
男子ダブルス60

桑原　元昭 佐伯　龍雄 中田　健一 中村　育男

竹内　史 野村　崇生 松居　正樹 皆越　司

23988 桑原　元昭　（岐阜県）

23821 竹内　史　　（岐阜県）

22362 佐伯　龍雄　（岐阜県）

22361 野村　崇生　（岐阜県）

24345 中田　健一　（岐阜県）

24346 松居　正樹　（岐阜県）

21228 中村　育男　(愛知県）

22081 皆越　司　　（愛知県）

男子ダブルス65

川井　康司 小木　卓也 土田　茂雄 今尾　雄一　 市川　正美

中島　三清 藤森　保幸 根生　雅之 今村　徹志 前田　正太郎　

19565 川井　康司　（岐阜県）

18991 中島　三清　(岐阜県）

21825 小木　卓也　（岐阜県）

19507 藤森　保幸　（岐阜県）

24407 土田　茂雄　（岐阜県）

20669 根生　雅之　（岐阜県）

20562 今尾　雄一　（岐阜県）

22911 今村　徹志　（岐阜県）

17396 市川　正美　（岐阜県）

16456 前田　正太郎　(岐阜県）
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男子ダブルス70

草薙　脩 石原　照男 武田　幸兒 松岡　清隆 桐山　末光

水野　庄作 藤井　寛 吉田　成夫 水谷　賢二 伴　茂夫

17600 草薙　脩　　（岐阜県）

19674 水野　庄作　（岐阜県）

23234 石原　照男　（岐阜県）

23235 藤井　寛　　（岐阜県）

18185 武田　幸兒　（岐阜県）

17451 吉田　成夫　（岐阜県）

14913 松岡　清隆　（岐阜県）

16359 水谷　賢二　（岐阜県）

20855 桐山　末光　（岐阜県）

22899 伴　茂夫　　（岐阜県）

小平　武 岡　仁 戸田　孝道　 杉本　廣志 小島　昭司 石塚　信彦

丹羽　章 吉川　和男 八代　久太郎 松森　勝美 田中　義章 小野　勝啓

7715 小平　武　（愛知県）

7632 丹羽　章　（愛知県）

13488 岡　仁　　（愛知県）

12783 吉川　和男　（愛知県）

8730 戸田　孝道　（岐阜県）

23753 八代　久太郎　（岐阜県）

10835 杉本　廣志　（岐阜県）

22607 松森　勝美　（岐阜県）

10309 小島　昭司 （静岡県）

7475 田中　義章　（岐阜県）

10348 石塚　信彦　（愛知県）

23274 小野　勝啓　（愛知県）
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男子ダブルス75
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丸山　昌平 杉戸　十市 遠藤　壽一 檜木　正

渡部　光男 和田　茂 渋谷　尚 宮田　敏男

4842 丸山　昌平　（愛知県）

7455 渡部　光男　（愛知県）

6639 杉戸　十市　（岐阜県）

22537 和田　茂　（岐阜県）

10232 遠藤　壽一　（岐阜県）

9044 渋谷　尚　（岐阜県）

5374 檜木　正　（愛知県）

1268 宮田　敏男　（愛知県）

☆　リーグ戦による順位の決定方法。

1.　リーグの勝敗による。

2.　勝数が同数の場合は、勝率の高いチームを上位する。

　　（勝率＝取得ゲーム数÷総ゲーム）

3.　それでも同数の場合は合計年令の高いチームを上位とする。
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男子ダブルス80
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伊藤　朋子 大西　このみ 森　利江 三鴨　緑　

萩野　広美 兼松　こずえ 名和　友美子 柴垣　尚子

22008 伊藤　朋子 （愛知県）

22787 萩野　広美　（愛知県）

申請中 大西　このみ　（岐阜県）

申請中 兼松　こずえ　（岐阜県）

19568 森　利江　　（岐阜県）

19570 名和　友美子（岐阜県）

21178 三鴨　緑　　（岐阜県）

19457 柴垣　尚子　（岐阜県）

田中　朋子 因幡　恵子 寺西　裕子 服部　佳代子

中島　恵子 和田　ひとみ 信岡　園子 渡辺　美由紀

23178 田中　朋子　（岐阜県）

20976 中島　恵子　（岐阜県）

17654 因幡　恵子　（愛知県）

23642 和田　ひとみ　（愛知県）

21047 寺西　裕子　（静岡県）

21048 信岡　園子　（静岡県）

22978 服部　佳代子　（岐阜県）

22977 渡辺　美由紀　（岐阜県）

女子ダブルス50
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女子ダブルス60

矢島　末子 門田　弘恵 伊藤　智恵子 水野　昌子

Teresita.Bautista 水谷　早苗 横山　恵子　 丹羽　るみ子

14295 矢島　末子　（岐阜県）

タイ Teresita.Bautista

19825 門田　弘恵　（岐阜県）

14612 水谷　早苗　（岐阜県）

17278 伊藤　智恵子（岐阜県）

17773 横山　恵子　（岐阜県）

15735 水野　昌子　（岐阜県）

7398 丹羽　るみ子（岐阜県）

渡邉　佳代子 永田　玲子 中野　美和子 伊藤　篤子

Pah.Choo 神谷　真佐子 毛利　京子 田中　妙子

6393 渡邉　佳代子（東京都）

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ Pah.Choo

20645 永田　玲子　（岐阜県）

24358 神谷　真佐子 （岐阜県）

12312 中野　美和子（岐阜県）

20584 毛利　京子　（岐阜県）

23168 伊藤　篤子　（岐阜県）

18424 田中　妙子　（岐阜県）
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中野　和子 岩田　三恵子 安藤　啓子 松井　文子 西沢　好子

森田　貴志 長江　光子 中月　利枝子 山根　福子 名和　晴美

10072 中野　和子　　　（愛知）

10214 森田　貴志　　　（愛知）

19924 岩田　三恵子（岐阜県）

17547 長江　光子　（岐阜県）

16102 安藤　啓子　（岐阜県）

18266 中月　利枝子（岐阜県）

4905 松井　文子　（岐阜県）

6923 山根　福子　（岐阜県）

4165 西沢　好子　（岐阜県）

1354 名和　晴美　（岐阜県）

女子ダブルス70

阪下　厚子 小椋　千代子 清水　ひろみ 内田　はる 武山　美行 安藤　清美 川村　信子

三宅　美智子 中才　佳代子 田上　久子 田上　久子 清水　邦子 伊左次　五月 松並　美代子

4897 阪下　厚子　　（静岡）

15215 三宅　美智子　（京都）

3648 小椋　千代子　（岐阜県）

9084 中才　佳代子（岐阜県）

7734 清水　ひろみ（岐阜県）

14084 堀江　紀子　（岐阜県）

7492 内田　はる　（岐阜県）

8355 田上　久子　（岐阜県）

1354 武山　美行　（岐阜県）

10801 清水　邦子　（岐阜県）

9723 安藤　清美　（岐阜県）

13803 伊左次　五月　（岐阜県）

4876 川村　信子　（愛知県）

7499 松並　美代子　（岐阜県）

女子ダブルス65
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