
試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 7777 試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 8888

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

10:0010:0010:0010:00 平明人平明人平明人平明人 石川石川石川石川 長谷川冽長谷川冽長谷川冽長谷川冽 富山富山富山富山 10:0010:0010:0010:00 竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘 石川石川石川石川 梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦 長野長野長野長野

前田猛夫前田猛夫前田猛夫前田猛夫 石川石川石川石川 寺田義秀寺田義秀寺田義秀寺田義秀 富山富山富山富山 石田一明石田一明石田一明石田一明 石川石川石川石川 可知偉行可知偉行可知偉行可知偉行 長野長野長野長野

10:3010:3010:3010:30 入江三夫入江三夫入江三夫入江三夫 新潟新潟新潟新潟 渡辺力渡辺力渡辺力渡辺力 石川石川石川石川 10:3010:3010:3010:30 野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉 富山富山富山富山 高橋一信高橋一信高橋一信高橋一信 長野長野長野長野

佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎 新潟新潟新潟新潟 高橋一夫高橋一夫高橋一夫高橋一夫 石川石川石川石川 ↓↓↓↓ 滝川正樹滝川正樹滝川正樹滝川正樹 富山富山富山富山 石田卓志石田卓志石田卓志石田卓志 長野長野長野長野 ↓↓↓↓

11:0011:0011:0011:00 平明人平明人平明人平明人 石川石川石川石川 入江三夫入江三夫入江三夫入江三夫 新潟新潟新潟新潟 連続連続連続連続 11:0011:0011:0011:00 竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘 石川石川石川石川 野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉 富山富山富山富山 連続連続連続連続

前田猛夫前田猛夫前田猛夫前田猛夫 石川石川石川石川 佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎 新潟新潟新潟新潟 石田一明石田一明石田一明石田一明 石川石川石川石川 滝川正樹滝川正樹滝川正樹滝川正樹 富山富山富山富山

11:3011:3011:3011:30 長谷川冽長谷川冽長谷川冽長谷川冽 富山富山富山富山 渡辺力渡辺力渡辺力渡辺力 石川石川石川石川 11:3011:3011:3011:30 梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦 長野長野長野長野 高橋一信高橋一信高橋一信高橋一信 長野長野長野長野

寺田義秀寺田義秀寺田義秀寺田義秀 富山富山富山富山 高橋一夫高橋一夫高橋一夫高橋一夫 石川石川石川石川 ↓↓↓↓ 可知偉行可知偉行可知偉行可知偉行 長野長野長野長野 石田卓志石田卓志石田卓志石田卓志 長野長野長野長野 ↓↓↓↓

12:0012:0012:0012:00 平明人平明人平明人平明人 石川石川石川石川 渡辺力渡辺力渡辺力渡辺力 石川石川石川石川 連続連続連続連続 12:0012:0012:0012:00 竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘 石川石川石川石川 高橋一信高橋一信高橋一信高橋一信 長野長野長野長野 連続連続連続連続

前田猛夫前田猛夫前田猛夫前田猛夫 石川石川石川石川 高橋一夫高橋一夫高橋一夫高橋一夫 石川石川石川石川 石田一明石田一明石田一明石田一明 石川石川石川石川 石田卓志石田卓志石田卓志石田卓志 長野長野長野長野

12:3012:3012:3012:30 長谷川冽長谷川冽長谷川冽長谷川冽 富山富山富山富山 入江三夫入江三夫入江三夫入江三夫 新潟新潟新潟新潟 12:3012:3012:3012:30 梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦 長野長野長野長野 野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉 富山富山富山富山

寺田義秀寺田義秀寺田義秀寺田義秀 富山富山富山富山 佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎 新潟新潟新潟新潟 可知偉行可知偉行可知偉行可知偉行 長野長野長野長野 滝川正樹滝川正樹滝川正樹滝川正樹 富山富山富山富山

13:0013:0013:0013:00 平明人平明人平明人平明人 石川石川石川石川 竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘 石川石川石川石川 13:0013:0013:0013:00 渡辺力渡辺力渡辺力渡辺力 石川石川石川石川 高橋一信高橋一信高橋一信高橋一信 長野長野長野長野

前田猛夫前田猛夫前田猛夫前田猛夫 石川石川石川石川 石田一明石田一明石田一明石田一明 石川石川石川石川 高橋一夫高橋一夫高橋一夫高橋一夫 石川石川石川石川 石田卓志石田卓志石田卓志石田卓志 長野長野長野長野

13:3013:3013:3013:30 長谷川冽長谷川冽長谷川冽長谷川冽 富山富山富山富山 梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦 長野長野長野長野 13:3013:3013:3013:30 入江三夫入江三夫入江三夫入江三夫 新潟新潟新潟新潟 野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉 富山富山富山富山

寺田義秀寺田義秀寺田義秀寺田義秀 富山富山富山富山 可知偉行可知偉行可知偉行可知偉行 長野長野長野長野 佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎 新潟新潟新潟新潟 滝川正樹滝川正樹滝川正樹滝川正樹 富山富山富山富山

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

9:009:009:009:00 入江三夫入江三夫入江三夫入江三夫 新潟新潟新潟新潟 高橋一信高橋一信高橋一信高橋一信 長野長野長野長野 9:009:009:009:00 長谷川冽長谷川冽長谷川冽長谷川冽 富山富山富山富山 竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘 石川石川石川石川

佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎 新潟新潟新潟新潟 石田卓志石田卓志石田卓志石田卓志 長野長野長野長野 寺田義秀寺田義秀寺田義秀寺田義秀 富山富山富山富山 石田一明石田一明石田一明石田一明 石川石川石川石川

9:309:309:309:30 渡辺力渡辺力渡辺力渡辺力 石川石川石川石川 野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉 富山富山富山富山 9:309:309:309:30 平明人平明人平明人平明人 石川石川石川石川 梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦 長野長野長野長野

高橋一夫高橋一夫高橋一夫高橋一夫 石川石川石川石川 滝川正樹滝川正樹滝川正樹滝川正樹 富山富山富山富山 前田猛夫前田猛夫前田猛夫前田猛夫 石川石川石川石川 可知偉行可知偉行可知偉行可知偉行 長野長野長野長野

10:0010:0010:0010:00 長谷川冽長谷川冽長谷川冽長谷川冽 富山富山富山富山 高橋一信高橋一信高橋一信高橋一信 長野長野長野長野 10:0010:0010:0010:00 入江三夫入江三夫入江三夫入江三夫 新潟新潟新潟新潟 竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘竹内邦弘 石川石川石川石川

寺田義秀寺田義秀寺田義秀寺田義秀 富山富山富山富山 石田卓志石田卓志石田卓志石田卓志 長野長野長野長野 佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎佐藤昭一郎 新潟新潟新潟新潟 石田一明石田一明石田一明石田一明 石川石川石川石川

10:3010:3010:3010:30 渡辺力渡辺力渡辺力渡辺力 石川石川石川石川 梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦梅津雅彦 長野長野長野長野 10:3010:3010:3010:30 平明人平明人平明人平明人 石川石川石川石川 野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉野崎拓哉 富山富山富山富山

高橋一夫高橋一夫高橋一夫高橋一夫 石川石川石川石川 可知偉行可知偉行可知偉行可知偉行 長野長野長野長野 前田猛夫前田猛夫前田猛夫前田猛夫 石川石川石川石川 滝川正樹滝川正樹滝川正樹滝川正樹 富山富山富山富山
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試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 9999 試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 10101010

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

10:0010:0010:0010:00 新川光子新川光子新川光子新川光子 石川石川石川石川 中村潤子中村潤子中村潤子中村潤子 長野長野長野長野 10:0010:0010:0010:00 水株邦子水株邦子水株邦子水株邦子 石川石川石川石川 栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓 東京東京東京東京

田中直美田中直美田中直美田中直美 石川石川石川石川 高野愛子高野愛子高野愛子高野愛子 長野長野長野長野 前田幸子前田幸子前田幸子前田幸子 石川石川石川石川 米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子 東京東京東京東京

10:3010:3010:3010:30 千葉千葉千葉千葉憓憓憓憓子子子子 岡山岡山岡山岡山 金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子 群馬群馬群馬群馬 10:3010:3010:3010:30 石田和子石田和子石田和子石田和子 長野長野長野長野 山口宏子山口宏子山口宏子山口宏子 千葉千葉千葉千葉

曽根清子曽根清子曽根清子曽根清子 岡山岡山岡山岡山 吉森和子吉森和子吉森和子吉森和子 群馬群馬群馬群馬 三村洋子三村洋子三村洋子三村洋子 長野長野長野長野 乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子 石川石川石川石川

11:0011:0011:0011:00 新川光子新川光子新川光子新川光子 石川石川石川石川 宮下登志子宮下登志子宮下登志子宮下登志子 長野長野長野長野 11:0011:0011:0011:00 水株邦子水株邦子水株邦子水株邦子 石川石川石川石川 西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子 長野長野長野長野

田中直美田中直美田中直美田中直美 石川石川石川石川 臼井敬子臼井敬子臼井敬子臼井敬子 長野長野長野長野 前田幸子前田幸子前田幸子前田幸子 石川石川石川石川 西澤朋子西澤朋子西澤朋子西澤朋子 長野長野長野長野

11:3011:3011:3011:30 中村潤子中村潤子中村潤子中村潤子 長野長野長野長野 千葉千葉千葉千葉憓憓憓憓子子子子 岡山岡山岡山岡山 11:3011:3011:3011:30 栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓 東京東京東京東京 石田和子石田和子石田和子石田和子 長野長野長野長野

高野愛子高野愛子高野愛子高野愛子 長野長野長野長野 曽根清子曽根清子曽根清子曽根清子 岡山岡山岡山岡山 米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子 東京東京東京東京 三村洋子三村洋子三村洋子三村洋子 長野長野長野長野

12:0012:0012:0012:00 金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子 群馬群馬群馬群馬 宮下登志子宮下登志子宮下登志子宮下登志子 長野長野長野長野 12:0012:0012:0012:00 山口宏子山口宏子山口宏子山口宏子 千葉千葉千葉千葉 西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子 長野長野長野長野

吉森和子吉森和子吉森和子吉森和子 群馬群馬群馬群馬 臼井敬子臼井敬子臼井敬子臼井敬子 長野長野長野長野 乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子 石川石川石川石川 西澤朋子西澤朋子西澤朋子西澤朋子 長野長野長野長野

12:3012:3012:3012:30 新川光子新川光子新川光子新川光子 石川石川石川石川 千葉千葉千葉千葉憓憓憓憓子子子子 岡山岡山岡山岡山 12:3012:3012:3012:30 水株邦子水株邦子水株邦子水株邦子 石川石川石川石川 石田和子石田和子石田和子石田和子 長野長野長野長野

田中直美田中直美田中直美田中直美 石川石川石川石川 曽根清子曽根清子曽根清子曽根清子 岡山岡山岡山岡山 前田幸子前田幸子前田幸子前田幸子 石川石川石川石川 三村洋子三村洋子三村洋子三村洋子 長野長野長野長野

13:0013:0013:0013:00 中村潤子中村潤子中村潤子中村潤子 長野長野長野長野 宮下登志子宮下登志子宮下登志子宮下登志子 長野長野長野長野 13:0013:0013:0013:00 栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓 東京東京東京東京 西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子 長野長野長野長野

↓↓↓↓ 高野愛子高野愛子高野愛子高野愛子 長野長野長野長野 臼井敬子臼井敬子臼井敬子臼井敬子 長野長野長野長野 米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子 東京東京東京東京 西澤朋子西澤朋子西澤朋子西澤朋子 長野長野長野長野

13:3013:3013:3013:30 連続連続連続連続 中村潤子中村潤子中村潤子中村潤子 長野長野長野長野 金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子 群馬群馬群馬群馬 13:3013:3013:3013:30 栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓 東京東京東京東京 山口宏子山口宏子山口宏子山口宏子 千葉千葉千葉千葉

高野愛子高野愛子高野愛子高野愛子 長野長野長野長野 吉森和子吉森和子吉森和子吉森和子 群馬群馬群馬群馬 米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子 東京東京東京東京 乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子 石川石川石川石川

14:0014:0014:0014:00 千葉千葉千葉千葉憓憓憓憓子子子子 岡山岡山岡山岡山 宮下登志子宮下登志子宮下登志子宮下登志子 長野長野長野長野 14:0014:0014:0014:00 石田和子石田和子石田和子石田和子 長野長野長野長野 西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子 長野長野長野長野

曽根清子曽根清子曽根清子曽根清子 岡山岡山岡山岡山 臼井敬子臼井敬子臼井敬子臼井敬子 長野長野長野長野 三村洋子三村洋子三村洋子三村洋子 長野長野長野長野 西澤朋子西澤朋子西澤朋子西澤朋子 長野長野長野長野

14:3014:3014:3014:30 新川光子新川光子新川光子新川光子 石川石川石川石川 金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子 群馬群馬群馬群馬 14:3014:3014:3014:30 水株邦子水株邦子水株邦子水株邦子 石川石川石川石川 山口宏子山口宏子山口宏子山口宏子 千葉千葉千葉千葉

田中直美田中直美田中直美田中直美 石川石川石川石川 吉森和子吉森和子吉森和子吉森和子 群馬群馬群馬群馬 前田幸子前田幸子前田幸子前田幸子 石川石川石川石川 乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子 石川石川石川石川

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

9:009:009:009:00 宮下登志子宮下登志子宮下登志子宮下登志子 長野長野長野長野 A3A3A3A3 B4B4B4B4 栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓 東京東京東京東京 9:009:009:009:00 千葉千葉千葉千葉憓憓憓憓子子子子 岡山岡山岡山岡山 A4A4A4A4 B3B3B3B3 水株邦子水株邦子水株邦子水株邦子 石川石川石川石川

臼井敬子臼井敬子臼井敬子臼井敬子 長野長野長野長野 6666 ---- 4444 米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子 東京東京東京東京 曽根清子曽根清子曽根清子曽根清子 岡山岡山岡山岡山 6666 ---- 1111 前田幸子前田幸子前田幸子前田幸子 石川石川石川石川

9:309:309:309:30 金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子 群馬群馬群馬群馬 A1A1A1A1 B2B2B2B2 石田和子石田和子石田和子石田和子 長野長野長野長野 9:309:309:309:30 中村潤子中村潤子中村潤子中村潤子 長野長野長野長野 A2A2A2A2 B1B1B1B1 西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子 長野長野長野長野

吉森和子吉森和子吉森和子吉森和子 群馬群馬群馬群馬 0000 ---- 6666 三村洋子三村洋子三村洋子三村洋子 長野長野長野長野 高野愛子高野愛子高野愛子高野愛子 長野長野長野長野 6666 ---- 2222 西澤朋子西澤朋子西澤朋子西澤朋子 長野長野長野長野

10:0010:0010:0010:00 栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓栗原眞弓 東京東京東京東京 水株邦子水株邦子水株邦子水株邦子 石川石川石川石川 10:0010:0010:0010:00 新川光子新川光子新川光子新川光子 石川石川石川石川 山口宏子山口宏子山口宏子山口宏子 千葉千葉千葉千葉

米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子米倉多喜子 東京東京東京東京 6666 ---- 2222 前田幸子前田幸子前田幸子前田幸子 石川石川石川石川 田中直美田中直美田中直美田中直美 石川石川石川石川 6666 ---- 4444 乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子乙崎知恵子 石川石川石川石川

10:3010:3010:3010:30 金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子金澤クニ子 群馬群馬群馬群馬 西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子西澤美恵子 長野長野長野長野 10:3010:3010:3010:30 宮下登志子宮下登志子宮下登志子宮下登志子 長野長野長野長野 千葉千葉千葉千葉憓憓憓憓子子子子 岡山岡山岡山岡山

吉森和子吉森和子吉森和子吉森和子 群馬群馬群馬群馬 6666 ---- 2222 西澤朋子西澤朋子西澤朋子西澤朋子 長野長野長野長野 臼井敬子臼井敬子臼井敬子臼井敬子 長野長野長野長野 6666 ---- 1111 曽根清子曽根清子曽根清子曽根清子 岡山岡山岡山岡山

11:0011:0011:0011:00 石田和子石田和子石田和子石田和子 長野長野長野長野 中村潤子中村潤子中村潤子中村潤子 長野長野長野長野

三村洋子三村洋子三村洋子三村洋子 長野長野長野長野 6666 ---- 5555 高野愛子高野愛子高野愛子高野愛子 長野長野長野長野

9,10位決定戦9,10位決定戦9,10位決定戦9,10位決定戦

---- 1111

4444

一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日） 一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）
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スコアスコアスコアスコア スコアスコアスコアスコア
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10101010

6666 8888 ----6666----

二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日） 二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）
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試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 11111111 試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 12121212 試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 13131313

№№№№ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

10:0010:0010:0010:00 清水茂子清水茂子清水茂子清水茂子 長野長野長野長野 小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子 三重三重三重三重 坂川直子坂川直子坂川直子坂川直子 福井福井福井福井 呉座美智子呉座美智子呉座美智子呉座美智子 石川石川石川石川 近藤多起子近藤多起子近藤多起子近藤多起子 富山富山富山富山 大森逸子大森逸子大森逸子大森逸子 栃木栃木栃木栃木 10:0010:0010:0010:00

下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり 長野長野長野長野 嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美 三重三重三重三重 徳田勝代徳田勝代徳田勝代徳田勝代 福井福井福井福井 那須正子那須正子那須正子那須正子 石川石川石川石川 ↓↓↓↓ 田中満子田中満子田中満子田中満子 富山富山富山富山 永井洋子永井洋子永井洋子永井洋子 栃木栃木栃木栃木

10:3010:3010:3010:30 上村正江上村正江上村正江上村正江 新潟新潟新潟新潟 宮澤松江宮澤松江宮澤松江宮澤松江 長野長野長野長野 石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝 長野長野長野長野 高木武子高木武子高木武子高木武子 新潟新潟新潟新潟 連続連続連続連続 近藤多起子近藤多起子近藤多起子近藤多起子 富山富山富山富山 小松まさ江小松まさ江小松まさ江小松まさ江 長野長野長野長野 10:3010:3010:3010:30

宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子 新潟新潟新潟新潟 内田房子内田房子内田房子内田房子 長野長野長野長野 山村厚子山村厚子山村厚子山村厚子 長野長野長野長野 海津弓子海津弓子海津弓子海津弓子 新潟新潟新潟新潟 田中満子田中満子田中満子田中満子 富山富山富山富山 宮本節子宮本節子宮本節子宮本節子 岡山岡山岡山岡山

11:0011:0011:0011:00 清水茂子清水茂子清水茂子清水茂子 長野長野長野長野 上村正江上村正江上村正江上村正江 新潟新潟新潟新潟 連続連続連続連続 柳原武夫柳原武夫柳原武夫柳原武夫 群馬群馬群馬群馬 得能節朗得能節朗得能節朗得能節朗 石川石川石川石川 浦野克己浦野克己浦野克己浦野克己 富山富山富山富山 小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫 長野長野長野長野 11:0011:0011:0011:00

下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり 長野長野長野長野 宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子 新潟新潟新潟新潟 井上武夫井上武夫井上武夫井上武夫 東京東京東京東京 豊原克夫豊原克夫豊原克夫豊原克夫 石川石川石川石川 橋場義正橋場義正橋場義正橋場義正 富山富山富山富山 清水悦雄清水悦雄清水悦雄清水悦雄 長野長野長野長野

11:3011:3011:3011:30 小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子 三重三重三重三重 宮澤松江宮澤松江宮澤松江宮澤松江 長野長野長野長野 坂川直子坂川直子坂川直子坂川直子 福井福井福井福井 石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝 長野長野長野長野 大森逸子大森逸子大森逸子大森逸子 栃木栃木栃木栃木 小松まさ江小松まさ江小松まさ江小松まさ江 長野長野長野長野 11:3011:3011:3011:30

嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美 三重三重三重三重 内田房子内田房子内田房子内田房子 長野長野長野長野 ↓↓↓↓ 徳田勝代徳田勝代徳田勝代徳田勝代 福井福井福井福井 山村厚子山村厚子山村厚子山村厚子 長野長野長野長野 永井洋子永井洋子永井洋子永井洋子 栃木栃木栃木栃木 宮本節子宮本節子宮本節子宮本節子 岡山岡山岡山岡山

12:0012:0012:0012:00 柳原武夫柳原武夫柳原武夫柳原武夫 群馬群馬群馬群馬 浦野克己浦野克己浦野克己浦野克己 富山富山富山富山 連続連続連続連続 石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝 長野長野長野長野 近藤多起子近藤多起子近藤多起子近藤多起子 富山富山富山富山 呉座美智子呉座美智子呉座美智子呉座美智子 石川石川石川石川 高木武子高木武子高木武子高木武子 新潟新潟新潟新潟 12:0012:0012:0012:00

井上武夫井上武夫井上武夫井上武夫 東京東京東京東京 橋場義正橋場義正橋場義正橋場義正 富山富山富山富山 山村厚子山村厚子山村厚子山村厚子 長野長野長野長野 田中満子田中満子田中満子田中満子 富山富山富山富山 那須正子那須正子那須正子那須正子 石川石川石川石川 海津弓子海津弓子海津弓子海津弓子 新潟新潟新潟新潟

12:3012:3012:3012:30 得能節朗得能節朗得能節朗得能節朗 石川石川石川石川 小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫 長野長野長野長野 清水茂子清水茂子清水茂子清水茂子 長野長野長野長野 宮澤松江宮澤松江宮澤松江宮澤松江 長野長野長野長野 小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子 三重三重三重三重 上村正江上村正江上村正江上村正江 新潟新潟新潟新潟 12:3012:3012:3012:30

豊原克夫豊原克夫豊原克夫豊原克夫 石川石川石川石川 清水悦雄清水悦雄清水悦雄清水悦雄 長野長野長野長野 下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり 長野長野長野長野 内田房子内田房子内田房子内田房子 長野長野長野長野 嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美 三重三重三重三重 宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子 新潟新潟新潟新潟

13:0013:0013:0013:00 石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝 長野長野長野長野 小松まさ江小松まさ江小松まさ江小松まさ江 長野長野長野長野 坂川直子坂川直子坂川直子坂川直子 福井福井福井福井 高木武子高木武子高木武子高木武子 新潟新潟新潟新潟 呉座美智子呉座美智子呉座美智子呉座美智子 石川石川石川石川 大森逸子大森逸子大森逸子大森逸子 栃木栃木栃木栃木 13:0013:0013:0013:00

山村厚子山村厚子山村厚子山村厚子 長野長野長野長野 宮本節子宮本節子宮本節子宮本節子 岡山岡山岡山岡山 ↓↓↓↓ 徳田勝代徳田勝代徳田勝代徳田勝代 福井福井福井福井 海津弓子海津弓子海津弓子海津弓子 新潟新潟新潟新潟 那須正子那須正子那須正子那須正子 石川石川石川石川 永井洋子永井洋子永井洋子永井洋子 栃木栃木栃木栃木

13:3013:3013:3013:30 柳原武夫柳原武夫柳原武夫柳原武夫 群馬群馬群馬群馬 小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫 長野長野長野長野 連続連続連続連続 高木武子高木武子高木武子高木武子 新潟新潟新潟新潟 大森逸子大森逸子大森逸子大森逸子 栃木栃木栃木栃木 連続連続連続連続 得能節朗得能節朗得能節朗得能節朗 石川石川石川石川 浦野克己浦野克己浦野克己浦野克己 富山富山富山富山 13:3013:3013:3013:30

井上武夫井上武夫井上武夫井上武夫 東京東京東京東京 清水悦雄清水悦雄清水悦雄清水悦雄 長野長野長野長野 海津弓子海津弓子海津弓子海津弓子 新潟新潟新潟新潟 永井洋子永井洋子永井洋子永井洋子 栃木栃木栃木栃木 豊原克夫豊原克夫豊原克夫豊原克夫 石川石川石川石川 橋場義正橋場義正橋場義正橋場義正 富山富山富山富山

14:0014:0014:0014:00 呉座美智子呉座美智子呉座美智子呉座美智子 石川石川石川石川 小松まさ江小松まさ江小松まさ江小松まさ江 長野長野長野長野 坂川直子坂川直子坂川直子坂川直子 福井福井福井福井 近藤多起子近藤多起子近藤多起子近藤多起子 富山富山富山富山 14:0014:0014:0014:00

那須正子那須正子那須正子那須正子 石川石川石川石川 宮本節子宮本節子宮本節子宮本節子 岡山岡山岡山岡山 徳田勝代徳田勝代徳田勝代徳田勝代 福井福井福井福井 田中満子田中満子田中満子田中満子 富山富山富山富山

№№№№ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

9:009:009:009:00 浦野克己浦野克己浦野克己浦野克己 富山富山富山富山 小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫 長野長野長野長野 高木武子高木武子高木武子高木武子 新潟新潟新潟新潟 小松まさ江小松まさ江小松まさ江小松まさ江 長野長野長野長野 呉座美智子呉座美智子呉座美智子呉座美智子 石川石川石川石川 近藤多起子近藤多起子近藤多起子近藤多起子 富山富山富山富山 9:009:009:009:00

橋場義正橋場義正橋場義正橋場義正 富山富山富山富山 清水悦雄清水悦雄清水悦雄清水悦雄 長野長野長野長野 海津弓子海津弓子海津弓子海津弓子 新潟新潟新潟新潟 宮本節子宮本節子宮本節子宮本節子 岡山岡山岡山岡山 那須正子那須正子那須正子那須正子 石川石川石川石川 田中満子田中満子田中満子田中満子 富山富山富山富山

9:309:309:309:30 坂川直子坂川直子坂川直子坂川直子 福井福井福井福井 大森逸子大森逸子大森逸子大森逸子 栃木栃木栃木栃木 17171717 清水茂子清水茂子清水茂子清水茂子 長野長野長野長野 小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子 三重三重三重三重 16161616 16161616 上村正江上村正江上村正江上村正江 新潟新潟新潟新潟 宮澤松江宮澤松江宮澤松江宮澤松江 長野長野長野長野 17171717 9:309:309:309:30

徳田勝代徳田勝代徳田勝代徳田勝代 福井福井福井福井 永井洋子永井洋子永井洋子永井洋子 栃木栃木栃木栃木 連続連続連続連続 下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり 長野長野長野長野 嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美 三重三重三重三重 連続連続連続連続 連続連続連続連続 宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子 新潟新潟新潟新潟 内田房子内田房子内田房子内田房子 長野長野長野長野 連続連続連続連続

10:0010:0010:0010:00 柳原武夫柳原武夫柳原武夫柳原武夫 群馬群馬群馬群馬 浦野克己浦野克己浦野克己浦野克己 富山富山富山富山 得能節朗得能節朗得能節朗得能節朗 石川石川石川石川 小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫 長野長野長野長野 高木武子高木武子高木武子高木武子 新潟新潟新潟新潟 近藤多起子近藤多起子近藤多起子近藤多起子 富山富山富山富山 10:0010:0010:0010:00

井上武夫井上武夫井上武夫井上武夫 東京東京東京東京 橋場義正橋場義正橋場義正橋場義正 富山富山富山富山 豊原克夫豊原克夫豊原克夫豊原克夫 石川石川石川石川 清水悦雄清水悦雄清水悦雄清水悦雄 長野長野長野長野 海津弓子海津弓子海津弓子海津弓子 新潟新潟新潟新潟 田中満子田中満子田中満子田中満子 富山富山富山富山

10:3010:3010:3010:30 呉座美智子呉座美智子呉座美智子呉座美智子 石川石川石川石川 石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝 長野長野長野長野 小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子 三重三重三重三重 宮澤松江宮澤松江宮澤松江宮澤松江 長野長野長野長野 坂川直子坂川直子坂川直子坂川直子 福井福井福井福井 小松まさ江小松まさ江小松まさ江小松まさ江 長野長野長野長野 10:3010:3010:3010:30

那須正子那須正子那須正子那須正子 石川石川石川石川 山村厚子山村厚子山村厚子山村厚子 長野長野長野長野 嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美 三重三重三重三重 内田房子内田房子内田房子内田房子 長野長野長野長野 徳田勝代徳田勝代徳田勝代徳田勝代 福井福井福井福井 宮本節子宮本節子宮本節子宮本節子 岡山岡山岡山岡山

11:0011:0011:0011:00 得能節朗得能節朗得能節朗得能節朗 石川石川石川石川 浦野克己浦野克己浦野克己浦野克己 富山富山富山富山 柳原武夫柳原武夫柳原武夫柳原武夫 群馬群馬群馬群馬 小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫小林今朝夫 長野長野長野長野 清水茂子清水茂子清水茂子清水茂子 長野長野長野長野 上村正江上村正江上村正江上村正江 新潟新潟新潟新潟 11:0011:0011:0011:00

豊原克夫豊原克夫豊原克夫豊原克夫 石川石川石川石川 橋場義正橋場義正橋場義正橋場義正 富山富山富山富山 井上武夫井上武夫井上武夫井上武夫 東京東京東京東京 清水悦雄清水悦雄清水悦雄清水悦雄 長野長野長野長野 下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり 長野長野長野長野 宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子 新潟新潟新潟新潟

11:3011:3011:3011:30 石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝石城鈴枝 長野長野長野長野 大森逸子大森逸子大森逸子大森逸子 栃木栃木栃木栃木

山村厚子山村厚子山村厚子山村厚子 長野長野長野長野 永井洋子永井洋子永井洋子永井洋子 栃木栃木栃木栃木
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試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 14141414 試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 15151515

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

10:0010:0010:0010:00 太田衛太田衛太田衛太田衛 長野長野長野長野 今立善教今立善教今立善教今立善教 福井福井福井福井 10:0010:0010:0010:00 近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫 富山富山富山富山 増崎克増崎克増崎克増崎克 石川石川石川石川

中村宣弘中村宣弘中村宣弘中村宣弘 長野長野長野長野 中島千治中島千治中島千治中島千治 福井福井福井福井 竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫 富山富山富山富山 丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫 石川石川石川石川

10:3010:3010:3010:30 野村雄三野村雄三野村雄三野村雄三 福井福井福井福井 石塚健児石塚健児石塚健児石塚健児 新潟新潟新潟新潟 10:3010:3010:3010:30 田中耕一田中耕一田中耕一田中耕一 新潟新潟新潟新潟 松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄 長野長野長野長野

辻本弘志辻本弘志辻本弘志辻本弘志 福井福井福井福井 富島久夫富島久夫富島久夫富島久夫 新潟新潟新潟新潟 ↓↓↓↓ 海津敏男海津敏男海津敏男海津敏男 新潟新潟新潟新潟 前島武彦前島武彦前島武彦前島武彦 長野長野長野長野

11:0011:0011:0011:00 太田衛太田衛太田衛太田衛 長野長野長野長野 野村雄三野村雄三野村雄三野村雄三 福井福井福井福井 連続連続連続連続 11:0011:0011:0011:00 今立善教今立善教今立善教今立善教 福井福井福井福井 万田勝彦万田勝彦万田勝彦万田勝彦 東京東京東京東京

中村宣弘中村宣弘中村宣弘中村宣弘 長野長野長野長野 辻本弘志辻本弘志辻本弘志辻本弘志 福井福井福井福井 ↓↓↓↓ 中島千治中島千治中島千治中島千治 福井福井福井福井 深見矩光深見矩光深見矩光深見矩光 東京東京東京東京

11:3011:3011:3011:30 松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄 長野長野長野長野 増崎克増崎克増崎克増崎克 石川石川石川石川 11:3011:3011:3011:30 連続連続連続連続 今立善教今立善教今立善教今立善教 福井福井福井福井 石塚健児石塚健児石塚健児石塚健児 新潟新潟新潟新潟

前島武彦前島武彦前島武彦前島武彦 長野長野長野長野 丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫 石川石川石川石川 中島千治中島千治中島千治中島千治 福井福井福井福井 富島久夫富島久夫富島久夫富島久夫 新潟新潟新潟新潟

12:0012:0012:0012:00 太田衛太田衛太田衛太田衛 長野長野長野長野 増崎克増崎克増崎克増崎克 石川石川石川石川 ↓↓↓↓ 12:0012:0012:0012:00 近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫 富山富山富山富山 万田勝彦万田勝彦万田勝彦万田勝彦 東京東京東京東京

中村宣弘中村宣弘中村宣弘中村宣弘 長野長野長野長野 丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫 石川石川石川石川 連続連続連続連続 竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫 富山富山富山富山 深見矩光深見矩光深見矩光深見矩光 東京東京東京東京 ↓↓↓↓

12:3012:3012:3012:30 今立善教今立善教今立善教今立善教 福井福井福井福井 田中耕一田中耕一田中耕一田中耕一 新潟新潟新潟新潟 12:3012:3012:3012:30 野村雄三野村雄三野村雄三野村雄三 福井福井福井福井 近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫 富山富山富山富山 連続連続連続連続

中島千治中島千治中島千治中島千治 福井福井福井福井 海津敏男海津敏男海津敏男海津敏男 新潟新潟新潟新潟 辻本弘志辻本弘志辻本弘志辻本弘志 福井福井福井福井 竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫 富山富山富山富山

13:0013:0013:0013:00 石塚健児石塚健児石塚健児石塚健児 新潟新潟新潟新潟 増崎克増崎克増崎克増崎克 石川石川石川石川 13:0013:0013:0013:00 松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄 長野長野長野長野 万田勝彦万田勝彦万田勝彦万田勝彦 東京東京東京東京

富島久夫富島久夫富島久夫富島久夫 新潟新潟新潟新潟 丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫 石川石川石川石川 ↓↓↓↓ 前島武彦前島武彦前島武彦前島武彦 長野長野長野長野 深見矩光深見矩光深見矩光深見矩光 東京東京東京東京

13:3013:3013:3013:30 太田衛太田衛太田衛太田衛 長野長野長野長野 田中耕一田中耕一田中耕一田中耕一 新潟新潟新潟新潟 13:3013:3013:3013:30 連続連続連続連続 松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄 長野長野長野長野 石塚健児石塚健児石塚健児石塚健児 新潟新潟新潟新潟 連続連続連続連続

中村宣弘中村宣弘中村宣弘中村宣弘 長野長野長野長野 海津敏男海津敏男海津敏男海津敏男 新潟新潟新潟新潟 前島武彦前島武彦前島武彦前島武彦 長野長野長野長野 富島久夫富島久夫富島久夫富島久夫 新潟新潟新潟新潟

14:0014:0014:0014:00 ↓↓↓↓ 田中耕一田中耕一田中耕一田中耕一 新潟新潟新潟新潟 近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫 富山富山富山富山 14:0014:0014:0014:00 野村雄三野村雄三野村雄三野村雄三 福井福井福井福井 万田勝彦万田勝彦万田勝彦万田勝彦 東京東京東京東京

連続連続連続連続 海津敏男海津敏男海津敏男海津敏男 新潟新潟新潟新潟 竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫 富山富山富山富山 辻本弘志辻本弘志辻本弘志辻本弘志 福井福井福井福井 深見矩光深見矩光深見矩光深見矩光 東京東京東京東京

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

9:009:009:009:00 松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄 長野長野長野長野 野村雄三野村雄三野村雄三野村雄三 福井福井福井福井 9:009:009:009:00 石塚健児石塚健児石塚健児石塚健児 新潟新潟新潟新潟 近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫 富山富山富山富山

前島武彦前島武彦前島武彦前島武彦 長野長野長野長野 辻本弘志辻本弘志辻本弘志辻本弘志 福井福井福井福井 富島久夫富島久夫富島久夫富島久夫 新潟新潟新潟新潟 竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫 富山富山富山富山

9:309:309:309:30 太田衛太田衛太田衛太田衛 長野長野長野長野 万田勝彦万田勝彦万田勝彦万田勝彦 東京東京東京東京 9:309:309:309:30 田中耕一田中耕一田中耕一田中耕一 新潟新潟新潟新潟 増崎克増崎克増崎克増崎克 石川石川石川石川

中村宣弘中村宣弘中村宣弘中村宣弘 長野長野長野長野 深見矩光深見矩光深見矩光深見矩光 東京東京東京東京 ↓↓↓↓ 海津敏男海津敏男海津敏男海津敏男 新潟新潟新潟新潟 丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫 石川石川石川石川

10:0010:0010:0010:00 今立善教今立善教今立善教今立善教 福井福井福井福井 松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄松戸幸雄 長野長野長野長野 10:0010:0010:0010:00 連続連続連続連続 田中耕一田中耕一田中耕一田中耕一 新潟新潟新潟新潟 野村雄三野村雄三野村雄三野村雄三 福井福井福井福井

中島千治中島千治中島千治中島千治 福井福井福井福井 前島武彦前島武彦前島武彦前島武彦 長野長野長野長野 海津敏男海津敏男海津敏男海津敏男 新潟新潟新潟新潟 辻本弘志辻本弘志辻本弘志辻本弘志 福井福井福井福井

10:3010:3010:3010:30 増崎克増崎克増崎克増崎克 石川石川石川石川 万田勝彦万田勝彦万田勝彦万田勝彦 東京東京東京東京 10:3010:3010:3010:30 今立善教今立善教今立善教今立善教 福井福井福井福井 近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫近藤哲夫 富山富山富山富山

丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫丸岡秀夫 石川石川石川石川 深見矩光深見矩光深見矩光深見矩光 東京東京東京東京 中島千治中島千治中島千治中島千治 福井福井福井福井 竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫竹腰忠夫 富山富山富山富山

11:0011:0011:0011:00 太田衛太田衛太田衛太田衛 長野長野長野長野 石塚健児石塚健児石塚健児石塚健児 新潟新潟新潟新潟

中村宣弘中村宣弘中村宣弘中村宣弘 長野長野長野長野 富島久夫富島久夫富島久夫富島久夫 新潟新潟新潟新潟
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№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

10:0010:0010:0010:00 伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子 福井福井福井福井 稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子 三重三重三重三重 10:0010:0010:0010:00 佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子 富山富山富山富山 飯塚保美飯塚保美飯塚保美飯塚保美 群馬群馬群馬群馬 10:0010:0010:0010:00 木村美津子木村美津子木村美津子木村美津子 新潟新潟新潟新潟 川上恵子川上恵子川上恵子川上恵子 石川石川石川石川

鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子 福井福井福井福井 水野陽子水野陽子水野陽子水野陽子 三重三重三重三重 山田洋子山田洋子山田洋子山田洋子 富山富山富山富山 山内真里子山内真里子山内真里子山内真里子 群馬群馬群馬群馬 阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子 新潟新潟新潟新潟 村上正子村上正子村上正子村上正子 石川石川石川石川

10:3010:3010:3010:30 平晴美平晴美平晴美平晴美 石川石川石川石川 森田友枝森田友枝森田友枝森田友枝 千葉千葉千葉千葉 10:3010:3010:3010:30 松井和子松井和子松井和子松井和子 千葉千葉千葉千葉 林文子林文子林文子林文子 長野長野長野長野 10:3010:3010:3010:30 勝本順子勝本順子勝本順子勝本順子 三重三重三重三重 西田嘉子西田嘉子西田嘉子西田嘉子 千葉千葉千葉千葉

山本真由美山本真由美山本真由美山本真由美 石川石川石川石川 高橋昭代高橋昭代高橋昭代高橋昭代 千葉千葉千葉千葉 西垣幸子西垣幸子西垣幸子西垣幸子 千葉千葉千葉千葉 吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ 長野長野長野長野 鈴木静代鈴木静代鈴木静代鈴木静代 三重三重三重三重 宮森幸子宮森幸子宮森幸子宮森幸子 千葉千葉千葉千葉

11:0011:0011:0011:00 伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子 福井福井福井福井 佐藤修子佐藤修子佐藤修子佐藤修子 新潟新潟新潟新潟 11:0011:0011:0011:00 佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子 富山富山富山富山 松田洋子松田洋子松田洋子松田洋子 新潟新潟新潟新潟 11:0011:0011:0011:00 木村美津子木村美津子木村美津子木村美津子 新潟新潟新潟新潟 須江順子須江順子須江順子須江順子 群馬群馬群馬群馬

鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子 福井福井福井福井 松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝 新潟新潟新潟新潟 山田洋子山田洋子山田洋子山田洋子 富山富山富山富山 伊藤和子伊藤和子伊藤和子伊藤和子 新潟新潟新潟新潟 阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子 新潟新潟新潟新潟 正田和子正田和子正田和子正田和子 群馬群馬群馬群馬

11:3011:3011:3011:30 稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子 三重三重三重三重 平晴美平晴美平晴美平晴美 石川石川石川石川 11:3011:3011:3011:30 飯塚保美飯塚保美飯塚保美飯塚保美 群馬群馬群馬群馬 松井和子松井和子松井和子松井和子 千葉千葉千葉千葉 11:3011:3011:3011:30 川上恵子川上恵子川上恵子川上恵子 石川石川石川石川 勝本順子勝本順子勝本順子勝本順子 三重三重三重三重

水野陽子水野陽子水野陽子水野陽子 三重三重三重三重 山本真由美山本真由美山本真由美山本真由美 石川石川石川石川 山内真里子山内真里子山内真里子山内真里子 群馬群馬群馬群馬 西垣幸子西垣幸子西垣幸子西垣幸子 千葉千葉千葉千葉 村上正子村上正子村上正子村上正子 石川石川石川石川 鈴木静代鈴木静代鈴木静代鈴木静代 三重三重三重三重

12:0012:0012:0012:00 森田友枝森田友枝森田友枝森田友枝 千葉千葉千葉千葉 佐藤修子佐藤修子佐藤修子佐藤修子 新潟新潟新潟新潟 12:0012:0012:0012:00 林文子林文子林文子林文子 長野長野長野長野 松田洋子松田洋子松田洋子松田洋子 新潟新潟新潟新潟 12:0012:0012:0012:00 西田嘉子西田嘉子西田嘉子西田嘉子 千葉千葉千葉千葉 須江順子須江順子須江順子須江順子 群馬群馬群馬群馬

高橋昭代高橋昭代高橋昭代高橋昭代 千葉千葉千葉千葉 松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝 新潟新潟新潟新潟 吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ 長野長野長野長野 伊藤和子伊藤和子伊藤和子伊藤和子 新潟新潟新潟新潟 宮森幸子宮森幸子宮森幸子宮森幸子 千葉千葉千葉千葉 正田和子正田和子正田和子正田和子 群馬群馬群馬群馬

12:3012:3012:3012:30 伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子 福井福井福井福井 平晴美平晴美平晴美平晴美 石川石川石川石川 12:3012:3012:3012:30 佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子 富山富山富山富山 松井和子松井和子松井和子松井和子 千葉千葉千葉千葉 12:3012:3012:3012:30 木村美津子木村美津子木村美津子木村美津子 新潟新潟新潟新潟 勝本順子勝本順子勝本順子勝本順子 三重三重三重三重

鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子 福井福井福井福井 山本真由美山本真由美山本真由美山本真由美 石川石川石川石川 山田洋子山田洋子山田洋子山田洋子 富山富山富山富山 西垣幸子西垣幸子西垣幸子西垣幸子 千葉千葉千葉千葉 阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子 新潟新潟新潟新潟 鈴木静代鈴木静代鈴木静代鈴木静代 三重三重三重三重

13:0013:0013:0013:00 稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子 三重三重三重三重 佐藤修子佐藤修子佐藤修子佐藤修子 新潟新潟新潟新潟 13:0013:0013:0013:00 飯塚保美飯塚保美飯塚保美飯塚保美 群馬群馬群馬群馬 松田洋子松田洋子松田洋子松田洋子 新潟新潟新潟新潟 13:0013:0013:0013:00 川上恵子川上恵子川上恵子川上恵子 石川石川石川石川 須江順子須江順子須江順子須江順子 群馬群馬群馬群馬

↓↓↓↓ 水野陽子水野陽子水野陽子水野陽子 三重三重三重三重 松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝 新潟新潟新潟新潟 ↓↓↓↓ 山内真里子山内真里子山内真里子山内真里子 群馬群馬群馬群馬 伊藤和子伊藤和子伊藤和子伊藤和子 新潟新潟新潟新潟 ↓↓↓↓ 村上正子村上正子村上正子村上正子 石川石川石川石川 正田和子正田和子正田和子正田和子 群馬群馬群馬群馬

13:3013:3013:3013:30 連続連続連続連続 稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子稲葉冨士子 三重三重三重三重 森田友枝森田友枝森田友枝森田友枝 千葉千葉千葉千葉 13:3013:3013:3013:30 連続連続連続連続 飯塚保美飯塚保美飯塚保美飯塚保美 群馬群馬群馬群馬 林文子林文子林文子林文子 長野長野長野長野 13:3013:3013:3013:30 連続連続連続連続 川上恵子川上恵子川上恵子川上恵子 石川石川石川石川 西田嘉子西田嘉子西田嘉子西田嘉子 千葉千葉千葉千葉

水野陽子水野陽子水野陽子水野陽子 三重三重三重三重 高橋昭代高橋昭代高橋昭代高橋昭代 千葉千葉千葉千葉 山内真里子山内真里子山内真里子山内真里子 群馬群馬群馬群馬 吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ 長野長野長野長野 村上正子村上正子村上正子村上正子 石川石川石川石川 宮森幸子宮森幸子宮森幸子宮森幸子 千葉千葉千葉千葉

14:0014:0014:0014:00 平晴美平晴美平晴美平晴美 石川石川石川石川 佐藤修子佐藤修子佐藤修子佐藤修子 新潟新潟新潟新潟 14:0014:0014:0014:00 松井和子松井和子松井和子松井和子 千葉千葉千葉千葉 松田洋子松田洋子松田洋子松田洋子 新潟新潟新潟新潟 14:0014:0014:0014:00 勝本順子勝本順子勝本順子勝本順子 三重三重三重三重 須江順子須江順子須江順子須江順子 群馬群馬群馬群馬

山本真由美山本真由美山本真由美山本真由美 石川石川石川石川 松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝松浦富美枝 新潟新潟新潟新潟 西垣幸子西垣幸子西垣幸子西垣幸子 千葉千葉千葉千葉 伊藤和子伊藤和子伊藤和子伊藤和子 新潟新潟新潟新潟 鈴木静代鈴木静代鈴木静代鈴木静代 三重三重三重三重 正田和子正田和子正田和子正田和子 群馬群馬群馬群馬

14:3014:3014:3014:30 伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子伊藤真知子 福井福井福井福井 森田友枝森田友枝森田友枝森田友枝 千葉千葉千葉千葉 14:3014:3014:3014:30 佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子佐藤幸子 富山富山富山富山 林文子林文子林文子林文子 長野長野長野長野 14:3014:3014:3014:30 木村美津子木村美津子木村美津子木村美津子 新潟新潟新潟新潟 西田嘉子西田嘉子西田嘉子西田嘉子 千葉千葉千葉千葉

鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子鈴木千図子 福井福井福井福井 高橋昭代高橋昭代高橋昭代高橋昭代 千葉千葉千葉千葉 山田洋子山田洋子山田洋子山田洋子 富山富山富山富山 吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ吉田さよみ 長野長野長野長野 阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子阿久津百合子 新潟新潟新潟新潟 宮森幸子宮森幸子宮森幸子宮森幸子 千葉千葉千葉千葉

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

9:009:009:009:00 柳原武夫柳原武夫柳原武夫柳原武夫 群馬群馬群馬群馬 得能節朗得能節朗得能節朗得能節朗 石川石川石川石川 9:009:009:009:00 小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子小野寺かよ子 三重三重三重三重 上村正江上村正江上村正江上村正江 新潟新潟新潟新潟 9:009:009:009:00 清水茂子清水茂子清水茂子清水茂子 長野長野長野長野 宮澤松江宮澤松江宮澤松江宮澤松江 長野長野長野長野

井上武夫井上武夫井上武夫井上武夫 東京東京東京東京 豊原克夫豊原克夫豊原克夫豊原克夫 石川石川石川石川 嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美嶋田茂美 三重三重三重三重 宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子宮崎昭子 新潟新潟新潟新潟 下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり下田ゆかり 長野長野長野長野 内田房子内田房子内田房子内田房子 長野長野長野長野

スコアスコアスコアスコア

コート№コート№コート№コート№コート№コート№コート№コート№

スコアスコアスコアスコア

一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日） 一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）

スコアスコアスコアスコア スコアスコアスコアスコア

コート№コート№コート№コート№

1111 W55W55W55W55 4444 ---- 6666

3333

---- 6666

2222

1111

1111 M80M80M80M80 3333 ---- 6666

0000 ---- 6666

2222

1111

W60W60W60W60 W60W60W60W60

6666 ---- 4444

---- 6666

---- 6666

2222 ---- 6666 2222 1111

3333 2222 ---- 6666 3333 3333

4444 6666 ---- 0000 4444 6666 ---- 2222

5555 6666 ---- 2222 5555 6666 ---- 1111

6666 6666 ---- 2222 6666 5555 ---- 6666

7777 6666 ---- 2222 7777 5555 ---- 6666

8888 6666 ---- 5555 8888 3333 ---- 6666

9999

4444 ---- 6666

99992222 ---- 6666

0000 ---- 666610101010

1111 W55W55W55W55 3333 ----

4444 ---- 6666

二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日） 二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）

6666

10101010

1111 ---- 6666

W60W60W60W60

4444 6666 ---- 4444

5555 6666

0000 ---- 6666

3333 ---- 6666

2222 ----

スコアスコアスコアスコア

5555

6666 ---- 555510101010

6666 ---- 6666

1111 ---- 6666

7777 6666 ---- 5555

二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）

9999

スコアスコアスコアスコア

1111 2222

一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）

8888



試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 19191919 試合進行表試合進行表試合進行表試合進行表 20202020

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

10:0010:0010:0010:00 内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊 長野長野長野長野 辻克己辻克己辻克己辻克己 福井福井福井福井 10:0010:0010:0010:00 間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋 長野長野長野長野 上村潔上村潔上村潔上村潔 新潟新潟新潟新潟

長澤博之長澤博之長澤博之長澤博之 栃木栃木栃木栃木 増永豊増永豊増永豊増永豊 福井福井福井福井 浅野修史浅野修史浅野修史浅野修史 長野長野長野長野 丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏 長野長野長野長野

10:3010:3010:3010:30 清水正之清水正之清水正之清水正之 新潟新潟新潟新潟 西澤毅西澤毅西澤毅西澤毅 長野長野長野長野 10:3010:3010:3010:30 丹羽進丹羽進丹羽進丹羽進 石川石川石川石川 大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝 長野長野長野長野

太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫 新潟新潟新潟新潟 村山一三村山一三村山一三村山一三 長野長野長野長野 坂野博坂野博坂野博坂野博 石川石川石川石川 名取克郎名取克郎名取克郎名取克郎 長野長野長野長野 ↓↓↓↓

11:0011:0011:0011:00 内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊 長野長野長野長野 清水正之清水正之清水正之清水正之 新潟新潟新潟新潟 ↓↓↓↓ 11:0011:0011:0011:00 間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋 長野長野長野長野 丹羽進丹羽進丹羽進丹羽進 石川石川石川石川 連続連続連続連続

長澤博之長澤博之長澤博之長澤博之 栃木栃木栃木栃木 太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫 新潟新潟新潟新潟 連続連続連続連続 浅野修史浅野修史浅野修史浅野修史 長野長野長野長野 坂野博坂野博坂野博坂野博 石川石川石川石川

11:3011:3011:3011:30 辻克己辻克己辻克己辻克己 福井福井福井福井 西澤毅西澤毅西澤毅西澤毅 長野長野長野長野 11:3011:3011:3011:30 上村潔上村潔上村潔上村潔 新潟新潟新潟新潟 大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝 長野長野長野長野

増永豊増永豊増永豊増永豊 福井福井福井福井 村山一三村山一三村山一三村山一三 長野長野長野長野 ↓↓↓↓ 丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏 長野長野長野長野 名取克郎名取克郎名取克郎名取克郎 長野長野長野長野 ↓↓↓↓

12:0012:0012:0012:00 内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊 長野長野長野長野 西澤毅西澤毅西澤毅西澤毅 長野長野長野長野 連続連続連続連続 12:0012:0012:0012:00 間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋 長野長野長野長野 大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝 長野長野長野長野 連続連続連続連続

長澤博之長澤博之長澤博之長澤博之 栃木栃木栃木栃木 村山一三村山一三村山一三村山一三 長野長野長野長野 浅野修史浅野修史浅野修史浅野修史 長野長野長野長野 名取克郎名取克郎名取克郎名取克郎 長野長野長野長野

12:3012:3012:3012:30 辻克己辻克己辻克己辻克己 福井福井福井福井 清水正之清水正之清水正之清水正之 新潟新潟新潟新潟 12:3012:3012:3012:30 上村潔上村潔上村潔上村潔 新潟新潟新潟新潟 丹羽進丹羽進丹羽進丹羽進 石川石川石川石川

増永豊増永豊増永豊増永豊 福井福井福井福井 太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫 新潟新潟新潟新潟 丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏 長野長野長野長野 坂野博坂野博坂野博坂野博 石川石川石川石川

13:0013:0013:0013:00 内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊 長野長野長野長野 間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋 長野長野長野長野 13:0013:0013:0013:00 西澤毅西澤毅西澤毅西澤毅 長野長野長野長野 大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝 長野長野長野長野

長澤博之長澤博之長澤博之長澤博之 栃木栃木栃木栃木 浅野修史浅野修史浅野修史浅野修史 長野長野長野長野 村山一三村山一三村山一三村山一三 長野長野長野長野 名取克郎名取克郎名取克郎名取克郎 長野長野長野長野

13:3013:3013:3013:30 辻克己辻克己辻克己辻克己 福井福井福井福井 上村潔上村潔上村潔上村潔 新潟新潟新潟新潟 13:3013:3013:3013:30 清水正之清水正之清水正之清水正之 新潟新潟新潟新潟 丹羽進丹羽進丹羽進丹羽進 石川石川石川石川

増永豊増永豊増永豊増永豊 福井福井福井福井 丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏 長野長野長野長野 太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫 新潟新潟新潟新潟 坂野博坂野博坂野博坂野博 石川石川石川石川

№№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県 №№№№ クラスクラスクラスクラス 氏名氏名氏名氏名 県県県県 氏名氏名氏名氏名 県県県県

9:009:009:009:00 清水正之清水正之清水正之清水正之 新潟新潟新潟新潟 大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝 長野長野長野長野 9:009:009:009:00 辻克己辻克己辻克己辻克己 福井福井福井福井 間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋 長野長野長野長野

太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫 新潟新潟新潟新潟 名取克郎名取克郎名取克郎名取克郎 長野長野長野長野 増永豊増永豊増永豊増永豊 福井福井福井福井 浅野修史浅野修史浅野修史浅野修史 長野長野長野長野

9:309:309:309:30 西澤毅西澤毅西澤毅西澤毅 長野長野長野長野 丹羽進丹羽進丹羽進丹羽進 石川石川石川石川 9:309:309:309:30 内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊 長野長野長野長野 上村潔上村潔上村潔上村潔 新潟新潟新潟新潟

村山一三村山一三村山一三村山一三 長野長野長野長野 坂野博坂野博坂野博坂野博 石川石川石川石川 長澤博之長澤博之長澤博之長澤博之 栃木栃木栃木栃木 丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏 長野長野長野長野

10:0010:0010:0010:00 辻克己辻克己辻克己辻克己 福井福井福井福井 大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝大浦敏孝 長野長野長野長野 10:0010:0010:0010:00 清水正之清水正之清水正之清水正之 新潟新潟新潟新潟 間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋間瀬俊秋 長野長野長野長野

増永豊増永豊増永豊増永豊 福井福井福井福井 名取克郎名取克郎名取克郎名取克郎 長野長野長野長野 太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫太刀川和夫 新潟新潟新潟新潟 浅野修史浅野修史浅野修史浅野修史 長野長野長野長野

10:3010:3010:3010:30 西澤毅西澤毅西澤毅西澤毅 長野長野長野長野 上村潔上村潔上村潔上村潔 新潟新潟新潟新潟 10:3010:3010:3010:30 内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊内堀秀俊 長野長野長野長野 丹羽進丹羽進丹羽進丹羽進 石川石川石川石川

村山一三村山一三村山一三村山一三 長野長野長野長野 丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏丸山昌宏 長野長野長野長野 長澤博之長澤博之長澤博之長澤博之 栃木栃木栃木栃木 坂野博坂野博坂野博坂野博 石川石川石川石川

---- 0000

一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日） 一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）一日目（9月30日）

スコアスコアスコアスコア スコアスコアスコアスコア

1111 6666

---- 6666 2222

6666 ---- 5555 1111

0000 ---- 6666

3333 6666 ---- 0000 3333

2222 1111

6666 ---- 1111

4444 6666 ---- 5555 4444 3333 ---- 6666

5555 5555 ---- 6666 5555 6666 ---- 1111

6666 6666 ---- 0000 6666 ---- 1111

4444

6666

7777 1111 ---- 6666 7777

M65M65M65M65M65M65M65M65

二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日） 二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）二日目（10月1日）

スコアスコアスコアスコア スコアスコアスコアスコア

---- 66668888 6666 ---- 1111

6666 ---- 3333

1111

---- 4444

2222

8888

6666

----

---- 3333

1111 0000 ---- 6666

3333 4444 ---- 6666 6666
M65M65M65M65 M65M65M65M65

3333

2222 6666 ---- 1111

4444 6666

コート№コート№コート№コート№ コート№コート№コート№コート№

6666 ---- 2222

3333 6666

4444

1111 ----
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