浩明 原賀　繁利 大西 靜麿 3

4 日吉 陽彦 竹川 建三 堀川 正明 藤堂　淨 古賀 誠一 渡辺 正時 大鳥 基綱 倉重 龍三 4

5 下川 政記 小形 暢孝 今堀 利剋 岡本  汪 津嘉山 正和 西村 正之 冨  忠光 古舘 哲夫 5

6 野村 佳正 平田 博之 平田 雅人 甲斐 岑生 久我 孝徳 木村 徳久 今泉 博文 東島 貞文 6

7 三好 省三 富岡 廣昭 内　愃 谷口 克輝 西村 嘉之 岩崎 隆夫 伊原 徳雄 平碆 国男 7

8 末次 忠二 疋田 辰宜 壽  襄二 松隈 明彦 的野 福貫 福田 文夫 高出 明美 長嶺  至 8

9 岡松 博行 内田　稔 高口  司 川原 義廣 中村 一晴 江川　賢二 浦  雅章 吉原 政秀 9

10 安東 和男 神山 幸夫 稲尾 秀俊 坂口 純一郎 尾崎 泰信 大勝 省三 櫻井 忠博 中尾 正勝 10

11 内山　昭 帆影 隆男 久保田 利則 吉岡 隆司 川谷 圭次郎 田島 晋 大坪 紀年 井手  守 11

12 東島 玲子 古賀 義子 常深 和子 橋本 和子 井黒 和子 重松 邦子 西原 肇子 山下 久栄 12

13 笹尾 敦子 岩瀬 幸子 笹野 邦子 松尾 幸代 中島 由水子 楢﨑 浩子 杉尾 ヨシ子 成松 智子 13

14 境　芳子 河野 耀子 瓜生 富美江 中島 宏子 亀井 八重子 松本 克子 原  慧美子 梅﨑 明子 14

15 中村 イサ子 平田 玲子 猪口 三津子 山本 由美子 床並 文子 中尾 登美子 井上 容子 堤  律子 15

16 水野 美澄 永川 美知代 亀田 知佳子 高野 知佳子 東島 礼子 飛松 真紀子 梶原 貞子 尾上 美千代 16

17 犬丸 静子 池田 篤子 丸山 津紀子 福田 法子 壽  みちえ 舟越 純子 香山 佳代子 大坪 正子 17

18 杉本 真由美 畠中 瑞枝 執行 寿子 角野 千代 日浦 千鶴子 斉藤 美子 久保田 美佐子 泥谷 みさを　 18

19 末永 順子 花島 礼子 多田隈 美知子 赤星 春美 小宮 洋子 前原 康子 林　富美子 下田 裕紀子 19

20 増田 春美 大村 達美 松尾 美恵子 足立　由美 田尾 えりか 圓山 くるみ 片山 幸代 柴田 美豊恵 20

水色 橙紺 黄 　赤 紫 　緑 　桃


