
          

                      東京大会 予選   結果

     幸田 因藤 千葉 浅間 斉藤 吉田 東 中島 勝敗 得失 順位

    幸田 和子         
          

   因藤 富美子 竹 子

    千葉 美幸 平山台
          

    浅間 千秋    

   斉藤 真由美     
          

    吉田 真美     

    東 佐知子       
          

    中島 泉 府中   

   練習      本     先取         方式 

   試合順                        

     三浦 森山 伊達 丸茂 大橋 奥畑 土田 渡辺 勝敗 得失 順位

     三浦 里江 府中   
          

    森山 千恵     

    伊達 直子     
          

    丸茂 優子         

    大橋 純子     
          

    奥畑 暢子 神崎

    土田 春江 町田   
          

    渡辺 尚江     

   練習      本     先取         方式 

   試合順                        

     姫田 大橋 石井 中村 小林 安藤 磯辺 山田 勝敗 得失 順位

    姫田 清代 昭和 森    
          

    大橋 春佳    

    石井 陽子 町田   
          

    中村 昭代 町田   

    小林 陽子 多摩      
          

    安藤    中山  

   磯辺        
          

    山田 千春     

   練習      本     先取         方式 

   試合順                            小林 
陽子

多摩   
   

    安藤   
 中山  

     平井 石田 富田 松崎
阿津地   
日下部

新澤 矢嶋 勝敗 得失 順位

   平井           
                

    石田 佐保           

    富田 慶子     
          

    松崎 郁子     

   阿津地 慶子 神崎
                

   日下部 明美 神崎

    新澤 淳子     
                

    矢嶋 幸子       

   練習      本     先取         方式 

   試合順                        



          

     斉藤 棚橋 小柳 熊澤 丹 池田 張 中原 勝敗 得失 順位

    斉藤 真弓     
                

    棚橋 有紀         

     小柳   子 多摩     
               

    熊澤 泰子 神崎

     丹 美弦 登戸     
               

   池田 寿佳子    

    張  月英 南大沢  
             

   中原    多摩桜 丘

   練習      本     先取         方式 

   試合順                        

     浜路 前田 米中 村田 桜山 小作 岡部 河本 勝敗 得失 順位

    浜路  希 京王  
          

    前田 景子 神崎

    米中 由季     
          

    村田 順子     

    桜山 尚子 多摩     
          

    小作   子       

    岡部 美保       
          

    河本 初代 町田   

   練習      本     先取         方式 

   試合順                        

     飯島 吉田 安東 川俣 春山 土田 平山 吉田 勝敗 得失 順位

    飯島 育子         
          

    吉田 貴子         

    安東 智子     
          

    川俣 恵津子     

   春山            
          

    土田 佳恵    

   平山    東宝調布
          

   吉田    多摩     

   練習      本     先取         方式 

   試合順                        

     勝盛 太田 大槻 呂
菊池原   
浅沼

細川     
八木沢

勝敗 得失 順位

    勝盛  桂         
          

    太田 美和     

    大槻 純子     
          

    呂  史恵     

   菊地原 眞紀 町田   
          

   浅沼 千恵子 町田   

    細川  薫 神崎
          

   八木沢 勢子 東宝調布

   練習      本     先取         方式 

   試合順                        



          火 

        ー             東京大会

決勝 ー                 

    幸田 和子         

   因藤 富美子 竹 子

  

     三浦 里江 府中   

    森山 千恵     

  

    姫田 清代 昭和 森    

    大橋 春佳    

     

   平井           

    石田 佐保           幸田 因藤

  

    斉藤 真弓     

    棚橋 有紀         

  

    浜路  希 京王  

    前田 景子 神崎

  

    飯島 育子         

    吉田 貴子         

  

    勝盛  桂         

    太田 美和     


