
　　　　　　　　　　　第5回血液型グループ対抗戦チームメンバー表

1A(Ｏ) 福島 佐脇 小西 ９Ａ（B） 三宅 豊田 高貝

田辺チーム 犬嶋 田辺 三浦 三宅チーム 都甲 上内 田辺

1B(Ａ) 西 坂本 井岡 ９Ｂ（A） 白井 上田 松田

西チーム 松村 藤岡 前坂 白井チーム 杉岡 小泉 川畑

１C（B） 岸田 北口 岩中 ９Ｃ（Ａ） 葉山 片山 岡田

岸田チーム 窪田 藤本 東川 葉山チーム 堀 斉藤 佐藤

３A（Ａ） 稲井 黄 西浦 １０Ａ（AＢ） 今川 大西 戸尾

金水チーム 中西 中村 金水 前田チーム 北浦 青山 前田

３B（AB） 渡辺 池田 金井 １０Ｂ（O） 小松 金澤 田中

渡辺チーム 山田 大野 林 小松チーム 下村 田里 宮本

３C（O） 河合 梅本 今井 １０Ｃ（Ａ） 安田 辻本 谷

森田チーム 西島 越智 森田 坂上チーム 西山 竹橋 坂上

４A（Ｏ） 有本 佐田 谷河 １２Ａ（Ｂ） 森澤 平野 澤田

有本チーム 中根 花岡 梅田 森澤チーム 月城 小川 山内

４B（A） 大馬崎 原 田尻 １２Ｂ（Ａ） 楠見 田中 木下

大馬崎チーム 山口 門地 安井 楠見チーム 武岡 星 吉田

４C（Ｂ） 吉野 松浦 井上 １２Ｃ（O） 洞口 下田 平松

太田チーム 津崎 大谷 太田 伊藤チーム 辻本 福島 伊藤

５A（O） 疋田 中村 東 １３Ａ（A） 西垣 竹内 木村

疋田チーム 木村 工藤 藤田 西垣チーム 中嶋 松村と 松村よ

５B（A） 多田 永岡 藤木 １３Ｂ（O） 渡辺 細田 米田

多田チーム 原田 上部 村井 細田チーム 岡本 戸川 村木

５C（Ｂ） 足立 岡村 久保 １３Ｃ（Ａ） 木下え 木下い 初田

足立チーム 和中 竹内 中平 木下チーム 田中 大嶋 矢吹

７A（Ａ） 原田 木村 太田 １４Ａ（A） 安藤 野中 中本

原田チーム 前田 野名 清水 中本チーム 竹本 柿本 松岡

７B（Ａ） 岡部 辻本 津田 １４Ｂ（B） 福田 水間 折原

岡部チーム 阪口 柴田 中村 折原チーム 伯美 宮本 松浦

７C（AB） 伊阪ひ 伊阪あ 田中 １４Ｃ（Ａ） 渋谷 高津 岩井

内村チーム 西岡 辻 内村 高津チーム 佐藤 江田 中平

８A（B） 川本 池田 豊川 １６A（AB） 間嶋 四方 神社

川本チーム 奥谷 福長 藤本 灰岡チーム 坂田 松生 灰岡

８B（A） 小松 中村 内藤 １６B（O） 谷本 岡本 涌田

松原チーム 梶本 山地 松原 谷本チーム 田中 阿部 吉村

８C（O） 山口 綿民 植木 １６C（A） 大田 三輪 太田

山口チーム 北浦 稲田 大谷 大田チーム 杉本 田中 安田



　　１Ｒ    2R    SF　　Ｆ　　 SF    ２Ｒ　１Ｒ

試合順　Ａ－Ｂ　Ａ－Ｃ　Ｂ－Ｃ

１Ａ 田辺チーム（Ｏ型） 優勝１A 三宅チーム（B型） ９Ａ

Ｂ 西  チーム（A型） 1A 21 ９A 白井チーム（A型） Ｂ

Ｃ 岸田チーム（B型） 葉山チーム（Ａ型） Ｃ

1A １０C

２Ａ BYE 20 前田チーム（AＢ型） １０Ａ

Ｂ BYE １０C 小松チーム（O型） Ｂ

Ｃ BYE 坂上チーム（Ａ型） Ｃ

1A １２A

３Ａ 金水チーム（Ａ型） 20 20 BYE １１Ａ

Ｂ 渡辺チーム（AB型） 3B BYE Ｂ

Ｃ 森田チーム（O型） BYE Ｃ

3B １２A

４Ａ 有本チーム（O型） 20 森澤チーム（B型） １２Ａ

Ｂ 大馬崎チーム（Ａ型） 4B １２A 楠見チーム（A型） Ｂ

Ｃ 太田チーム（B型） 伊藤チーム（O型） Ｃ

1A 12A

５A 疋田チーム（O型） 21 21 西垣チーム（A型） 1３A

B 多田チーム（Ａ型） ５C １３B 細田チーム（Ｏ型） B

C 足立チーム（B型） 木下チーム（Ａ型） C

５C １３B

６A BYE 20 中本チーム（A型） １４A

B BYE １４B 折原チーム（B型） B

C BYE 高津チーム（A型） C

８A １６A

７A 原田チーム（A型） 21 21 BYE １５A

B 岡部チーム（A型） ７B BYE B

C 内村チーム（AB型） BYE C

８A １６A

８A 川本チーム（B型） 20 灰岡チーム（AB型） １６A

B 松原チーム（A型） 8A １６A 谷本チーム（O型） B

C 山口チーム（O型） 大田チーム（A型） C

第５回血液型グループ対抗戦



第１回 山口チーム（A型） 山口（富雄） 森花（矢田山） 牧浦（TS）

(H.２１) 西島（榛原） 永井恭（TGK） 吉村（フリー）

第２回 山田チーム（A型） 長田（飛鳥ｲﾝ） 永井弘（TGK） 森花（矢田山）

(H.２２) 山田（飛鳥ｲﾝ） 永井恭（ウイル） 兵頭（TGK）

第３回 西島チーム（Ａ型） 牧浦（ＴＳ） 山口（富雄） 三嶋（マロハラ）

（H.２３） 猪俣（フリー） 矢木（Ｊacks） 西島（榛原）

第４回 樋口チーム（A型）

（Ｈ．２４）

第5回 田辺チーム(O型) 福島 佐脇 小西

(H.25) 犬嶋 田辺 三浦

血液型グループ対抗戦歴代優勝チーム


