
新井 和子 菅沼 恵子
竹内 俊哉 菅沼 誠

伊藤 美恵子 61 長谷川 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 63

宮﨑 貴夫 高橋 昌己 )( 個人        

持田 恵子 )( 個人        w.o 大山 圭子 62

岩田 靖信 )( KTCo       61 小島 英夫 64

山脇 澄江 )( あさき       三島 由里
山脇 良二 )( 名細        三島 章

山川 ﾌﾅﾐ w.o 小林 彩乃 w.o

原山 真哉 62 永井 智広 63

秋元 恵 山越 紀子
野辺 淳平 高谷 真

加藤 ひとみ w.o 谷口 綾子 60

高橋 隆二 関根 義和

田谷 有紀 64 矢作 明子 63

田谷 治人 矢作 芳和

羽生田 美津枝 64 吉川 直子 60

黒田　義典 吉川 清一

堀ノ内 信子 屋野 弘子
豊田 裕昭 橋本 知貴

64 天沼 希衣 63

齋藤 智久

浅見 優帆 舟生 美代子 60

栗原 喬 62 鈴岡 丈明 61

太田 絵理子 長澤 友美
小ノ澤 克彦 鈴木 匠

中村 優子 )( 遊乗会     62 栗原 光子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 62

中村 淳夫 )( 石井TA    62 関谷 勝巳 )( HKクラブ  61

置田 美咲 安達 美智子
宍戸 利光 安達 真也

長谷川 あゆみ 76 和田 治子 62

細井 猛夫 （４） 木月 登志夫

鬼久保 清恵 62 土田 結依 62

鬼久保 平 高橋 俊成

江原 由美子 76 池田 加代子 61

江原 聡司 （６） 池田 次男
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