
☆ 5 組 煩位表

☆

☆ 6 組 贋位表

☆

順 位 GNO J―NO 氏 名 所属 SN
試 合 ゲーム

G取得率
W W

6 502 #### 坂本 きよ子 茨城県 20393 20 17 0540540541

3 503 #### 源後 和子 福島県 20570 22 16 0578947368

9 501 #### 大石 厚子 埼玉県 19842 14 23 0378378378

4 504 #### 小坪 正之 茨城県 18850 18 15 0545454545

8 508 #### 石川 秀人 茨城県 19519 15 20 0428571429

7 510 #### 林 雄興 群馬県 19681 15 18 0454545455

2 509 #### 吉川 孝之 茨城県 19530 20 12 0625

5 507 #### 大石 辰夫 埼玉県 19040 20 14 0588235294

505 #### 佐藤 正衛 石川県 18962 20 11 064516129

10 506 #### 片貝 清 群馬県 19034 24 02

5組 氏 名 組N0 コート
試合

順番

5組 2コート コートリーダー : 石川 秀人

スコア

502 茨城 県 5組 2C r !n# AJ+ l,l,l'tr rz ア「漁後 和子 lbl石 川 秀人

503 福島県 源後 和子 5組 2C fl佐藤 正衛 lgl片 員 清 olen+z l"lxa ,nx
501 崎工果 大石 厚子 5組 2C 11坂 本 きよ子 lcl林 雄興 31大石 厚子 l gl片 貝 清

504 螢城栞 小訃 正之 5組 2C bl石川 秀人  l cl林 雄興 a +-Jtt *2 | rl1tm rni
508 茨城 県 石川 秀人 5組 2C zl:n'* n+ d --)t +2 31大石 厚子 l el大 石 辰夫

510

“

■■ 林 雄興 5組 2C "lta nx lr itffi iErti al小坪 正之  lgl片 貝 清

509 吉,1● 2 5組 2C |1坂本 きよ子 lgl片 貝 清 zln* n+ I " l4'ir Ez
507 ■工■ 大石 辰夫 5組 2C ,lu+ **+ l"lta n* 31大 石 厚子 l cl林 雄興

505 ●11■ 佐藤 正術 5組 2C al小坪 正之 lbl石川 秀人 cl林 雄興  l dl吉 川 孝之

506 霊
=素

片具 , 5組 2C 10 31大 石 厚子 lbl石川 秀人 21源後 和子 l fl佐 藤 正衛

順 位 GNO J―NO 氏 名 所属 SN
試 合 ゲーム

G取 得率
W W

603 #### 永井 千恵美 茨城県 24854 24 07フ 4193548

8 601 #### 横地 美喜子 茨城県 22194 14 18 04375

10 602 #### 斉須 敦子 福島県 22549 21 0275862069

3 605 #### 須田 浩嗣 茨城県 19859 19 16 0542857143

6 610 #### 橋本 行弘 群馬県 21982 14 19 0424242424

5 608 #### 田代 典昭 栃木県 20356 14 19 0424242424

7 604 #### 中野 正雄 茨城県 19748 16 20 0444444444

2 609 #### 加藤 隆雄 群馬県 20879 24 0727272フ 27

4 606 #### 武藤 治典 茨城県 20058 19 16 0542857143

9 607 #### 豊田 日出夫 栃木県 20061 14 21 04

6組 氏 名 組 NO コート
合

番
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順

6組 3コート コートリーダー : 須田 浩嗣

スコア

603 浚厳彙 永丼 千恵美 6組 3C 11永井 千恵美 l al須 田 浩嗣 21横地 美喜子 lbl橋 本 行弘

601 茨城 県 横地 美喜子 6組 3C ilmffi;e* g EE EE* dl中 野 正雄  lel加 藤 隆雄

602 福島県 斉須 敦子 6組 3C 11永 井 千恵美 lcl田 代 典昭 31斉須 敦子 l gl豊 田 日出夫

605 6組 3C b lt6il tlii, . lEft REB 。1中 野 正雄  l fl武藤 治奥

610 6組 3C 21横地 美喜子 101中 野 正雄 31斉須 敦子 l el加 藤 隆雄

608 栃木県 日代 奥昭 6組 ec el加藤 隆雄  l fl武藤 治典 al須 田 浩嗣  l gl豊田 日出夫

604 螢城県 中野 正雄 6組 3C |1永井 千恵美 lgl豊 田 日出夫 21横地 美喜子 lal須 田 浩嗣

609 群鳥県 加藤 隆掟 6組 3C |1永 井 千恵美 lel加 藤 隆雄 31斉須 敦子 lcl田 代 典昭

606 武薇 治奥 6組 3C 81須 田 浩嗣  lbl橋本 行弘 cl田 代 典昭  ldl中 野 正雄

607 栃木県 豊口 日出夫 6組 3C 10 31斉須 敦子 lbl橋 本 行弘 21横地 美喜子 |`1武 藤 治典


