
     春 親睦会           結果
京王                

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
棚橋 有紀           

                
宮城 朋子           

 
土肥 由香  府中    

                
井田 礼子  府中    

 
大松 友子       

                
松田 直美       

 
村田 千代           

                
加藤 理沙  府中    

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
千葉 朋子  登戸      

                
斎藤 洋子  昭和 森     

 
林 千早        

               
岡部 美保        

 
冨山 恵子  若林       

                
玉井 朝美      

 
及川 志津子       

                
菊池          

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
平山     東宝調布 

                
斉藤 真弓       

 
遠山 宗子        

                
長橋 順子        

 
張 月英       

                
             

 
小川 久栄  多摩      

                
秋月 須賀子  多摩      

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
大石 仁子           

                
仙波 明子  東村山市民 

 
高田 琴美       

                
吉田 雅恵       

 
宮﨑     中山   

                
石川 晶代  神崎 

 
吉田     多摩      

                
小山 由香利  多摩      



     春 親睦会           結果
京王                

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
長谷川 昌枝           

                
圓明 明代       

 
藤光 厚子       

                
奥林 里美       

 
春山              

                
土田 佳恵  登戸      

 
宮森 幸恵           

                
田中 佐知子           

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
細川 薫  神崎 

                
 八木沢 勢子  東宝調布 

 
小柳   子  多摩      

                
古口 知子       

 
中崎 智恵子       

                
東條 信代       

 
芝 由貴子  多摩       

                
新澤 淳子       

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
阿津地 慶子  神崎 

                
金子 芳子  町田    

 
吉田 栄子       

                
鹿子島 孝子       

 
石田 陽子          

                 
高谷             

 
高原 佳子       

                
立谷 輝美       

  氏 名   所 属      勝敗 順位

 

 
勝盛 桂           

                
佐甲 久美子       

 
飯田 祥子  井 頭   

                
堀 嘉津子  井 頭   

 
高端 織香  町田    

                
浅沼 千恵子  町田    

 
高橋 洋子  多摩桜 丘 

                
中原     多摩桜 丘 
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京王                

   位        

 
棚橋 有紀          

宮城 朋子          

  

 
林 千早       

岡部 美保       

  

 
平山     東宝調布 

斉藤 真弓      

  

 
吉田     多摩      

小山 由香利 多摩      長谷川 昌枝          

     
圓明 明代      

 
長谷川 昌枝          

圓明 明代      

  

 
細川 薫 神崎 

 八木沢 勢子 東宝調布 

  

 
石田 陽子         

高谷             

  

 
勝盛 桂          

佐甲 久美子      

   位        

 
村田 千代          

加藤 理沙 府中    

  

 
及川 志津子      

菊池          

  

 
遠山 宗子       

長橋 順子       

  

 
大石 仁子          

仙波 明子 東村山市民 芝 由貴子 多摩       

  
新澤 淳子      

 
春山              

土田 佳恵 登戸      

  

 
芝 由貴子 多摩       

新澤 淳子      

     

 
阿津地 慶子 神崎 

金子 芳子 町田    

  

 
高端 織香 町田    

浅沼 千恵子 町田    
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京王                

   位        

 
土肥 由香 府中    

井田 礼子 府中    

  

 
千葉 朋子 登戸      

斎藤 洋子 昭和 森     

  

 
張 月英      

             

  

 
高田 琴美      

吉田 雅恵      宮森 幸恵          

  
田中 佐知子          

 
宮森 幸恵          

田中 佐知子          

  

 
小柳   子 多摩      

古口 知子      

  

 
高原 佳子      

立谷 輝美      

  

 
高橋 洋子 多摩桜 丘 

中原     多摩桜 丘 

   位        

 
大松 友子      

松田 直美      

  

 
冨山 恵子 若林       

玉井 朝美     

  

 
小川 久栄 多摩      

秋月 須賀子 多摩      

  

 
宮﨑     中山   

石川 晶代 神崎 大松 友子      

  
松田 直美      

 
藤光 厚子      

奥林 里美      

  

 
中崎 智恵子      

東條 信代      

  

 
吉田 栄子      

鹿子島 孝子      

  

 
飯田 祥子 井 頭   

堀 嘉津子 井 頭   


