
    ＡＡＡＡリーグリーグリーグリーグ    対戦表対戦表対戦表対戦表                        

ＡＡＡＡリーグリーグリーグリーグ    

１１１１    

宮田宮田宮田宮田    久美久美久美久美    

門間門間門間門間    治美治美治美治美    

２２２２    

伊伊伊伊藤藤藤藤    晃子晃子晃子晃子    

川嶋川嶋川嶋川嶋    千津子千津子千津子千津子    

３３３３    

川崎川崎川崎川崎    千秋千秋千秋千秋    

田名部田名部田名部田名部    美穂美穂美穂美穂    

順位順位順位順位    

１１１１    

宮田宮田宮田宮田    久美久美久美久美    

門間門間門間門間    治美治美治美治美    

    １１１１－－－－６６６６    ５５５５－－－－７７７７    ３３３３位位位位    

２２２２    

伊伊伊伊藤藤藤藤    晃子晃子晃子晃子    

川嶋川嶋川嶋川嶋    千津子千津子千津子千津子    

６６６６－－－－１１１１        ００００――――６６６６    ２２２２位位位位    

３３３３    

川崎川崎川崎川崎    千秋千秋千秋千秋    

田名部田名部田名部田名部    美穂美穂美穂美穂    

７７７７－－－－５５５５    ６６６６－－－－００００        １１１１位位位位    



ＢＢＢＢリーグリーグリーグリーグ    対戦表対戦表対戦表対戦表                        

ＢＢＢＢリーグリーグリーグリーグ    

４４４４    

合田合田合田合田    千嘉子千嘉子千嘉子千嘉子    

小池小池小池小池    由夏由夏由夏由夏    

５５５５    

近藤近藤近藤近藤    綾綾綾綾    

瀧口瀧口瀧口瀧口    美智江美智江美智江美智江    

６６６６    

児玉児玉児玉児玉    早苗早苗早苗早苗    

山本山本山本山本    美保子美保子美保子美保子    

順位順位順位順位    

４４４４    

合田合田合田合田    千嘉子千嘉子千嘉子千嘉子    

小池小池小池小池    由夏由夏由夏由夏    

    ６６６６－－－－３３３３    ６６６６－－－－００００    １１１１位位位位    

５５５５    

近藤近藤近藤近藤    綾綾綾綾    

瀧口瀧口瀧口瀧口    美智江美智江美智江美智江    

３３３３－－－－６６６６        ６６６６－－－－３３３３    ２２２２位位位位    

６６６６    

児玉児玉児玉児玉    早苗早苗早苗早苗    

山本山本山本山本    美保子美保子美保子美保子    

００００－－－－６６６６    ３３３３－－－－６６６６        ３３３３位位位位    



ＣＣＣＣリーリーリーリーググググ    対戦表対戦表対戦表対戦表                        

ＣＣＣＣリーグリーグリーグリーグ    

７７７７    

木本木本木本木本    恵美子恵美子恵美子恵美子    

新井新井新井新井    美也子美也子美也子美也子    

８８８８    

村田村田村田村田    雅子雅子雅子雅子    

平尾平尾平尾平尾    美香美香美香美香    

９９９９    

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    史織史織史織史織    

渡辺渡辺渡辺渡辺    綾子綾子綾子綾子    

順位順位順位順位    

７７７７    

木本木本木本木本    恵美子恵美子恵美子恵美子    

新井新井新井新井    美也子美也子美也子美也子    

    ３３３３－－－－６６６６    １１１１－－－－６６６６    ３３３３位位位位    

８８８８    

村田村田村田村田    雅子雅子雅子雅子    

平尾平尾平尾平尾    美香美香美香美香    

６６６６－－－－３３３３        １１１１－－－－６６６６    ２２２２位位位位    

９９９９    

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    史織史織史織史織    

渡辺渡辺渡辺渡辺    綾子綾子綾子綾子    

６６６６－－－－１１１１    ６６６６－－－－１１１１        １１１１位位位位    



ＤＤＤＤリーグリーグリーグリーグ    対戦表対戦表対戦表対戦表                        

ＤＤＤＤリーグリーグリーグリーグ    

10101010    

近藤近藤近藤近藤    利江子利江子利江子利江子    

玉重玉重玉重玉重    真智子真智子真智子真智子    

11111111    

辻本辻本辻本辻本    真紀子真紀子真紀子真紀子    

箕輪箕輪箕輪箕輪    美名子美名子美名子美名子    

12121212    

古川古川古川古川    良重良重良重良重    

高橋高橋高橋高橋    礼子礼子礼子礼子    

順位順位順位順位    

10101010    

近藤近藤近藤近藤    利江子利江子利江子利江子    

玉重玉重玉重玉重    真智子真智子真智子真智子    

    ６６６６－－－－１１１１    ３３３３－－－－６６６６    ２２２２位位位位    

11111111    

辻本辻本辻本辻本    真紀子真紀子真紀子真紀子    

箕輪箕輪箕輪箕輪    美名子美名子美名子美名子    

１１１１－－－－６６６６        ００００－－－－６６６６    ３３３３位位位位    

12121212    

古川古川古川古川    良重良重良重良重    

高橋高橋高橋高橋    礼子礼子礼子礼子    

６６６６－－－－３３３３    ６６６６－－－－００００        １１１１位位位位    



ＥＥＥＥリーグリーグリーグリーグ    対戦表対戦表対戦表対戦表                        

ＥＥＥＥリーグリーグリーグリーグ    

13131313    

宗像宗像宗像宗像    さちさちさちさち子子子子    

飯川飯川飯川飯川    幸子幸子幸子幸子    

14141414    

加藤加藤加藤加藤    佳世佳世佳世佳世    

遠藤遠藤遠藤遠藤    千春千春千春千春    

15151515    

飯岡飯岡飯岡飯岡    一恵一恵一恵一恵    

内田内田内田内田    芳美芳美芳美芳美    

順位順位順位順位    

13131313    

宗像宗像宗像宗像    さちさちさちさち子子子子    

飯川飯川飯川飯川    幸子幸子幸子幸子    

    ００００－－－－６６６６    ３３３３－－－－６６６６    ３３３３位位位位    

14141414    

加藤加藤加藤加藤    佳世佳世佳世佳世    

遠藤遠藤遠藤遠藤    千春千春千春千春    

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

15151515    

飯岡飯岡飯岡飯岡    一恵一恵一恵一恵    

内田内田内田内田    芳美芳美芳美芳美    

６６６６－－－－３３３３    １１１１－－－－６６６６        ２２２２位位位位    



ＦＦＦＦリーグリーグリーグリーグ    対戦表対戦表対戦表対戦表                        

ＦＦＦＦリーグリーグリーグリーグ    

16161616    

伊藤伊藤伊藤伊藤    淳子淳子淳子淳子    

横川横川横川横川    紀恵紀恵紀恵紀恵    

17171717    

栗林栗林栗林栗林    百合江百合江百合江百合江    

茂木茂木茂木茂木    千恵千恵千恵千恵    

18181818    

村中村中村中村中    明子明子明子明子    

倉林倉林倉林倉林    由佳由佳由佳由佳    

順位順位順位順位    

16161616    

伊藤伊藤伊藤伊藤    淳子淳子淳子淳子    

横川横川横川横川    紀恵紀恵紀恵紀恵    

    ６６６６－－－－００００    ６６６６((((６６６６))))－－－－７７７７    ２２２２位位位位    

17171717    

栗林栗林栗林栗林    百合江百合江百合江百合江    

茂木茂木茂木茂木    千恵千恵千恵千恵    

００００－－－－６６６６        ２２２２－－－－６６６６    ３３３３位位位位    

18181818    

村中村中村中村中    明子明子明子明子    

倉林倉林倉林倉林    由佳由佳由佳由佳    

７７７７－－－－６６６６((((６６６６))))    ６６６６－－－－２２２２        １１１１位位位位    



 

ＧＧＧＧリーグリーグリーグリーグ    

19191919    

稲箸稲箸稲箸稲箸    美恵子美恵子美恵子美恵子    

石倉石倉石倉石倉    知夏知夏知夏知夏    

20202020    

高山高山高山高山    明美明美明美明美    

松尾松尾松尾松尾    喜美子喜美子喜美子喜美子    

21212121    

上村上村上村上村    まゆみまゆみまゆみまゆみ    

佐治佐治佐治佐治    弥生弥生弥生弥生    

22222222    

石塚石塚石塚石塚    真佐子真佐子真佐子真佐子    

小林小林小林小林    ゆみゆみゆみゆみ子子子子    

順位順位順位順位    

19191919    

稲箸稲箸稲箸稲箸    美恵子美恵子美恵子美恵子    

石倉石倉石倉石倉    知夏知夏知夏知夏    

    ６６６６－－－－４４４４    ３３３３－－－－６６６６    ６６６６－－－－３３３３    ３３３３位位位位    

20202020    

高山高山高山高山    明美明美明美明美    

松尾松尾松尾松尾    喜美子喜美子喜美子喜美子    

４４４４－－－－６６６６        ６６６６－－－－４４４４    ６６６６－－－－３３３３    ２２２２位位位位    

21212121    

上村上村上村上村    まゆみまゆみまゆみまゆみ    

佐治佐治佐治佐治    弥生弥生弥生弥生    

６６６６－－－－３３３３    ４４４４－－－－６６６６        ６６６６－－－－１１１１    １１１１位位位位    

22222222    

石塚石塚石塚石塚    真佐子真佐子真佐子真佐子    

小林小林小林小林    ゆみゆみゆみゆみ子子子子    

３３３３－－－－６６６６    ３３３３－－－－６６６６    １１１１－－－－６６６６        ４４４４位位位位    
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リ
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グ

リ
ー
グ
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グ
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グ    
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表
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