
岐阜県      秋季大会

女子        

林 智美 中島 恵子 木野 孝子 小路    
得点 勝率 順位

和田 洋美 西脇 佐和子塩畑 千尋 中嶋 美佐子

 
     林 智美

     和田 洋美

 
     中島 恵子

     西脇 佐和子

 
     木野 孝子

     塩畑 千尋

 
     小路    

     中嶋 美佐子



女子           

服部 佳代子久野 康子 伊藤 智恵子小栗    大山 琴美
得点 勝率 順位

渡辺 美由紀水野 昌子 堀 幸子 藤木 薫 田口 美智子

 
     服部 佳代子

     渡辺 美由紀

 
     久野 康子

     水野 昌子

 
     伊藤 智恵子

     堀 幸子

 
     小栗    

     藤木 薫

 
     大山 琴美

     田口 美智子



女子        

中野 美和子熊田 幸子 水谷 早苗 松波 幸子
得点 勝率 順位

長江 光子 中島 君子 毛利 京子 永田 玲子

 
     中野 美和子

     長江 光子

 
     熊田 幸子

    中島 君子

 
     水谷 早苗

     毛利 京子

 
     松波 幸子

     永田 玲子



女子        

松井 文子 木下 恭子 加藤 公江 大野 千和子土屋    松並 美代子
得点 勝率 順位

山根 福子 丹羽   子丹羽 多記枝吉田 隆子 牧田 美代子矢島 末子

 
    松井 文子

    山根 福子

 
     木下 恭子

    丹羽   子

 
     加藤 公江

     丹羽 多記枝

 
     大野 千和子

     吉田 隆子

 
     土屋    

    牧田 美代子

 
    松並 美代子

     矢島 末子
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男子       

木村 剛士 上田 進司 奥村 忍 西部 悦益
得点 勝率 順位

竹内 史 桑原 元昭 坂 悟 山下 貴信

 
     木村 剛士

     竹内 史

 
     上田 進司

     桑原 元昭

 
     奥村 忍

     坂 悟

 
     西部 悦益

     山下 貴信



男子       

 
佐伯 龍雄 高井 幹夫 石川 隆雄 滝川 修

得点 勝率 順位
野村 崇生 中村 一尋 広瀬 真輔 根生 雅之

 
     佐伯 龍雄

     野村 崇生

 
     高井 幹夫

     中村 一尋

 
     石川 隆雄

     広瀬 真輔

 
     滝川 修

     根生 雅之



男子       

 
森 敦朗 井野 寛紀 奥村 正徳 浅野 研司

得点 勝率 順位
渡部 敏美 上甫木 敏弘 武藤 勝美 服部 幸彦

 
     森 敦朗

     渡部 敏美

 
     井野 寛紀

     上甫木 敏弘

 
     奥村 正徳

     武藤 勝美

 
     浅野 研司

     服部 幸彦

      位

      位



男子       

 
水野 庄作 木村 寿 桐山 末光 高橋 喜一郎 市川 正美 尾方 伸一

得点 勝率 順位
草薙 脩 内橋 滋 伴 茂夫 松葉 弘幸 川井 康司 熊田 茂行

 
     水野 庄作

     草薙 脩

 
     木村 寿

     内橋 滋

 
     桐山 末光

     伴 茂夫

 
     高橋 喜一郎

     松葉 弘幸

 
     市川 正美

     川井 康司

 
     尾方 伸一

     熊田 茂行



男子        

 
中島 三清 高木 英治 早川 正之 石原 照男 武田 幸兒

得点 勝率 順位
前田 正太郎 水谷 賢二 永峰 照雄 小酒井 正直 吉田 成夫

 
     中島 三清

     前田 正太郎

 
     高木 英治

     水谷 賢二

 
     早川 正之

     永峰 照雄

 
     石原 照男

     小酒井 正直

 
     武田 幸兒

     吉田 成夫



男子        

遠藤 壽一 加藤 冨司 島田 幹夫 今井 勝利 梅村 武司 松井 孝夫 杉戸 十市
得点 勝率 順位

黒澤 儀信 櫻井 昭廣 戸田 孝道 杉本 廣志 南波 安利 林 博臣 松岡 清隆

 
     遠藤 壽一

     黒澤 儀信

 
     加藤 冨司

     櫻井 昭廣

 
     島田 幹夫

    戸田 孝道

 
     今井 勝利

     杉本 廣志

 
     梅村 武司

     南波 安利

 
     松井 孝夫

申請中 林 博臣

 
    杉戸 十市

     松岡 清隆



        

堀井 正巳 長谷川 豊 坂部 和義 山口 一孔 青木 克郎
得点 勝率 順位

堀井 雅子 市原 恵美子 大西 春美 山口 良子 田浦 志貴子

 
     堀井 正巳

     堀井 雅子

 
     長谷川 豊

     市原 恵美子

 
     坂部 和義

     大西 春美

 
     山口 一孔

     山口 良子

 
     青木 克郎

     田浦 志貴子

            順位 決定方法
          勝敗    
   勝数 同数 場合  勝率 高     上位   
   勝率 取得   数 総    
       同数 場合 合計年令 高     上位    


