
第  回       会 桜台会場    戦 結果
桜台                

  氏名 所属     順位

 

 
佐野 美喜子        

      
 

小島 正美           

 
江澤 正江         

      
 

千葉 雅子            

 
田村 利恵子  富士見台   

      
 

富樫 淳子  富士見台      

 
高津 恵子  桜台   

      
 

中山 千恵子  桜台      

  氏名 所属     順位

 

 
佐藤 千寿子  富士見台   

      
 

伊沢 真希  富士見台      

 
奥村 百合子             

      
 

坂口 桂子           

 
南部 雅子         

      
 

筧 理恵子            

 
竹 谷 万美子  桜台   

      
 

飯田 明美  桜台      

  氏名 所属     順位

 

 
新井 玲子  西 丘  

      
 

安部 香子  高松         

 
松崎 君江        

      
 

橋本 千万里  大正         

 
上野 千穂美  桜台   

      
 

宮崎 和子  桜台      

 
齋藤 幸枝         

      
 

部坂 里枝子            

  氏名 所属     順位

 

 
榎木 敏子  富士見台   

      
 

安井 多津子  富士見台      

 
山﨑 由紀子         

      
 

小松 聡子            

 
江口 理恵  中野    

      
 

井口 広子            

 
安岡 美和      

      
 

田中 恵子  桜台      



第  回       会 桜台会場    戦 結果
桜台                

  氏名 所属     順位

 

 
中島 真理  善福寺公園   

      
 

堀野 美奈子  桜台        

 
大塚 美代子  中野    

      
 

久保 紀久子  中野         

 
片岡 千鶴             

      
 

浦川 悦子              

 
古郡 宣子  東京     

      
 

三輪 貴美子  東京          

  氏名 所属     順位

 

 
芹澤 真紀子  富士見台   

      
 

後藤 幸子  富士見台        

 
吉國 美紀子  中野    

      
 

橋本 広子  中野         

 
関 篤子        

      
 

進藤 妙子             

 
高松 奈津子  高松      

      
 

小松 珠美  高松           

  氏名 所属     順位

 

 
深澤 元美  高松      

      
 

竹井 淳子  関町           

 
阿部 峰子  桜台   

      
 

上野   子  桜台        

 
清水 信江         

      
 

村上   子              

 
窪田 貴子      

      
 

田村 明子           



第  回       会 桜台会場        結果
桜台                

  位       

佐野 美喜子        

小島 正美        

安岡 美和        
田中 恵子  桜台   

  高松 奈津子  高松      

小松 珠美  高松      
佐藤 千寿子

  伊沢 真希
窪田 貴子      

田村 明子      

  佐藤 千寿子  富士見台   

伊沢 真希  富士見台   

  新井 玲子  西 丘  

安部 香子  高松      

  中島 真理  善福寺公園   

堀野 美奈子  桜台   

  位       

田村 利恵子  富士見台   

富樫 淳子  富士見台   

榎木 敏子  富士見台     
安井 多津子  富士見台   

  深澤 元美  高松      

竹井 淳子  関町      
齋藤 幸枝

  部坂 里枝子
芹澤 真紀子  富士見台   

後藤 幸子  富士見台   

  竹 谷 万美子  桜台   

飯田 明美  桜台   

  齋藤 幸枝         

部坂 里枝子         

  片岡 千鶴             

浦川 悦子         



第  回       会 桜台会場         結果
桜台                

  位       

高津 恵子  桜台   

中山 千恵子  桜台   

関 篤子          
進藤 妙子        

  江口 理恵  中野    

井口 広子         
阿部 峰子

  上野   子
阿部 峰子  桜台   

上野   子  桜台   

  古郡 宣子  東京     

三輪 貴美子  東京     

  松崎 君江        

橋本 千万里  大正      

  奥村 百合子             

坂口 桂子        

  位       

江澤 正江         

千葉 雅子         

吉國 美紀子  中野      
橋本 広子  中野    

  山﨑 由紀子         

小松 聡子         
上野 千穂美

  宮崎 和子
清水 信江         

村上   子         

  上野 千穂美  桜台   

宮崎 和子  桜台   

  南部 雅子         

筧 理恵子         

  大塚 美代子  中野    

久保 紀久子  中野    


