
石川 会場
        一覧

    名     

     
重松 克也 竹田 堂下 厳

佐藤 美樹 山田 三枝子 山岸 純子 矢野根 

 胸毛     
升田 宏一郞 大石 一喜 岡 雄基

清水   子 平野 真紀 島本 多恵子

       
江成 清人 浅野 善之 待寺 裕之

上田 久美 馬場野 弘美 斉藤 裕子 大西 由里江

     
西上 耕 介 面矢 虎太郎

平 佳菜 吉井 日向子

      
覚本 雅彦 中屋 秀一 辻川 哲也

覚本 雅美 中屋 千里 辻川 千鶴子

     谷
上野 弘達 岡本 哲也 辻田 修司

浅谷 奈那 寺井 郁恵 辻田    

         
池端 政弘 足立 浩司 大畑 典久

山本 政子 山本 志穂里 池田    

      
清田 博史 寺岸 昌亮 七澤 良太

平加 千夏 平 佳代子 東 佳菜子

 早本会 
垣内 義則 角谷 幸秀 今津 大二郎

垣内 美香 高橋 絢子 高橋 亜希子 野上    

  早本会 
早本 隆 中杉 健 山本 将之 打出 勇喜

角谷 真利子 早本 真弓 谷内 友美

  中島建設    
高野 博之 水谷 宣彦 干場 康浩

中島   子 西田 裕美 浦田 道子

        
三谷 祥平 藤田 大陽 上瀧 雅己

樫村 亜希 内田 理沙

     宮西
鳥木 耕輔 村中 俊哉 漆原 康宏

稲原 知佳 奥田 真紀子 米林 佳子

  湊屋部
濱田 視 岡田 卓馬 海田 潤 嶋田 秀樹

宮崎 麻子 北方 章子 森川 充津子

         
樽部 政一 山鍬 竜也 髙井 健太郎 上島 裕太

櫛田 麻美 上島 奈美 四辻 奈津子 北川

      
中元 学 野崎 淳 吉村 隆 岩崎 真悟

金平 真喜美 池村 伊津子

          
橋田 耕治 武田 一彦 稲葉 慎也

松波 智子 新蔵 里紗 中村 美智代

       
竹内 芳郎 宮坂 哲雄 石坂 宏之

宮本 典子 喜多 加津代 早川 香世子

      
濱田 充弘 小川 政宏 梅木 陽一

佐 木 弘美 中田 小百合 管安 美枝子

          自転車 大島
大島 一洋 西口 正剛 植田 啓太

吉田 恵里 淀川 裕美 宮下 裕紀

    
大西 元 北 賢二 舘 正裕樹

島貫 景都 山本 絋生 山崎 望

         
鶴山 秀二 若林 将平 田村 良平

日角 美穂 小林 真由美 浅井 理沙

            
長田 賢昭 野村 将史

石崎 美智恵 小城 玲子

      
加巳野 一八 能村 仁

福田 彩加 中川 愛菜
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石川 会場

 順位別トーナメント  
  ゲーム先取のノーアドバンテージ 男子ダブルス→女子

    →Mix         交代       

 位      
     

 ムーミン

B ハートフォルト
    

C チーム 
    

D リバーヘビー
    

E 早本会 
    

F チーム  イナズマ　　　　　　
自転車  大島

    

G           
    

H 胸毛はムダけ 
    

2位      
     

      

B 早本会 
    

C 湊屋部
    

D    宮西
    

E      
    

F ムーミン谷     

G チーム 
    

H ライトニング
    

 位      
     

 al.di.la

B   
    

C オニギリキング
    

D 中島建設 .com     

E しかまちミックス
    

F      
    

G かなやん
    

H IPCH     


