
                  結果

    年  月  日 月 
昭和 森       

  歳以上 部

     勝敗 順位

 

壁              
      本郷 和田       

  倉賀野 篠       

 

             
      清水 金光       

  加藤 本保       

 

頑張               
      加藤 安部       

  張 速水       

 

            
      小須田 佐野       

  濱本 高橋       

     勝敗 順位

 

             
      田中 小川       

  善田 今井       

 

              
      土井 鎌田       

  石田 玉橋       

 

                 
      中込 古澤       

  鳥羽 筒井       

 

   越後屋          
      越後 赤城       

  土生 山田       

     勝敗 順位

 

                   
    

    
  平松 関口       
  清原 蓮沼       

 

               
      河井 中原       

  河原 松島       

 

                  
      藤沢 渡辺       

  福冨 蓮田       

 

             
    

    
  小出 中野       
  大泉 宮下       



                  結果

    年  月  日 月 
昭和 森       

  歳以上 部

     勝敗 順位

 

             
      加藤 平井       

  長島 羽場       

 

                
      岡田 上杉       

  草野 辻口       

 

            
      猪股 井 川       

  久保 櫻井       

 

      奇跡          
      今井 高橋       

  稲葉 飯島       

     勝敗 順位

 

                  
      岡  長崎       

  伊藤 金子       

 

                 
      吉田 小西       

  畑中 益戸       

 

               
      飯田 高田       

  斎藤 漆畑       

 

      美女          
      平野 須賀       

  中村 植松       

     勝敗 順位

 

                
    

    

  榎木 佐藤       
  高林 坂田       

 

            
      堀口 石井       

  岡崎 渡部       

 

                 
    

    
  吉本 小平       
  笠井 柳田       

 

桃色             
    

    
  下林 杉山       
  田中 大島       



                  結果

    年  月  日 月 
昭和 森       

  歳以上 部

     勝敗 順位

 

                   
      棚橋 西村       

  秋元 石橋       

 

                
      岩切 大谷       

  佐 木 岩城       

 

                
      田島 児玉       

  中島 高橋       

 

                  
      木下 池原       

  村上 安村       

優勝

決勝      

壁     

  壁     
  

      
  

    
    

           
    

    

     越後屋
    

桃色      
   

      
    

            
    

      



                  結果

    年  月  日 火 
昭和 森       

     部

     勝敗 順位

 

    気楽極楽          
      中尾 中山       

  長澤 小野       

 

   組          
      関 小林       

  鈴木 井上       

 

    狙            
      宮田 安斎       

  花上 瀧村       

 

              
      高橋 丸山       

  水原 澁谷       

     勝敗 順位

 

金砂 楽部          
      田村 瀧川       

  三宅 増田       

 

花組          
      濱路 横塚       

  高井 清水       

 

多摩            
      泉  芝       

  小林 秋月       

 

                
   

 
  山田 小嶋       
  本橋 福嶋       

     勝敗 順位

 

              
      齋藤 勝盛       

  吉岡 中島       

 

               
      田中 堀野       

  安原 中島       

 

      私           
      阿部 本田       

  田原 安岡       

 

今             
      牧窪 安藤       

  熊谷 諸星       



                  結果

    年  月  日 火 
昭和 森       

     部

     勝敗 順位

 

                
      荒川 吉原       

  加藤 三橋       

 

     丼          
      冨山 吉田       

  霜田 丸茂       

 

                
      武内 歌田       

  丸山 喜瀬       

 

                
      北島 平尾       

  前田 白田       

     勝敗 順位

 

              
      三木 清水       

  小原 塩沢       

 

戸倉学園   部          
      渡邊 神野       

  桝渕 松平       

 

慌  坊             
      沖島 住田       

  河崎 中山       

 

                
      関 下澤       

  八木沢 細川       

     勝敗 順位

 

                 
      圓明 太田       

  佐甲 辰野       

 

杉並松 木隊          
      相澤 山中       

  増島 伊藤       

 

戸吹女子学園          
      矢嶋 植松       

  田中 佐藤       

 

                  
      篠原 稲垣       

  貫井 須藤       



                  結果

    年  月  日 火 
昭和 森       

     部

     勝敗 順位

 

今日   休            
      三浦 斉藤       

  橋本 山本       

 

                 
      田邉 神山       

  青野 片桐       

 

             
      竹延 岩崎       

  菊川 園田       

 

              
      平井 石田       

  前田 浜路       

     勝敗 順位

 

安心  下  暇           
      長縄 神保       

  平田 勝原       

 

                
      黒田 小山       

  阿津地 宮崎       

 

                
      桐生 中嶋       

  立山 酒井       

 

                 
      小暮 宮本       

  増田 斉藤       

決勝      優勝
     

      気楽極楽
  

       
  

  金砂 楽部
  
  
   

  
  
   

          

  
  
   

  

       
  

       

         
    

  
   

安心  下  暇    
  

 位決定戦      

            
    


