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Ｅ１

S 柳澤　浩一 北口　和雅 大坪　勇人 板東　賢寛 船津　大輔 坂田　郁夫

神田　寛之 柳澤　浩一 吉井　康裕 吉井　康裕 吉井　康裕 －

大滝　直義 大滝　直義 大坪　勇人 大坪　勇人 大坪　勇人 －

S 山根　紀生 佐々木　博 古川　正規 道田　光 道田　光 古川　正規

衛藤　斉 古川　正規 古川　正規 神田　寛之 大滝　直義 －

山根　紀生 生川　仁司 生川　仁司 道田　光 道田　光 －

S 向井　正明 坂本　純一 押田　憲克 押田　憲克 古川　正規 山根　紀生

原薗　裕之 衛藤　斉 衛藤　斉 衛藤　斉 古川　正規 －

高橋　雅夫 山根　紀生 山根　紀生 師玉　紀章 生川　仁司 －

S 伊藤　公一 田中　英雄 岩見　亮 西村　昌晃 山本　健司 岩佐　武則

松田　比呂志 岩見　亮 原薗　裕之 水主　直人 原薗　裕之 牧野　謙

横溝　義博 薮田　恵士 田中　英雄 高塚　浩文 髙橋　雅夫 篠原　政晴

S 中西　明仁 島内　俊裕 原口　浩二 田中　英雄 鈴木　光弘 松本　哲也

木下　嘉夫 島内　俊裕 島内　俊裕 島内　俊裕 谷本　英雄 永富　一之

島内　俊裕 中西　明仁 佐藤　静也 廣岡　孝通 原田　博司 中村　幸彦

S 川畑　俊英 川畑　俊英 川畑　俊英 川原　公規 島内　俊裕 島内　俊裕

川畑　俊英 川畑　俊英 川畑　俊英 川畑　俊英 島内　俊裕 持田　明広

麦　富栄 麦　富栄 西島　吉典 佐藤　静也 廣岡　孝通 平賀　恒男

S 森田　常樹 松本　正一 上田　昇 伊藤　達男 広瀬　稔 大西　正信

新見　利幸 加山　仁 伊藤　裕 小林　仁 福田　正 宮川　正夫

丸山　良助 山本　弘一 衛藤　寛 上田　昇 山本　弘一 川畑　俊英

S 渡邊　奉昭 佐久間　光弘 森田　常樹 森田　常樹 伊藤　裕 竹下　友基

村田　裕計 有本　広見 江口　正俊 渡邊　奉昭 柴田　信雄 阿部　欽亮

浦崎　宏 渡邊　奉昭 佐久間　光弘 吉岡　伸敏 阿部　欽亮 柴田　信雄

S 土屋　善二 土屋　善二 良元　英河 田中　正剛 恩智　宗和 松井　成男

松江　重幸 松田　武弘 松田　武弘 松田　武弘 松田　武弘 寺川　浩史

岩崎　幸利 鈴木　康司 髙木　修 髙木　修 髙木　修 中塚　勇

S 岡田　進 辻本　明 森　成蹊 森　成蹊 森　成蹊 辻本　明

宮地　邦雄 辻本　朝男 辻本　朝男 坂上　日出夫 坂上　日出夫 松江　重幸

辻本　朝男 辻本　明 辻本　明 土屋　善二 土屋　善二 岩崎　幸利

S － － － － － 岡田　進

－ － － － － －

－ － － － － －

S 奥村　知美 奥村　知美 江馬　愛子 江馬　愛子 橋本　明香 義基　環

森花　治美 西尾　優子 橋本　明香 橋本　明香 橋本　明香 －

赤松　京子 丸山　和子 江馬　愛子 江馬　愛子 森　明美 －

S 河辺　美枝 河辺　美枝 河辺　美枝 牧野　恵子 松村　さおり 森花　治美

牧野　恵子 牧野　恵子 牧野　恵子 榊　淳子 牧野　恵子 赤松　京子

上野　聡子 河辺　美枝 上野　聡子 西尾　優子 上野　聡子 森花　治美

S 若竹　智佳恵 若竹　智佳恵 石田　京子 河辺　美枝 河辺　美枝 四軒町　仁美

山口　俊子 岡部　恵理子 北山　乃梨子 角　元子 山﨑　五月 中村　有美子

亀井　京子 斎藤　美由紀 西本　春美 橋場　治子 犬嶋　智美 高田　貴代美

S 佐谷　真理 佐谷　真理 佐谷　真理 佐谷　真理 佐谷　真理 藤本　三佐代

大坪　雅子 玉川　昌子 亀井　京子 北山　乃梨子 山口　俊子 角　元子

中垣　由美 山中　すゞ代 山口　俊子 西本　春美 亀井　京子 橋場　治子

S 渋谷　優子 澁谷　美恵子 澁谷　美恵子 猪俣　啓子 森　秀子 澁谷　美恵子

河野　保子 中村　直子 中井　佳代子 中村　直子 猪俣　啓子 大坪　雅子

佐伯　礼子 中井　佳代子 澁谷　美恵子 髙崎　京子 山口　良子 髙崎　京子

S 小林　静代 小林　静代 中村　香苗 中村　香苗 中村　香苗 中村　香苗

井上　タミコ 長尾　章子 水野　美子 石川　純子 石井　純子 柏本　照子

清水　智映子 谷　恵子 岩田　道代 杉井　富美枝 杉井　富美枝 樋口　園子

S 上田　静子 寺辺　美佐子 寺辺　美佐子 前澤　幸江 柳川　喜代子 松井　文子

手塚　美智子 鬼頭　すま 長尾　章子 森田　玲子 原田　安子 中村　和子

松本　年子 寺辺　美佐子 谷　恵子 垪和 友望 清水　智映子 小川　けい子

S － － － － 末宗　玲子 －

笹田　啓子 國廣　三和子 河内　恵巳子 中澤　久美子 中澤　久美子 －

塩田　惺子 小林　サヨ 中澤　久美子 河内　恵己子 河内　恵己子 －
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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

S 神田　寛之 福井　隆之 藤原　高之 坂田　郁夫

佐々木　博 神田　寛之 神田　寛之 神田　寛之

神田　寛之 大滝　直義 大滝　直義 大滝　直義

S 中山　博之 佐々木　博 佐々木　博 佐々木　博

S ﾘﾁｬｰｽﾞ・ﾁｬｰﾙｽﾞ 網野　眞人 宗和　成司 向井　正明

S 西島　吉典 西島　吉典 百野　耕三 田中　靖久 梅田　寿雄 丸本　雄彦 中西　明仁 中西　明仁

山口　泰雄 中西　明仁

藤賀　康徳 山本　雅洋

S 大西　正信 水下　力 廣田　孝志 中西　雅治 中西　雅治 屋代　春幸 島内　俊裕

屋代　春幸

大倉　成光

S 猪崎　眞 寺田　民雄 浦崎　宏 別宮　敏朗 福田　正 福田　正 竹下　友基 松岡　和雄

横井　常孝 安藤　経世 奥村　迪雄 奥村　迪雄 奥村　迪雄 阿部　欽亮 竹下　友基 佐々木　章三

古土井　悠 寺田　民雄 小幡　隆士 福田　正 福田　正 石元　光典 金崎　峯寛 小寺　秀男

S 恩智　宗和 恩智　宗和 恩智　宗和 恩智　宗和 恩智　宗和 江口　正俊 柳川　嘉夫 舘　裕之

片岡　尚武 片山　誠三 村尾　光明 浦崎　宏 長島　毅 森田　常樹 奥田　彦三郎 小幡　隆士

松山　時男 近藤　健 宮井　佑光 猪崎　眞 浦崎　宏 酒井　秀穂 鮫島　紘一郎 加山　仁

S 辻本　明 辻本　明 辻本　明 土屋　善二 松田　武弘 恩智　宗和 恩智　宗和 恩智　宗和

坂上　日出夫 三宅　隆信 三宅　隆信 坂上　日出夫 須藤　寛 松田　武弘 高田　敬也 松村　英生

鎌田　照雄 須藤　寛 須藤　寛 土屋　善二 三宅　隆信 鈴木　康司 川岸　信一 田島　直人

S 堀　康彦 中島　栄一郎 森田　徹 辻本　明 土屋　善二 辻本　明

長江　剛 長江　剛 澤井　榮一 辻本　明 辻本　明 坂上　日出夫 坂上　日出夫

原田　功 堀　康彦 徳武　英夫 森田　徹 辻本　朝男 土屋　善二 土屋　善二

S 赤鹿　晃 伊藤　暢英 岡田　進

佐野　健 岡田　進

渡邊　健一 宮地　邦雄

S 久田　裕美 永田　晴美 牧野　恵子 山田　さやか

河辺　美枝 森花　治美

上野　聡子 赤松　京子

S 梅原　頼子 梅原　頼子 三木　範子 高橋　雅子

山口　俊子 若竹　智佳恵 村田　利江子 高橋　雅子

亀井　京子 高橋　雅子 野々村　晴美 三木　範子

S 北澤　優子 高崎　京子 高崎　京子 高崎　京子 余吾　佐地子 余吾　佐地子 余吾　佐地子 高岡　久美子

中島　孝子 川本　佳代子 上村　千恵子 余吾　佐地子 余吾　佐地子 山口　俊子 若竹　智佳恵 山口　俊子

谷中　敬子 尾上　登志子 金川　かをる 高崎　京子 高崎　京子 亀井　京子 余吾　佐地子 亀井　京子

S 池田　栄子 北澤　優子 北澤　優子 北澤　優子 北澤　優子 原　百代 渋谷　美恵子 渋谷　美恵子

山本　もとよ 北澤　優子 古賀　日寿子 北澤　優子 谷中　敬子 石川　純子 谷中　敬子 渋谷　美恵子

堀　貴代子 小河　美佳子 樋口　節子 石川　純子 中島　孝子 杉井　富美枝 中島　孝子 金山　佳枝

S 寺邊　美佐子 寺邊　美佐子 高原　米子 森川　和子 松井　文子 中島　小波 中島　小波 山本　もとよ

寺邊　美佐子 寺邊　美佐子 小川　加代子 林　美貴子 石井　三代子 足立　江津子 石川　純子 石川　純子

島田　輝子 森田　玲子 藤波　佳子 萩　三津子 松井　文子 渡辺　秀子 杉井　富美枝 杉井　富美枝

S 西脇　順子 中澤　久美子 茂原　絢子 手塚　美智子 寺邊　美佐子 森川　和子 寺邊　美佐子 斉藤　美和子

中澤　久美子 中澤　久美子 中澤　久美子 中澤　久美子 岩瀬　美佐子 長尾　章子 森田　玲子 手嶋　比呂美

村西　美智子 西田　良子 西田　良子 河内　恵己子 寺邊　美佐子 谷　恵子 寺邊　美佐子 柳澤　ふじ子

S 小林　サヨ 稲垣　寿恵子 上田　静子 手塚　美智子

笹田　啓子 井上　文枝 井上　文枝 柴山　和子 小林　サヨ 手塚　美智子 手塚　美智子

森本　美江 小林　サヨ 小林　サヨ 笹田　啓子 原野　幸子 山本　順子 南井　多恵子

池田　睦子 笹田　啓子 本部　絹子

辰巳　千代子 柴山　和子 村上　道子

大和まほろばオープン(E1)
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