
　
新潟 (9-0) 福井 種　　目 長野 (6-3) 石川

丸山　恵 山川　朋代 ２０～４９歳 佐藤　英里香 伊勢　早苗
福田　江梨子 名村かず美 1 野村　由紀子 雲井　加代子
岩谷　眸未 本多　　薫 ２０～４９歳 田中　聡美 清水　のり子
岩野　涼子 井上　貴代 2 池田　恵美子 池田　真美子
後藤　貴子 三好希代美 ２０～４９歳 武井　亜由美 早川　香世子
藤野　綾子 南本　淑恵 3 高橋　文女 中田　智子
池野　久美子 中山　芳枝 ５０～５４歳 片桐　艶子 大野　リカ
眞保　斉子 宮原　真美 1 吉塚　晶子 金平　真喜美
高木　久美子 林　　深雪 ５０～５４歳 大島　ひとみ 池村　伊津子
窪田　裕子 上野　　香 2 萬　聖 宮本　典子
恩田　恵子 柴田智津子 ５５～５９歳 宮澤　松江 山本　藤乃
中村　美重子 森崎　佳子 1 坂口　亮子 鶴山　美穂
山岸　静子 西口　早苗 ５５～５９歳 山辺　佳代子 伊田　順子
山田　智子 水田　衣美 2 下田　ゆかり　 堀　芳子
品田　満里子 尾張美由紀 ６０～６４歳 小林　正枝 山城　恵
阿部　澄 辻　　美雪 浅野　道子 冨田　紀子
古泉　美知子 伊藤真知子 ６５歳以上 石田　和子 龍瀧　邦子
八幡　香代子 森川　淳子 三村　洋子 垣内　知枝子

福井 (　0-9　) 長野 種　　目 石川 (　4-5　) 富山
山川　朋代 田中　聡美 ２０～４９歳 伊勢　早苗 小城　玲子
名村かず美 池田　恵美子 1 雲井　加代子 森田　浩美
本多　　薫 佐藤　英里香 ２０～４９歳 早川　香世子 窪田　春江
井上　貴代 野村　由紀子 2 中田　智子 藤谷　裕子
三好希代美 武井　亜由美 ２０～４９歳 清水　のり子 森　奈緒実
南本　淑恵 高橋　文女 3 池田　真美子 村田　あゆみ
中山　芳枝 大島　ひとみ ５０～５４歳 大野　リカ 毛呂　博美
宮原　真美 萬　聖 1 金平　真喜美 山木　葉子
林　　深雪 片桐　艶子 ５０～５４歳 池村　伊津子 岩田　佳代子
上野　　香 吉塚　晶子 2 宮本　典子 角　安代
柴田智津子 山辺　佳代子 ５５～５９歳 山本　藤乃 荒谷　美雪
森崎　佳子 下田　ゆかり　 1 鶴山　美穂 田子　由美子
西口　早苗 宮澤　松江 ５５～５９歳 伊田　順子 水上　和代
水田　衣美 坂口　亮子 2 堀　芳子 飛弾野　朋子
尾張美由紀 小林　正枝 ６０～６４歳 山城　恵 小柴　たみ
辻　　美雪 浅野　道子 冨田　紀子 河野　雅子
伊藤真知子 石田　和子 ６５歳以上 龍瀧　邦子 福本　初枝
森川　淳子 三村　洋子 垣内　知枝子 林　眞喜子

新潟 (3-6) 富山 種　　目 長野 (4-5) 富山
後藤　貴子 小城　玲子 ２０～４９歳 武井　亜由美 小城　玲子
藤野　綾子 森田　浩美 1 高橋　文女 森田　浩美
岩谷　眸未 森　奈緒実 ２０～４９歳 田中　聡美 森　奈緒実
岩野　涼子 村田　あゆみ 2 池田　恵美子 村田　あゆみ
丸山　恵 窪田　春江 ２０～４９歳 佐藤　英里香 窪田　春江
福田　江梨子 藤谷　裕子 3 野村　由紀子 藤谷　裕子
池野　久美子 毛呂　博美 ５０～５４歳 片桐　艶子 岩田　佳代子
眞保　斉子 山木　葉子 1 吉塚　晶子 角　安代
高木　久美子 岩田　佳代子 ５０～５４歳 大島　ひとみ 毛呂　博美
窪田　裕子 角　安代 2 萬　聖 山木　葉子
山岸　静子 荒谷　美雪 ５５～５９歳 宮澤　松江 荒谷　美雪
山田　智子 田子　由美子 1 坂口　亮子 田子　由美子
恩田　恵子 水上　和代 ５５～５９歳 山辺　佳代子 水上　和代
中村　美重子 飛弾野　朋子 2 下田　ゆかり　 飛弾野　朋子
品田　満里子 小柴　たみ ６０～６４歳 小林　正枝 小柴　たみ
阿部　澄 河野　雅子 浅野　道子 河野　雅子
古泉　美知子 福本　初枝 ６５歳以上 石田　和子 福本　初枝
八幡　香代子 林　眞喜子 三村　洋子 林　眞喜子
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新潟 (3-6) 石川 種　　目 福井 (0-9) 石川
丸山　恵 伊勢　早苗 ２０～４９歳 山川　朋代 清水　のり子
福田　江梨子 雲井　加代子 1 名村かず美 池田　真美子
岩谷　眸未 早川　香世子 ２０～４９歳 三好希代美 早川　香世子
岩野　涼子 中田　智子 2 南本　淑恵 中田　智子
後藤　貴子 清水　のり子 ２０～４９歳 本多　　薫 伊勢　早苗
藤野　綾子 池田　真美子 3 井上　貴代 雲井　加代子
高木　久美子 池村　伊津子 ５０～５４歳 林　　深雪 池村　伊津子
窪田　裕子 宮本　典子 1 上野　　香 宮本　典子
池野　久美子 大野　リカ ５０～５４歳 中山　芳枝 大野　リカ
眞保　斉子 金平　真喜美 2 宮原　真美 金平　真喜美
山岸　静子 伊田　順子 ５５～５９歳 西口　早苗 山本　藤乃
山田　智子 堀　芳子 1 水田　衣美 鶴山　美穂
恩田　恵子 山本　藤乃 ５５～５９歳 柴田智津子 伊田　順子
中村　美重子 鶴山　美穂 2 森崎　佳子 堀　芳子
品田　満里子 山城　恵 ６０～６４歳 尾張美由紀 山城　恵
阿部　澄 冨田　紀子 辻　　美雪 冨田　紀子
古泉　美知子 龍瀧　邦子 ６５歳以上 伊藤真知子 龍瀧　邦子
八幡　香代子 垣内　知枝子 森川　淳子 垣内　知枝子

新潟 (3-6) 長野 種　　目 福井 (0-9) 富山
丸山　恵 佐藤　英里香 ２０～４９歳 本多　　薫 森　奈緒実
福田　江梨子 野村　由紀子 1 井上　貴代 村田　あゆみ
後藤　貴子 田中　聡美 ２０～４９歳 山川　朋代 窪田　春江
藤野　綾子 池田　恵美子 2 名村かず美 藤谷　裕子
岩谷　眸未 武井　亜由美 ２０～４９歳 三好希代美 小城　玲子
岩野　涼子 高橋　文女 3 南本　淑恵 森田　浩美
高木　久美子 大島　ひとみ ５０～５４歳 林　　深雪 毛呂　博美
窪田　裕子 萬　聖 1 上野　　香 山木　葉子
池野　久美子 片桐　艶子 ５０～５４歳 中山　芳枝 岩田　佳代子
眞保　斉子 吉塚　晶子 2 宮原　真美 角　安代
山岸　静子 山辺　佳代子 ５５～５９歳 柴田智津子 水上　和代
山田　智子 下田　ゆかり　 1 森崎　佳子 飛弾野　朋子
恩田　恵子 宮澤　松江 ５５～５９歳 西口　早苗 荒谷　美雪
中村　美重子 坂口　亮子 2 水田　衣美 田子　由美子
品田　満里子 小林　正枝 ６０～６４歳 尾張美由紀 小柴　たみ
阿部　澄 浅野　道子 辻　　美雪 河野　雅子
古泉　美知子 石田　和子 ６５歳以上 伊藤真知子 福本　初枝
八幡　香代子 三村　洋子 森川　淳子 林　眞喜子

戦　績　表

新潟 福井 長野 石川 富山 勝 　敗

新潟 90 36 36 36 1勝3敗

福井 09 09 09 09 0勝4敗

長野 63 90 63 45 3勝1敗

石川 63 90 36 45 ２勝２敗

富山 63 90 54 54 ４勝０敗

順　　　位

１ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位

富山 長野 石川 新潟 福井
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