
第  回      夏季大会  中池       令和 年 月  日

女子       

林 智美 梶田 恵 広瀬 里美 加藤 恵 平田   子 田口 泉
得点 勝率 順位

和田 洋美 白岩 美幸 渡邊    木寺 奈美 藤井 千代子 脇田 清美

 
     林 智美

     和田 洋美

 
     梶田 恵

     白岩 美幸

 
     広瀬 里美

     渡邊    

 
     加藤 恵

     木寺 奈美

 
     平田   子

     藤井 千代子

 
     田口 泉

     脇田 清美



女子       

     
渡辺 美由紀 田口 美智子 田中   子 塩畑 千尋

得点 勝率 順位
服部 佳代子 大山 琴子 岩本 裕子 木野 孝子

 
     渡辺 美由紀

     服部 佳代子

 
     田口 美智子

     大山 琴子

 
     田中   子

     岩本 裕子

 
     塩畑 千尋

     木野 孝子

女子       

     
大西    伊藤 智恵子 柴垣 尚子 中島 恵子

得点 勝率 順位
中月 利枝子 堀 幸子 兼松    中村 芳子

 
     大西    

     中月 利枝子

 
     伊藤 智恵子

     堀 幸子

 
     柴垣 尚子

     兼松    

 
     中島 恵子

     中村 芳子

      位

      位



女子       

和田 美和子 岩井   子 水谷 早苗 唐沢 恵実 加納 明美 小栗    
得点 勝率 順位

長江 光子 西澤 好子 熊田 幸子 立石 千恵子 中野 美和子 藤木 薫

 
     和田 美和子

     長江 光子

 
     岩井   子

    西澤 好子

 
     水谷 早苗

     熊田 幸子

 
     唐沢 恵実

     立石 千恵子

 
     加納 明美

     中野 美和子

 
     小栗    

     藤木 薫



女子       

松波 幸子 中島 君子 矢島 末子 土屋   子 丹羽   子 吉田 隆子 松井 文子
得点 勝率 順位

永田 玲子 安藤 清美 藤吉 紀美子 牧田 美代子 水野 昌子 大野 千和子 松並 美代子

 
     松波 幸子

     永田 玲子

 
    中島 君子

    安藤 清美

 
     矢島 末子

     藤吉 紀美子

 
     土屋   子

    牧田 美代子

 
    丹羽   子

     水野 昌子

 
     吉田 隆子

     大野 千和子

 
    松井 文子

    松並 美代子
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男子       

     
木村 剛士 奥村 正徳 上甫木  敏弘 祐成 恒

得点 勝率 順位
加藤 裕二 奥村 忍 毛利 正志 甲木 稔

 
     木村 剛士

     加藤 裕二

 
     奥村 正徳

     奥村 忍

 
     上甫木  敏弘

     毛利 正志

 
     祐成 恒

     甲木 稔

     
上田 進司 山下 貴信 竹内 史 髙井 幹夫

得点 勝率 順位
桑原 元昭 西部 説益 山田 英昭 藤井 正彦

 
     上田 進司

     桑原 元昭

 
     山下 貴信

     西部 説益

 
     竹内 史

     山田 英昭

 
     髙井 幹夫

     藤井 正彦

      位

      位



男子       

     
大嶋 哲哉 佐伯 龍雄 井野 寛紀 高橋 喜一郎 髙木 英治 本田 忠資

得点 勝率 順位
林 恭年 野村 崇生 武藤 勝美 松葉 弘幸 水谷 賢二 﨑元 道男

 
     大嶋 哲哉

     林 恭年

 
     佐伯 龍雄

     野村 崇生

 
     井野 寛紀

     武藤 勝美

 
     高橋 喜一郎

     松葉 弘幸

 
     髙木 英治

     水谷 賢二

 
     本田 忠資

     﨑元 道男

男子       

     
今尾 雄一 小酒井 正直 熊田 茂行 坂 悟 根生 雅之

得点 勝率 順位
今村 徹志 服部 幸彦 桑原 清 松居 正樹 鍵谷 正

 
     今尾 雄一

     今村 徹志

 
     小酒井 正直

     服部 幸彦

 
     熊田 茂行

     桑原 清

 
     坂 悟

     松居 正樹

 
     根生 雅之

     鍵谷 正

      位

      位



男子       

     
小川 幸次 伴 茂夫 安藤 梅人 前田 正太郎

得点 勝率 順位
斉藤 清照 桐山 末光 松井 孝夫 中島 三清

 
     小川 幸次

     斉藤 清照

 
     伴 茂夫

     桐山 末光

 
     安藤 梅人

     松井 孝夫

 
     前田 正太郎

     中島 三清

男子       

     
早川 正之 木村 寿 加賀見 渡 武田 幸兒

得点 勝率 順位
永峰 照雄 内橋 滋 林 博 吉田 成夫

 
     早川 正之

     永峰 照雄

 
     木村 寿

     内橋 滋

 
     加賀見 渡

     林 博

 
     武田 幸兒

     吉田 成夫

      位

      位



男子       

杉戸 十市 今井 勝利 遠藤 壽一 加藤 冨司
得点 勝率 順位

松岡 清隆 杉本 廣志 黒澤 儀信 南波 安利

 
    杉戸 十市 

     松岡 清隆

 
     今井 勝利

     杉本 廣志

 
     遠藤 壽一

     黒澤 儀信

 
     加藤 冨司

     南波 安利

            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    


