
2020年度　浅井竹五郎杯

参加者　57名

赤 青 黄 緑

1 石黒隆雄 高谷繁雄 近藤宏 鈴木勲

2 島田準一 中島健智 小川弘之 杉本学

3 杉本昭一 足立英直 恒川宜久 三上昌

4 行本達夫 山田敏一 立松康則 宮田敏男

5 泉正光 今西倖彦 古田正和 臼井幹裕

6 ゾラン 仲谷哲郎 櫨山修文 柘植祥史

7 天野正博 清水晶一 長谷川和夫 後藤俊次

8 青山俊示 橋本和明 十代好久 丸山昌平

9 早川康平 中田朝之 山口正昭

1 太田初 窪寺百合子 鬼頭恵子 立松美津枝

2 山嵜道子 織田美代子 山田幸代 山口清美

3 横井佳子 横田誓子 吉川ユウコ 小栗八千代

4 中井良子 櫨山雅代 藤田裕子 森田裕子

5 飯田智子 梅木澄子 井手千恵子 坂井恵美

6 阿部真由美 天野周子



 10月4日 浅井杯

1 赤 緑 黄 青 勝点 順位

1 赤 7 1

2 緑 6 2

3 黄 4 3

4 青 0 4

2020年度
浅井杯　結果

2-6 5-3 5-3

6-2 4-4 6-2

2-6 3-5 3-5

4-4 3-5 5-3



１　回戦

スコア

嶌田準一 杉本昭一 16 三上昌 柘植祥史

石黒隆雄 泉正光 63 杉本学 丸山晶平

行本達夫 早川康平 62 臼井幹裕 宮田敏男

山嵜道子 飯田智子 06 立松美津技 山口清美

横井佳子 太田初 65 小栗八千代 森田裕子

飯田智子 中井良子 65 坂井恵美 天野周子

ゾラン 青山俊示 63 三上昌 山口正昭

石黒隆雄 天野正博 61 後藤俊次 鈴木勲

6 - 2

赤　組 緑　組



１　回戦

スコア

立松　康則 古田　正和 63 高谷　繁雄 山田　敏一

恒川　宜久 近藤　宏 46 中島　健智 中田　朝之

小川　弘之 櫨山　修文 60 仲谷　哲郎 清水　昌一

長谷川　和夫 十代　好久 46 橋本　和明 今西　倖彦

近藤　宏 古田　正和 65 高谷　繁雄 足立　英直

藤田　裕子 吉川　ユウコ 63 織田　美代子 櫨山　雅代

井手　知恵子 阿部　真由美 16 窪寺　百合子 横田　誓子

鬼頭　恵子 吉川　ユウコ 64 横田　誓子 梅木　澄子

5 - 3

黄　組 青　組



2　回戦

スコア

杉本　学 三上　昌 26 高谷　繁雄 中田　朝之

宮田　敏男 後藤　俊次 60 清水　昌一 橋本　和明

柘植　祥史 丸山　昌平 64 今西　倖彦 仲谷　哲郎

鈴木　勲 山口　正昭 65 足立　英直 中島　健智

臼井　幹裕 柘植　祥史 36 中田　朝之 山田　敏一

小栗　八千代 立松　美津技 64 織田　美代子 櫨山　雅代

坂井　恵美 森田　裕子 26 横田　誓子 窪寺　百合子

山口　清美 天野　周子 60 梅木　澄子 櫨山　雅代

5 - 3

緑　組 青　組



2　回戦

スコア

杉本　昭一 早川　康平 63 古田　正和 恒川　宜久

ゾラン 行本　達夫 64 近藤　宏 立松　康則

早川　康平 天野　正博 63 小川　弘之 恒川　宜久

石黒　隆雄 嶌田　準一 61 長谷川　和夫 櫨山　修文

青山　俊示 泉　正光 06 小川　弘之 十代　好久

中井　良子 山嵜　道子 06 藤田　裕子 山田　幸代

横井　佳子 飯田　智子 36 鬼頭　恵子 井手　知恵子

中井　良子 太田　初 60 阿部　真由美 吉川　ユウコ

4 - 4

赤　組 黄　組



3　回戦

スコア

藤田　裕子 古田　正和 64 杉本　学 立松　美津技

鬼頭　恵子 立松　康則 56 三上　昌 山口　清美

吉川　ユウコ 近藤　宏 56 鈴木　勲 小栗　八千代

井手　知恵子 恒川　宜久 56 臼井　幹裕 森田　裕子

阿部　真由美 十代　好久 63 後藤　俊次 天野　周子

山田　幸代 櫨山　修文 16 柘植　祥史 坂井　恵美

小川　弘之 古田　正和 60 宮田　敏男 丸山　昌平

長谷川　和夫 近藤　宏 46 山口　正昭 鈴木　勲

3 - 5

黄　組 緑　組



3　回戦

スコア

石黒　隆雄 横井　佳子 65 足立　英直 櫨山　雅代

杉本　昭一 太田　初 65 中田　朝之 窪寺　百合子

ゾラン 飯田　智子 62 高谷　繁雄 横田　誓子

青山　俊示 山嵜　道子 26 中島　健智 織田　美代子

嶌田　準一 太田　初 62 今西　倖彦 梅木　澄子

天野　正博 行本　達夫 06 仲谷　哲郎 中田　朝之

杉本　昭一 泉　正光 62 橋本　和明 足立　英直

中井　良子 早川　康平 63 山田　敏一 横田　誓子

6 - 2

赤　組 青　組


