
平成29年10月1日

☆チームリーダー

A　赤 B　青 C　黄 D　緑

1 ☆高谷　繁雄 ☆脇田　芳徳 ☆石黒　隆雄 ☆嶌田　準一

2 三上　昌 小川　弘之 大橋　勇治 福山　達

3 和泉　治義 後藤　俊次 伊藤　文隆 今西　倖彦

4 山口　正昭 寺本　企良 恒川　宜久 橋本　和明

5 天野　正博 岡村　義弘 行本　達夫 吉松　信芳

6 櫻木　誠二 平田　惇 清水　昌一 佐瀬　行則

7 中井　賢司 南木　佐登詩 川野　馨

1 ☆石黒　淑子 ☆横井　佳子 ☆加藤　みつこ ☆渕下　はるみ

2 窪寺　百合子 竹内　かづゑ 櫻井　裕子 大橋　和美

3 井手　知恵子 中井　良子 山田　幸代 鬼頭　恵子

4 山嵜　道子 坂井　恵美 恒川　かつ子 小山　ユキ子

5 片山　八重子 梅木　澄子 川辺　恵美子 森田　裕子

6 山口　清美
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グループ表

参加   48名



1回戦

スコア

高谷　繁雄 三上　昌 63 脇田　芳徳 寺本　企良

和泉　治義 山口　正昭 46 後藤　俊次 岡村　義弘

天野　正博 櫻木　誠二 62 平田　惇 南木　佐登詩

石黒　淑子 窪寺　百合子 64 横井　佳子 中井　良子

井手　知恵子 山嵜　道子 06 竹内　かづゑ 坂井　恵美

中井　賢司 片山　八重子 06 小川　弘之 梅木　澄子

3-3

スコア

石黒　隆雄 大橋　勇治 64 嶌田　準一 福山　達

伊藤　文隆 恒川　宜久 56 今西　倖彦 橋本　和明

行本　達夫 清水　昌一 63 吉松　信芳 佐瀬　行則

加藤　みつこ 櫻井　裕子 65 渕下　はるみ 大橋　和美

山田　幸代 恒川　かつ子 26 鬼頭　恵子 小山　ユキ子

川野　馨 川辺　恵美子 64 森田　裕子 山口　清美

4-2

2回戦

石黒　隆雄 大橋　勇治 62 高谷　繁雄 和泉　治義

恒川　宜久 伊藤　文隆 64 櫻木　誠二 山口　正昭

行本　達夫 清水　昌一 62 天野　正博 中井　賢司

櫻井　裕子 加藤　みつこ 65 窪寺　百合子 井手　知恵子

山田　幸代 恒川　かつ子 65 石黒　淑子 片山　八重子

川野　馨 川辺　恵美子 61 三上　昌 山嵜　道子

6-0

スコア

嶌田　準一 佐瀬　行則 56 脇田　芳徳 岡村　義弘

橋本　和明 吉松　信芳 06 小川　弘之 寺本　企良

福山　達 今西　倖彦 60 平田　惇 後藤　俊次

大橋　和美 鬼頭　恵子 46 横井　佳子 中井　良子

小山　ユキ子 森田　裕子 36 竹内　かづゑ 坂井　恵美

山口　清美 渕下　はるみ 60 南木　佐登詩 梅木　澄子

2-4
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グループ対抗
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3回戦

スコア

今西　倖彦 福山　達 36 高谷　繁雄 三上　昌

嶌田　準一 橋本　和明 16 山口　正昭 和泉　治義

佐瀬　行則 吉松　信芳 63 天野　正博 中井　賢司

大橋　和美 森田　裕子 65 井手　知恵子 石黒　淑子

山口　清美 小山　ユキ子 46 窪寺　百合子 片山　八重子

渕下　はるみ 鬼頭　恵子 64 櫻木　誠二 山嵜　道子

3-3

スコア

石黒　隆雄 川野　馨 60 平田　惇 南木　佐登詩

恒川　宜久 伊藤　文隆 56 脇田　芳徳 後藤　俊次

行本　達夫 清水　昌一 46 寺本　企良 岡村　義弘

櫻井　裕子 加藤　みつこ 64 横井　佳子 中井　良子

恒川　かつ子 山田　幸代 16 竹内　かづゑ 坂井　恵美

大橋　勇治 川辺　恵美子 26 小川　弘之 梅木　澄子

2-4

D

C

A

B



A　赤 B　青 C　黄 D　緑 勝数 勝ち点 順位

A　赤 3-3 0-6 3-3 1敗2分 2 3

B　青 3-3 4-2 4-2 2勝1分 7 1

C　黄 6-0 2-4 4-2 2勝1敗 6 2

D　緑 3-3 2-4 2-4 2敗1分 1 4

☆順位の決め方

1.勝ち点　勝-3点/引分け-双方1点/負-0点

2.直接対決結果

3.ジャンケン

浅井竹五郎杯 　グループ対抗　結果
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