
1111

3333

5555

合計合計合計合計

2222

4444

6666

合計合計合計合計

県別県別県別県別

勝数勝数勝数勝数

９勝９勝９勝９勝 １５勝１５勝１５勝１５勝

１７勝１７勝１７勝１７勝 １１勝１１勝１１勝１１勝

７３勝７３勝７３勝７３勝 ６２勝６２勝６２勝６２勝

３５勝３５勝３５勝３５勝 ４０勝４０勝４０勝４０勝

総　合　結　果総　合　結　果総　合　結　果総　合　結　果

千　葉　県千　葉　県千　葉　県千　葉　県 埼　玉　県埼　玉　県埼　玉　県埼　玉　県

男　性　結　果　表男　性　結　果　表男　性　結　果　表男　性　結　果　表

組№組№組№組№ 千葉県勝数千葉県勝数千葉県勝数千葉県勝数 埼玉県勝数埼玉県勝数埼玉県勝数埼玉県勝数

９勝９勝９勝９勝 １４勝１４勝１４勝１４勝

１１勝１１勝１１勝１１勝 ９勝９勝９勝９勝

１７勝１７勝１７勝１７勝 ３勝３勝３勝３勝

３８勝３８勝３８勝３８勝 ２２勝２２勝２２勝２２勝

１０勝１０勝１０勝１０勝 １０勝１０勝１０勝１０勝

千葉 - 埼玉親善試合結果表千葉 - 埼玉親善試合結果表千葉 - 埼玉親善試合結果表千葉 - 埼玉親善試合結果表

女　性　結　果　表女　性　結　果　表女　性　結　果　表女　性　結　果　表

組№組№組№組№ 千葉県勝数千葉県勝数千葉県勝数千葉県勝数 埼玉県勝数埼玉県勝数埼玉県勝数埼玉県勝数



女　　子女　　子女　　子女　　子 １組１組１組１組 コートナンバーコートナンバーコートナンバーコートナンバー リーダーリーダーリーダーリーダー 男　　子男　　子男　　子男　　子 ２組２組２組２組 コートナンバーコートナンバーコートナンバーコートナンバー リーダーリーダーリーダーリーダー

中村　日出子 小栗　佑五郎

阿久津　須恵子 本間　満雄

江幡　玲子 漆戸　昭也

小倉　幸恵 江井　重郎

井上　えい子 三橋　輝雄

柳沢　ふじ子 田頭　靖嘉

湶　美智子 中山　進次

北村　ふぢの 清家　威侯

黒川　恵子 横井　健二

佐久間　純子 野道　眞一

小山　森三

小山　勉

秋山　みよ子

氏家　郁子

矢部　千恵子 形山　素朗

貝原　園子 佐藤　益三

星野　昭子 覚張　優

鉾立　和子 池田　祥一

霜田　智鶴子 丹羽　五

白井　房子 高田　浩

三宅　時子 元行　　勝

正村　妙子 刀根　和夫

安部　恭永

大井　高明

園部　常雄

住吉　忠司

高橋　功

守屋　　勇

１１１１ ２２２２
➅➅➅➅ ＤefＤefＤefＤef

２２２２２２２２

２３２３２３２３

対戦順の１３～２２番は順不同です。対戦順の１３～２２番は順不同です。対戦順の１３～２２番は順不同です。対戦順の１３～２２番は順不同です。

矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子 貝原　園子貝原　園子貝原　園子貝原　園子

１１１１ 小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎 本間　満雄本間　満雄本間　満雄本間　満雄 ４４４４

２５２５２５２５ 元行　　勝元行　　勝元行　　勝元行　　勝 刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫

２０２０２０２０ 漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也 江井　重郎江井　重郎江井　重郎江井　重郎

佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三 5555

２２２２ 漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也 江井　重郎江井　重郎江井　重郎江井　重郎 ➅➅➅➅ １１１１ 覚張　優覚張　優覚張　優覚張　優 池田　祥一池田　祥一池田　祥一池田　祥一 7777

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

園部　常雄園部　常雄園部　常雄園部　常雄

高田　浩高田　浩高田　浩高田　浩小山　森三小山　森三小山　森三小山　森三 小山　勉小山　勉小山　勉小山　勉 ➅➅➅➅ ３３３３

➅➅➅➅ ➅➅➅➅ 園部　常雄園部　常雄園部　常雄園部　常雄

１９１９１９１９ 小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎 本間　満雄本間　満雄本間　満雄本間　満雄 ➅➅➅➅ ５５５５ 安部　恭永安部　恭永安部　恭永安部　恭永

➅➅➅➅ 高橋　功高橋　功高橋　功高橋　功 守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇

大井　高明大井　高明大井　高明大井　高明

２４２４２４２４ 丹羽　五丹羽　五丹羽　五丹羽　五

住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司

２１２１２１２１ 三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄 田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉 ２２２２

住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司２６２６２６２６ 安部　恭永安部　恭永安部　恭永安部　恭永 大井　高明大井　高明大井　高明大井　高明同士の対戦同士の対戦同士の対戦同士の対戦 対戦無し対戦無し対戦無し対戦無し

刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫

１７１７１７１７ 丹羽　五丹羽　五丹羽　五丹羽　五

佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三

１６１６１６１６ 中山　進次中山　進次中山　進次中山　進次 清家　威侯清家　威侯清家　威侯清家　威侯 ５５５５

１８１８１８１８ 小山　森三小山　森三小山　森三小山　森三 小山　勉小山　勉小山　勉小山　勉 ４４４４ ➅➅➅➅ 元行　　勝元行　　勝元行　　勝元行　　勝

高田　浩高田　浩高田　浩高田　浩横井　健二横井　健二横井　健二横井　健二 野道　眞一野道　眞一野道　眞一野道　眞一 ２２２２ ➅➅➅➅

１４１４１４１４ 漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也 江井　重郎江井　重郎江井　重郎江井　重郎 ➅➅➅➅ ４４４４ 高橋　功高橋　功高橋　功高橋　功

１５１５１５１５ 三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄 田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉 ➅➅➅➅ ４４４４ 形山　素朗形山　素朗形山　素朗形山　素朗

➅➅➅➅ 覚張　優覚張　優覚張　優覚張　優 池田　祥一池田　祥一池田　祥一池田　祥一

守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇

住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司

１２１２１２１２ 安部　恭永安部　恭永安部　恭永安部　恭永

高田　浩高田　浩高田　浩高田　浩

１１１１１１１１ 横井　健二横井　健二横井　健二横井　健二 野道　眞一野道　眞一野道　眞一野道　眞一 １１１１

１３１３１３１３ 小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎 本間　満雄本間　満雄本間　満雄本間　満雄 ２２２２ ➅➅➅➅ 園部　常雄園部　常雄園部　常雄園部　常雄

大井　高明大井　高明大井　高明大井　高明小山　森三小山　森三小山　森三小山　森三 小山　勉小山　勉小山　勉小山　勉 ３３３３ ➅➅➅➅

８８８８ 漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也漆戸　昭也 江井　重郎江井　重郎江井　重郎江井　重郎 ➅➅➅➅ ２２２２ 形山　素朗形山　素朗形山　素朗形山　素朗 佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三

田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉 ➅➅➅➅ ４４４４ 覚張　優覚張　優覚張　優覚張　優 池田　祥一池田　祥一池田　祥一池田　祥一

➅➅➅➅ 元行　　勝元行　　勝元行　　勝元行　　勝 刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫

１０１０１０１０ 中山　進次中山　進次中山　進次中山　進次 清家　威侯清家　威侯清家　威侯清家　威侯 ４４４４ ➅➅➅➅ 丹羽　五丹羽　五丹羽　五丹羽　五

丹羽　五丹羽　五丹羽　五丹羽　五 高田　浩高田　浩高田　浩高田　浩 8888

刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫刀根　和夫

小山　勉小山　勉小山　勉小山　勉 １１１１ ➅➅➅➅

清家　威侯清家　威侯清家　威侯清家　威侯

野道　眞一野道　眞一野道　眞一野道　眞一 ００００ ➅➅➅➅

園部　常雄園部　常雄園部　常雄園部　常雄 住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司住吉　忠司

７７７７ 小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎 本間　満雄本間　満雄本間　満雄本間　満雄 ２２２２ ➅➅➅➅ 高橋　功高橋　功高橋　功高橋　功 守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇

星野　昭子星野　昭子星野　昭子星野　昭子 鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子

１８１８１８１８ 黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子 佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子 ３３３３ ➅➅➅➅ 矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子

星野　昭子星野　昭子星野　昭子星野　昭子 鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子

２１２１２１２１

貝原　園子貝原　園子貝原　園子貝原　園子

埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢

同士の対戦同士の対戦同士の対戦同士の対戦

１９１９１９１９

２０２０２０２０

２４２４２４２４

➅➅➅➅

➅➅➅➅ 霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子

１４１４１４１４ 黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子 佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子 ➅➅➅➅

星野　昭子星野　昭子星野　昭子星野　昭子１３１３１３１３

１５１５１５１５ 中村　日出子中村　日出子中村　日出子中村　日出子

１６１６１６１６ 江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子 小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵 ２２２２

阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子 ２２２２

１７１７１７１７

秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子

矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子

１１１１

➅➅➅➅ 三宅　時子三宅　時子三宅　時子三宅　時子 正村　妙子正村　妙子正村　妙子正村　妙子

三宅　時子三宅　時子三宅　時子三宅　時子 正村　妙子正村　妙子正村　妙子正村　妙子

氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子

１１１１１１１１ 湶　美智子湶　美智子湶　美智子湶　美智子 北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの ➅➅➅➅

湶　美智子湶　美智子湶　美智子湶　美智子 北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの ２２２２

高田　浩高田　浩高田　浩高田　浩

結　　果結　　果結　　果結　　果 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名 コートＮｏ

千葉県千葉県千葉県千葉県

選手名選手名選手名選手名 対戦順対戦順対戦順対戦順 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名

➅➅➅➅ 形山　素朗形山　素朗形山　素朗形山　素朗

鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子

氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子

中山　進次中山　進次中山　進次中山　進次 ➅➅➅➅ 元行　　勝元行　　勝元行　　勝元行　　勝

５５５５ 横井　健二横井　健二横井　健二横井　健二

９９９９ 三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄

６６６６ 小山　森三小山　森三小山　森三小山　森三

３３３３ 三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄三橋　輝雄 田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉田頭　靖嘉 ➅➅➅➅ ２２２２

４４４４ ３３３３

安部　恭永安部　恭永安部　恭永安部　恭永 大井　高明大井　高明大井　高明大井　高明

８８８８ 中村　日出子中村　日出子中村　日出子中村　日出子 阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子 １１１１ ➅➅➅➅ 矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子

江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子 小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵 ５５５５ ➅➅➅➅ 秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子

井上　えい子井上　えい子井上　えい子井上　えい子 柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子 ➅➅➅➅

４４４４

霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子 白井　房子白井　房子白井　房子白井　房子

貝原　園子貝原　園子貝原　園子貝原　園子

白井　房子白井　房子白井　房子白井　房子

5555

森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹

小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎小栗佑五郎 本間　満雄本間　満雄本間　満雄本間　満雄

杉　義人杉　義人杉　義人杉　義人

埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢

形山　素朗形山　素朗形山　素朗形山　素朗 佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三 5555

中村　日出子中村　日出子中村　日出子中村　日出子 阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子 ➅➅➅➅ ２２２２ 秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子 氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子

江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子 小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵 ２２２２ ➅➅➅➅ 矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子矢部　千恵子 貝原　園子貝原　園子貝原　園子貝原　園子

井上　えい子井上　えい子井上　えい子井上　えい子 柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子 ➅➅➅➅ ００００ 星野　昭子星野　昭子星野　昭子星野　昭子

１１１１

２２２２

４４４４

７７７７

１０１０１０１０

１２１２１２１２

３３３３

５５５５

６６６６

９９９９

6666

鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子

白井　房子白井　房子白井　房子白井　房子

選手名選手名選手名選手名 対戦順対戦順対戦順対戦順 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名結　　果結　　果結　　果結　　果 コートＮｏ

千葉県千葉県千葉県千葉県

森田　重敏森田　重敏森田　重敏森田　重敏 清水　三雄清水　三雄清水　三雄清水　三雄 6666

貝原　園子貝原　園子貝原　園子貝原　園子

湶　美智子湶　美智子湶　美智子湶　美智子 北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの ００００ ➅➅➅➅ 霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子

黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子 ➅➅➅➅ ２２２２

貝原　園子貝原　園子貝原　園子貝原　園子

霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子 白井　房子白井　房子白井　房子白井　房子 三宅　時子三宅　時子三宅　時子三宅　時子 中村　妙子中村　妙子中村　妙子中村　妙子

➅➅➅➅ 三宅　時子三宅　時子三宅　時子三宅　時子

江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子江幡　玲子 小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵小倉　幸恵

中村　日出子中村　日出子中村　日出子中村　日出子 阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子阿久津須恵子 ３３３３

湶　美智子湶　美智子湶　美智子湶　美智子 北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの北村　ふぢの ➅➅➅➅ ３３３３

高橋　功高橋　功高橋　功高橋　功 守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇守屋　　勇

５　・　６５　・　６５　・　６５　・　６ ７　・　８７　・　８７　・　８７　・　８

正村　妙子正村　妙子正村　妙子正村　妙子

形山　素朗形山　素朗形山　素朗形山　素朗２２２２２２２２ 中山　進次中山　進次中山　進次中山　進次 清家　威侯清家　威侯清家　威侯清家　威侯

佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子

覚張　優覚張　優覚張　優覚張　優 池田　祥一池田　祥一池田　祥一池田　祥一

佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三佐藤　益三

２３２３２３２３ 横井　健二横井　健二横井　健二横井　健二 野道　眞一野道　眞一野道　眞一野道　眞一 ２２２２ ➅➅➅➅

対戦無し対戦無し対戦無し対戦無し

対戦無し対戦無し対戦無し対戦無し

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

２組に記載２組に記載２組に記載２組に記載

６組に記載６組に記載６組に記載６組に記載

対戦無し対戦無し対戦無し対戦無し

対戦無し対戦無し対戦無し対戦無し

００００

井上　えい子井上　えい子井上　えい子井上　えい子 柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子 ➅➅➅➅ ４４４４ 霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子霜田　智鶴子 白井　房子白井　房子白井　房子白井　房子

井上　えい子井上　えい子井上　えい子井上　えい子 柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子柳沢　ふじ子 ➅➅➅➅ ４４４４ 秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子秋山　みよ子 氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子氏家　郁子

三宅　時子三宅　時子三宅　時子三宅　時子 正村　妙子正村　妙子正村　妙子正村　妙子

黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子黒川　恵子 佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子佐久間　純子 ５５５５ ➅➅➅➅ 星野　昭子星野　昭子星野　昭子星野　昭子 鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子鉾立　和子



女　　子女　　子女　　子女　　子 ３組３組３組３組 コートナンバー リーダー 男　　子男　　子男　　子男　　子 ４組４組４組４組 コートナンバー リーダー

飯野　はる子 中村　義久

田辺　美智子 相葉　　穀

野道　美和子 大久保　静弥

加藤　扶左子 石井　徹哉

中山　房江 福住　喜嗣

上山　みどり 藤本　憲司

中村　美佐子 小川　明雄

多賀　紅美子 高野　　進

山田　亮子 三浦　繁

水島　洋子 手嶋　雅人

佐伯　幸信

西田　公也

村田　英子

古賀　良子

桝谷　美恵子 阿久澤　紀雄

萩原　英理子 中村　嘉克

鈴木　昭子 阿子島　方文

吉田　女美 和田　豊

中島　八重子 横尾　成信

大石　厚子 花崎　憲二

土門　孝子 椎名　千秋

小縣　美智子 蕪木　利秋

菊池　喜代美 榎本　正

高安　雅子 岡野　和夫

中　安男

吉岡　勝三

多賀　義郎

青木　正巳

渡部　秀教

加藤　光男

同士の対戦同士の対戦同士の対戦同士の対戦

となります。となります。となります。となります。

埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢

阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄 中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克 10101010

２７２７２７２７ 榎本　正榎本　正榎本　正榎本　正 岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫 ➅➅➅➅ １１１１ 中　安男中　安男中　安男中　安男 吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三

➅➅➅➅

２２２２２２２２

２５２５２５２５ 阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄 中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克 阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文 和田　豊和田　豊和田　豊和田　豊➅➅➅➅ ２２２２

蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋２６２６２６２６ 椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋

９　・　１０９　・　１０９　・　１０９　・　１０

３３３３

３３３３

➅➅➅➅

４４４４ 中山　房江中山　房江中山　房江中山　房江 上山　みどり上山　みどり上山　みどり上山　みどり

１１　・　１２１１　・　１２１１　・　１２１１　・　１２ 和田　豊和田　豊和田　豊和田　豊

中村　義久中村　義久中村　義久中村　義久

結　　果結　　果結　　果結　　果 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名

千葉県千葉県千葉県千葉県 千葉県千葉県千葉県千葉県

選手名選手名選手名選手名 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名 結　　果結　　果結　　果結　　果 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名

１１１１

対戦順対戦順対戦順対戦順

➅➅➅➅

５５５５ 中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子 多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子 ➅➅➅➅

土門　孝子土門　孝子土門　孝子土門　孝子 小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子６６６６ 山田　亮子山田　亮子山田　亮子山田　亮子 水島　洋子水島　洋子水島　洋子水島　洋子 ００００ ➅➅➅➅

選手名選手名選手名選手名

菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美 高安　雅子高安　雅子高安　雅子高安　雅子

コートＮｏ

７７７７ 飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子 田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子 ➅➅➅➅ ５５５５

４組に記載４組に記載４組に記載４組に記載

中島　八重子中島　八重子中島　八重子中島　八重子

鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子 吉田　女美吉田　女美吉田　女美吉田　女美 ２２２２

同士の対戦同士の対戦同士の対戦同士の対戦

埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢

２２２２ 飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子 田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子

阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄１１１１

➅➅➅➅ 中島　八重子中島　八重子中島　八重子中島　八重子 大石　厚子大石　厚子大石　厚子大石　厚子

9999

中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克 10101010中村　義久中村　義久中村　義久中村　義久 相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀

３３３３ 野道　美和子野道　美和子野道　美和子野道　美和子 加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子

８８８８ 野道　美和子野道　美和子野道　美和子野道　美和子 加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子 １１１１

００００ ➅➅➅➅ 桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子

５５５５

鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子 吉田　女美吉田　女美吉田　女美吉田　女美

村田　英子村田　英子村田　英子村田　英子

２２２２ 中島　八重子中島　八重子中島　八重子中島　八重子 大石　厚子大石　厚子大石　厚子大石　厚子１１１１１１１１ 山田　亮子山田　亮子山田　亮子山田　亮子 水島　洋子水島　洋子水島　洋子水島　洋子 ➅➅➅➅

４４４４ 鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子 吉田　女美吉田　女美吉田　女美吉田　女美１０１０１０１０ 中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子 多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子 ➅➅➅➅

２２２２ 桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子 萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子９９９９ 中山　房江中山　房江中山　房江中山　房江 上山　みどり上山　みどり上山　みどり上山　みどり ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 村田　英子村田　英子村田　英子村田　英子 古賀　良子古賀　良子古賀　良子古賀　良子１４１４１４１４ 中山　房江中山　房江中山　房江中山　房江 上山　みどり上山　みどり上山　みどり上山　みどり ３３３３

５５５５ 菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美 高安　雅子高安　雅子高安　雅子高安　雅子１３１３１３１３ 野道　美和子野道　美和子野道　美和子野道　美和子 加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 土門　孝子土門　孝子土門　孝子土門　孝子 小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子１２１２１２１２ 飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子 田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子 １１１１

２２２２ 中島　八重子中島　八重子中島　八重子中島　八重子 大石　厚子大石　厚子大石　厚子大石　厚子１７１７１７１７ 飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子 田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子 ➅➅➅➅

４４４４ 鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子鈴木　昭子 吉田　女美吉田　女美吉田　女美吉田　女美１６１６１６１６ 山田　亮子山田　亮子山田　亮子山田　亮子 水島　洋子水島　洋子水島　洋子水島　洋子 ➅➅➅➅

３３３３ 桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子 萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子１５１５１５１５ 中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子 多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ ４４４４ 高安　雅子高安　雅子高安　雅子高安　雅子２３２３２３２３ 土門　孝子土門　孝子土門　孝子土門　孝子 小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子

➅➅➅➅ 菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美 高安　雅子高安　雅子高安　雅子高安　雅子１９１９１９１９ 飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子飯野　はる子 田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子田辺　美智子 ５５５５

➅➅➅➅ 土門　孝子土門　孝子土門　孝子土門　孝子 小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子小縣　美智子１８１８１８１８ 野道　美和子野道　美和子野道　美和子野道　美和子 加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子加藤　扶左子 １１１１

選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名

３３３３ 福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣 藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司 ➅➅➅➅

菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美菊池　喜代美

対戦順対戦順対戦順対戦順

中島　八重子中島　八重子中島　八重子中島　八重子 大石　厚子大石　厚子大石　厚子大石　厚子

➅➅➅➅

コートＮｏ

００００

阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文 和田　豊和田　豊和田　豊和田　豊２２２２ 大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥 石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉 11111111

相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀 ４４４４

村田　英子村田　英子村田　英子村田　英子 古賀　良子古賀　良子古賀　良子古賀　良子

古賀　良子古賀　良子古賀　良子古賀　良子

萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子

５５５５ 三浦　繁三浦　繁三浦　繁三浦　繁 手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人 岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫

４４４４ 小川　明雄小川　明雄小川　明雄小川　明雄 高野　　進高野　　進高野　　進高野　　進 ３３３３

➅➅➅➅

横尾　成信横尾　成信横尾　成信横尾　成信

榎本　正榎本　正榎本　正榎本　正５５５５

花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二 12121212

➅➅➅➅

➅➅➅➅ 椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋 蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋

➅➅➅➅ 渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教 加藤　光男加藤　光男加藤　光男加藤　光男８８８８ 大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥 石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉 ２２２２

➅➅➅➅ 多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎 青木　正巳青木　正巳青木　正巳青木　正巳７７７７ 中村　義久中村　義久中村　義久中村　義久 相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀 ３３３３

４４４４ 中　安男中　安男中　安男中　安男 吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三６６６６ 佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信 西田　公也西田　公也西田　公也西田　公也 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 横尾　成信横尾　成信横尾　成信横尾　成信 花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二１１１１１１１１ 三浦　繁三浦　繁三浦　繁三浦　繁 手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人 ００００

３３３３ 阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文 和田　豊和田　豊和田　豊和田　豊１０１０１０１０ 小川　明雄小川　明雄小川　明雄小川　明雄 高野　　進高野　　進高野　　進高野　　進 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄 中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克９９９９ 福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣 藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司 ４４４４

➅➅➅➅ 中　安男中　安男中　安男中　安男 吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三１４１４１４１４ 大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥 石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉 ４４４４

➅➅➅➅ 榎本　正榎本　正榎本　正榎本　正 岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫１３１３１３１３ 中村　義久中村　義久中村　義久中村　義久 相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀 ３３３３

４４４４ 椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋 蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋１２１２１２１２ 佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信 西田　公也西田　公也西田　公也西田　公也 ➅➅➅➅

三浦　繁三浦　繁三浦　繁三浦　繁 手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人 ３３３３

４４４４ 渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教 加藤　光男加藤　光男加藤　光男加藤　光男１６１６１６１６ 小川　明雄小川　明雄小川　明雄小川　明雄 高野　　進高野　　進高野　　進高野　　進 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎 青木　正巳青木　正巳青木　正巳青木　正巳１５１５１５１５ 福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣 藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司 １１１１

多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎 関川　八郎関川　八郎関川　八郎関川　八郎２３２３２３２３ 三浦　繁三浦　繁三浦　繁三浦　繁 手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人手嶋　雅人 ➅➅➅➅

中　安男中　安男中　安男中　安男 吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三吉岡　勝三２２２２２２２２ 小川　明雄小川　明雄小川　明雄小川　明雄 高野　　進高野　　進高野　　進高野　　進 ➅➅➅➅

３３３３

１９１９１９１９ 中村　義久中村　義久中村　義久中村　義久 相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀相葉　　穀 ２２２２ ➅➅➅➅ 横尾　成信横尾　成信横尾　成信横尾　成信 花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二

渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教 加藤　光男加藤　光男加藤　光男加藤　光男４４４４２４２４２４２４ 佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信 西田　公也西田　公也西田　公也西田　公也 ➅➅➅➅

２８２８２８２８ 多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎多賀　義郎 齋藤　章齋藤　章齋藤　章齋藤　章 ➅➅➅➅ ４４４４ 渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教渡部　秀教 加藤　光男加藤　光男加藤　光男加藤　光男

横尾　成信横尾　成信横尾　成信横尾　成信 花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二花崎　憲二 ２２２２ ➅➅➅➅

２０２０２０２０ 大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥大久保　静弥 石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉石井　徹哉 ２２２２ ➅➅➅➅

１１１１ 阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文阿子島　方文

蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋蕪木　利秋

和田　豊和田　豊和田　豊和田　豊１８１８１８１８ 佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信佐伯　幸信 西田　公也西田　公也西田　公也西田　公也 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄阿久澤　紀雄 中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克中村　嘉克１７１７１７１７

２１２１２１２１ 山田　亮子山田　亮子山田　亮子山田　亮子 水島　洋子水島　洋子水島　洋子水島　洋子 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 村田　英子村田　英子村田　英子村田　英子 古賀　良子古賀　良子古賀　良子古賀　良子２０２０２０２０ 中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子中村　美佐子 多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子多賀　紅美子 ５５５５ 椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋椎名　千秋

２１２１２１２１ 福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣福住　喜嗣 藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司藤本　憲司 ５５５５ ➅➅➅➅ 榎本　正榎本　正榎本　正榎本　正

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

２２２２

３３３３ 桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子桝谷　美恵子 萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子萩原　英理子 岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫岡野　和夫

２２２２



女　　子女　　子女　　子女　　子 ５組５組５組５組 コートナンバー リーダー 男　　子男　　子男　　子男　　子 ６組６組６組６組 コートナンバー リーダー

三浦　照子 杉　義人

日暮　孝子 森田　茂樹

宮森　幸子 石塚　明寛

石井　早苗 山本　信

森田　友枝 蔭山　万樹

高橋　昭代 山本　洋一

金子　治子 竹内　　実

白崎　教江 木村　孝範

窪塚　妙子 小倉　　秀

益川　留美子 倉井　操

星野　秀一

小倉　正道

多賀　宏樹

宮代　紀夫

足永　美知子

関　美津子

齋藤　徳子
中山　邦子

佐藤　洋子 森田　重敏

磯田　仁子 清水　三雄

稲垣　法子 岡部　謙二

井上　慶子 並木　克広

後藤　真理子 百瀬　重雄

渡辺　美紀 大石　辰夫

白井　ひろ子 新藤　弘之

櫻井　理恵子 佐藤　正章

原　理平

中村　正雄

濱中　仁史

宮崎　哲男

久保田　久男

本多　正嘉

深田　平作

長谷川　伸一

埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢

➅➅➅➅ ３３３３ 岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二 並木　克広並木　克広並木　克広並木　克広 14141414

木村　孝範木村　孝範木村　孝範木村　孝範 ➅➅➅➅ ００００ 新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之

３３３３ 蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹 山本　洋一山本　洋一山本　洋一山本　洋一 ➅➅➅➅ ４４４４ 百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄 大石　大石　大石　大石　辰辰辰辰夫夫夫夫 15151515

佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章 16161616４４４４ 竹内竹内竹内竹内　　　　　　　　実実実実

２７２７２７２７ 星野　秀一星野　秀一星野　秀一星野　秀一 ４４４４ ➅➅➅➅

２８２８２８２８ 多賀　多賀　多賀　多賀　宏宏宏宏樹樹樹樹 宮宮宮宮代　紀夫代　紀夫代　紀夫代　紀夫

百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄 大石　大石　大石　大石　辰辰辰辰夫夫夫夫

５５５５ ➅➅➅➅ 新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之 佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章

山本　洋一山本　洋一山本　洋一山本　洋一

清水　三雄清水　三雄清水　三雄清水　三雄

１１１１ 岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二 並木　克広並木　克広並木　克広並木　克広倉井　倉井　倉井　倉井　操操操操

➅➅➅➅ ４４４４ 森田　重敏森田　重敏森田　重敏森田　重敏２５２５２５２５ 竹内竹内竹内竹内　　　　　　　　実実実実 木村　孝範木村　孝範木村　孝範木村　孝範

➅➅➅➅

本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉

➅➅➅➅

深深深深田　田　田　田　平作平作平作平作 長長長長谷川　谷川　谷川　谷川　伸伸伸伸一一一一

深深深深田　田　田　田　平作平作平作平作 長長長長谷川　谷川　谷川　谷川　伸伸伸伸一一一一

濱濱濱濱中　中　中　中　仁史仁史仁史仁史 宮宮宮宮崎　崎　崎　崎　哲哲哲哲男男男男

➅➅➅➅ ３３３３ 久保田　久男久保田　久男久保田　久男久保田　久男櫻櫻櫻櫻井　理恵子井　理恵子井　理恵子井　理恵子 ２３２３２３２３ 石石石石塚塚塚塚　明　明　明　明寛寛寛寛

４４４４２４２４２４２４ 蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹

小倉　正道小倉　正道小倉　正道小倉　正道

２６２６２６２６ 小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀

山本　信山本　信山本　信山本　信

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

２３２３２３２３ 後後後後藤　藤　藤　藤　真真真真理子理子理子理子 渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀 ➅➅➅➅

１１１１ 齋藤　齋藤　齋藤　齋藤　徳徳徳徳子子子子 中山　中山　中山　中山　邦邦邦邦子子子子

白井　白井　白井　白井　ひろひろひろひろ子子子子１１１１

１１１１ 佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子

千葉県千葉県千葉県千葉県 千葉県千葉県千葉県千葉県

選手名選手名選手名選手名 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名

14141414

コートＮｏ

石石石石塚塚塚塚　明　明　明　明寛寛寛寛 山本　信山本　信山本　信山本　信 岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二

選手名選手名選手名選手名 選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名 結　　果結　　果結　　果結　　果

５５５５ 足足足足永　美永　美永　美永　美知知知知子子子子 関　美津子関　美津子関　美津子関　美津子

選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名

２２２２ 三浦　三浦　三浦　三浦　照照照照子子子子 日日日日暮暮暮暮　孝子　孝子　孝子　孝子 13131313

１１１１ 杉　義人杉　義人杉　義人杉　義人 森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹

２２２２ 石石石石塚塚塚塚　明　明　明　明寛寛寛寛 山本　信山本　信山本　信山本　信

６組に記載６組に記載６組に記載６組に記載

同士の対戦同士の対戦同士の対戦同士の対戦

埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢埼玉県勢

同士の対戦同士の対戦同士の対戦同士の対戦

１１１１

対戦順対戦順対戦順対戦順

５５５５ 齋藤　齋藤　齋藤　齋藤　徳徳徳徳子子子子 中山　中山　中山　中山　邦邦邦邦子子子子

選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名選　　手　　名

森田　森田　森田　森田　友枝友枝友枝友枝 高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代 ➅➅➅➅

２２２２ 稲垣稲垣稲垣稲垣　　　　法法法法子子子子 井上　井上　井上　井上　慶慶慶慶子子子子

３３３３ 宮宮宮宮森　幸子森　幸子森　幸子森　幸子 石井　石井　石井　石井　早苗早苗早苗早苗 ➅➅➅➅

００００ 佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子 磯磯磯磯田　田　田　田　仁仁仁仁子子子子４４４４

➅➅➅➅

７７７７ 三浦　三浦　三浦　三浦　照照照照子子子子 日日日日暮暮暮暮　孝子　孝子　孝子　孝子 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 足足足足永　美永　美永　美永　美知知知知子子子子 関　美津子関　美津子関　美津子関　美津子８８８８

窪塚窪塚窪塚窪塚　妙子　妙子　妙子　妙子 益川　益川　益川　益川　留留留留美子美子美子美子 ５５５５

１１１１ 白井　白井　白井　白井　ひろひろひろひろ子子子子 櫻櫻櫻櫻井　理恵子井　理恵子井　理恵子井　理恵子

５５５５ 金金金金子　子　子　子　治治治治子子子子 白崎　教江白崎　教江白崎　教江白崎　教江 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 後後後後藤　藤　藤　藤　真真真真理子理子理子理子 渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀６６６６

１１１１ 稲垣稲垣稲垣稲垣　　　　法法法法子子子子 井上　井上　井上　井上　慶慶慶慶子子子子１１１１１１１１ 窪塚窪塚窪塚窪塚　妙子　妙子　妙子　妙子 益川　益川　益川　益川　留留留留美子美子美子美子 ➅➅➅➅

磯磯磯磯田　田　田　田　仁仁仁仁子子子子１０１０１０１０ 金金金金子　子　子　子　治治治治子子子子 白崎　教江白崎　教江白崎　教江白崎　教江 ➅➅➅➅

宮宮宮宮森　幸子森　幸子森　幸子森　幸子 石井　石井　石井　石井　早苗早苗早苗早苗 ２２２２

９９９９ 森田　森田　森田　森田　友枝友枝友枝友枝 高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代 ➅➅➅➅

３３３３ 足足足足永　美永　美永　美永　美知知知知子子子子 関　美津子関　美津子関　美津子関　美津子１４１４１４１４ 森田　森田　森田　森田　友枝友枝友枝友枝 高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代 ➅➅➅➅

２２２２ 白井　白井　白井　白井　ひろひろひろひろ子子子子 櫻櫻櫻櫻井　理恵子井　理恵子井　理恵子井　理恵子１３１３１３１３ 宮宮宮宮森　幸子森　幸子森　幸子森　幸子 石井　石井　石井　石井　早苗早苗早苗早苗 ➅➅➅➅

１１１１ 後後後後藤　藤　藤　藤　真真真真理子理子理子理子 渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀１２１２１２１２ 三浦　三浦　三浦　三浦　照照照照子子子子 日日日日暮暮暮暮　孝子　孝子　孝子　孝子 ➅➅➅➅

２２２２ 稲垣稲垣稲垣稲垣　　　　法法法法子子子子 井上　井上　井上　井上　慶慶慶慶子子子子１７１７１７１７ 三浦　三浦　三浦　三浦　照照照照子子子子 日日日日暮暮暮暮　孝子　孝子　孝子　孝子 ➅➅➅➅

５５５５ 佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子 磯磯磯磯田　田　田　田　仁仁仁仁子子子子１６１６１６１６ 窪塚窪塚窪塚窪塚　妙子　妙子　妙子　妙子 益川　益川　益川　益川　留留留留美子美子美子美子 ➅➅➅➅

２２２２ 齋藤　齋藤　齋藤　齋藤　徳徳徳徳子子子子 中山　中山　中山　中山　邦邦邦邦子子子子１５１５１５１５ 金金金金子　子　子　子　治治治治子子子子 白崎　教江白崎　教江白崎　教江白崎　教江 ➅➅➅➅

３３３３ 稲垣稲垣稲垣稲垣　　　　法法法法子子子子 井上　井上　井上　井上　慶慶慶慶子子子子

中山　中山　中山　中山　邦邦邦邦子子子子

２２２２２２２２ 佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子佐藤　洋子 磯磯磯磯田　田　田　田　仁仁仁仁子子子子 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 齋藤　齋藤　齋藤　齋藤　徳徳徳徳子子子子２１２１２１２１ 窪塚窪塚窪塚窪塚　妙子　妙子　妙子　妙子 益川　益川　益川　益川　留留留留美子美子美子美子 ２２２２

３３３３ 足足足足永　美永　美永　美永　美知知知知子子子子 関　美津子関　美津子関　美津子関　美津子２０２０２０２０ 金金金金子　子　子　子　治治治治子子子子 白崎　教江白崎　教江白崎　教江白崎　教江 ➅➅➅➅

➅➅➅➅

➅➅➅➅ 濱濱濱濱中　中　中　中　仁史仁史仁史仁史 宮宮宮宮崎　崎　崎　崎　哲哲哲哲男男男男

中村　正雄中村　正雄中村　正雄中村　正雄

１３　・　１４１３　・　１４１３　・　１４１３　・　１４ 後藤　真理子後藤　真理子後藤　真理子後藤　真理子

３３３３ 原　理原　理原　理原　理平平平平５５５５ 小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀 倉井　倉井　倉井　倉井　操操操操

コートＮｏ

1５　・　１６1５　・　１６1５　・　１６1５　・　１６ 久保田　久男久保田　久男久保田　久男久保田　久男

結　　果結　　果結　　果結　　果対戦順対戦順対戦順対戦順

並木　克広並木　克広並木　克広並木　克広 ➅➅➅➅ １１１１ 森田　重敏森田　重敏森田　重敏森田　重敏 清水　三雄清水　三雄清水　三雄清水　三雄 6666

１１１１１１１１

森田　重敏森田　重敏森田　重敏森田　重敏 清水　三雄清水　三雄清水　三雄清水　三雄

竹内竹内竹内竹内　　　　　　　　実実実実 木村　孝範木村　孝範木村　孝範木村　孝範 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二 並木　克広並木　克広並木　克広並木　克広

９９９９

宮宮宮宮代　紀夫代　紀夫代　紀夫代　紀夫 ００００

長長長長谷川　谷川　谷川　谷川　伸伸伸伸一一一一

久保田　久男久保田　久男久保田　久男久保田　久男 本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉

１０１０１０１０ 蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹 山本　洋一山本　洋一山本　洋一山本　洋一 １１１１

３３３３

多賀　多賀　多賀　多賀　宏宏宏宏樹樹樹樹７７７７

石石石石塚塚塚塚　明　明　明　明寛寛寛寛 山本　信山本　信山本　信山本　信 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 深深深深田　田　田　田　平作平作平作平作

１４１４１４１４ 多賀　多賀　多賀　多賀　宏宏宏宏樹樹樹樹 宮宮宮宮代　紀夫代　紀夫代　紀夫代　紀夫 ２２２２

➅➅➅➅ 原　理原　理原　理原　理平平平平 中村　正雄中村　正雄中村　正雄中村　正雄１３１３１３１３ 星野　秀一星野　秀一星野　秀一星野　秀一 小倉　正道小倉　正道小倉　正道小倉　正道 ３３３３

００００ 新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之 佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章１２１２１２１２ 小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀 倉井　倉井　倉井　倉井　操操操操 ➅➅➅➅

１７１７１７１７ 蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹蔭山　万樹 山本　洋一山本　洋一山本　洋一山本　洋一 ➅➅➅➅

１６１６１６１６ 石石石石塚塚塚塚　明　明　明　明寛寛寛寛 山本　信山本　信山本　信山本　信 ５５５５

３３３３ 久保田　久男久保田　久男久保田　久男久保田　久男 本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉１５１５１５１５ 杉　義人杉　義人杉　義人杉　義人 森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹 ➅➅➅➅

２２２２２２２２ 杉　義人杉　義人杉　義人杉　義人 森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹 ➅➅➅➅

➅➅➅➅ 原　理原　理原　理原　理平平平平 中村　正雄中村　正雄中村　正雄中村　正雄２１２１２１２１ 多賀　多賀　多賀　多賀　宏宏宏宏樹樹樹樹 宮宮宮宮代　紀夫代　紀夫代　紀夫代　紀夫 ４４４４

４４４４ 新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之新藤　弘之 佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章佐藤　正章２０２０２０２０ 星野　秀一星野　秀一星野　秀一星野　秀一 小倉　正道小倉　正道小倉　正道小倉　正道 ➅➅➅➅

４４４４ 濱濱濱濱中　中　中　中　仁史仁史仁史仁史 宮宮宮宮崎　崎　崎　崎　哲哲哲哲男男男男

清水　三雄清水　三雄清水　三雄清水　三雄

➅➅➅➅ 深深深深田　田　田　田　平作平作平作平作 長長長長谷川　谷川　谷川　谷川　伸伸伸伸一一一一

１１１１ 森田　重敏森田　重敏森田　重敏森田　重敏

並木　克広並木　克広並木　克広並木　克広

➅➅➅➅ 濱濱濱濱中　中　中　中　仁史仁史仁史仁史 宮宮宮宮崎　崎　崎　崎　哲哲哲哲男男男男

１１１１ 百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄 大石　大石　大石　大石　辰辰辰辰夫夫夫夫

６６６６ 星野　秀一星野　秀一星野　秀一星野　秀一 小倉　正道小倉　正道小倉　正道小倉　正道 ２２２２

８８８８ 杉　義人杉　義人杉　義人杉　義人 森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹森田　茂樹 ５５５５

倉井　倉井　倉井　倉井　操操操操 ➅➅➅➅ 大石　大石　大石　大石　辰辰辰辰夫夫夫夫１１１１ 百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄百瀬　重雄１１１１ 白井　白井　白井　白井　ひろひろひろひろ子子子子 櫻櫻櫻櫻井　理恵子井　理恵子井　理恵子井　理恵子１９１９１９１９ 森田　森田　森田　森田　友枝友枝友枝友枝 高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代高橋　昭代 ➅➅➅➅

２２２２ 後後後後藤　藤　藤　藤　真真真真理子理子理子理子 渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀渡辺　美紀１８１８１８１８ 宮宮宮宮森　幸子森　幸子森　幸子森　幸子 石井　石井　石井　石井　早苗早苗早苗早苗 ➅➅➅➅

３０３０３０３０ 久保田　久男久保田　久男久保田　久男久保田　久男 本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉本多　正嘉

２９２９２９２９ 原　理原　理原　理原　理平平平平 中村　正雄中村　正雄中村　正雄中村　正雄 ３３３３ ➅➅➅➅

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

➅➅➅➅

１８１８１８１８ 竹内竹内竹内竹内　　　　　　　　実実実実 木村　孝範木村　孝範木村　孝範木村　孝範 ２２２２ 岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二岡部　謙二➅➅➅➅

１９１９１９１９

対戦無し対戦無し対戦無し対戦無し

小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀小倉　　秀


