
第  回                東京大会

    年 月  日 火 
   京王      

        

      勝敗 順位

 

         
  長崎 岡         

  本郷 和田         

  加藤 三橋         

 

        
  西村 河田         

  田中 植松         

  小川 今井         

 

        
  平野 須賀         

  小野 鈴木 和         

  鈴木 恵  井上         

 

               
  蓮沼 芝         

  岡田 湯沢         

  堤 大島         

 

           
  中山 吉澤         

  中田 茂呂         

  飯沼 広原         
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   京王      
        

     勝敗 順位

 

              
  秋元 清原       

  石橋 大藪       

  高林 坂田       

 

         
  堀口 岡崎       

  吉本 安村       

  本保 斉藤       

 

富士 子      
  安井 星       

  田村 長嶺       

  丸山 堀尾       

 

久我山         
  正木 宮川       

  佐藤 浅井       

  宇津山 戸田       

    勝敗 順位

 

          
  森岡 新井     

  近藤 細田     

  沖島 棚橋     

 

           
  前川 中島     

  豊泉 林     

  杉山 白幡     

 

             
  牧 紺野     

  草野 本間     

  蓮田 福冨     

    勝敗 順位

 

                

  小平 清水     

  篠原 池中     

  相川 上田     

 

   五明         

  村山 鈴木     

  山本 山田     

  河村 舟山     

 
                 

  荒木 江間     

  三輪 石橋     

  古郡 三沢     



    勝敗 順位

 

丘            
  永井 柳内     

  秋山 麻生     

  住山 加藤     

 

        
  村田 近本     

  青木 立山     

  緒方 村上     

 

    本舗     
  勝山 出店     

  石垣 中山     

  中島 清水     

    勝敗 順位

 

         
  新福 石丸     

  遠藤 梛野     

  出町 吉田     

 

           
  山本 河村     

  町田 神永     

  上垣 松本     

 

            
  山田 坪内     

  神山 藤田     

  鳴島 笹原     

    勝敗 順位

 

            
  越後 赤城     

  古藤 町田     

  西條 山田     

 

              
  麻生 遠藤     

  田島 中島     

  児玉 清水     

 

           
  石井 山口     

  飯田 野口     

  岡田 上杉     



    勝敗 順位

 

       会     
  森 関谷     

  新井 我孫子     

  平松 蔵本     

 

陽気 楊貴妃       
  宇佐美 小出     

  中野 村上     

  池原 井原     

 

桃色吐息        
  下林 篠原     

  田中 大津     

  門倉 杉山     

    勝敗 順位

 

            

  今井 高橋     

  稲葉 飯島     

  大島 清水     

 

紙飛行機          

  山田 野崎     

  芙蓉 雄川     

  吉野 清水     

 

            

  熊沢 本多     

  柳田 笠井     

  佐野 上小牧     

    勝敗 順位

 

          
  櫻井 久保     

  横本 井 川     

  大泉 宮下     

 

         
  大森 遠藤     

  古藤 鎌田     

  下川 鶴見     

 

           
  藤沢 渡辺 孝     

  渡辺 光  豊田     

  猪爪 寺内     



    勝敗 順位

 

森         
  黒木 窪田     

  渡辺 吉田     

  岩波 井出     

 

           
  大谷 岩切     

  小林 井野田     

  岩城 笹川     

 

            
  天幸 霜村     

  古谷 岸田     

  須田 佐藤     

     勝敗 順位

 

           
  小泉 濱本       

  金子 伊藤       

  福田 寺井       

 

         
  美甘 江田       

  杉山 上西       

  玉橋 石田       

 

武蔵野        
  唐川 高橋       

  真庭 紅野       

  秋沢 金田一       

 

           
  藤田 市川       

  高木 井川       

  吉村 伊達       
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