
                 平成２７年春季　ねんりんカップ　チーム成績 2015.5.08

Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名
125 本田　  国徳 173 野原   正男 185 町井　　悦朗 75 姫野　　鐘三 前 50 市川 　 繁 吉村　博孝 ☆
145 長谷川　忠義 ☆ 5 渡部　　　昇 130 工藤　鉄四郎 228 高　　　鶴松 129 阿久津　誠一 三浦　允彦
120 穐山　　正男 32 松澤　　　允 84 飛鳥田　輝幸 54 杉山　　正義 156 原田　　武雄 前田　奉司
182 笹野　　勉 184 平野　　史郎 ☆ 99 田村　　勉 ☆ 176 佐藤　紳一 49 高松　輝一郎 鮎田　和夫
15 平井　　重雄 92 森　　　俊彦 89 本多    昭臣 155 三澤　　春夫 151 千葉　　　浩 小泉　秀雄
18 柏木　　　貢 211 茂木　　清一 65 諸田　末次 9 平井　　憲作 ☆ 87 幾永　　弘 ☆ 小林　正義
214 吉田　　　弘 152 郡司　　直智 52 島田　　源治 122 須田　　英夫 103 米多　正之 亀井　伸也

209 落合　やすこ 61 大西　　順子 59 高橋　　輝子 227 鶉橋　　友枝 ★ 久保田 遠子 ★
46 岡本　かよ子 192 長沢　 律子 166 鈴村　　香苗 239 松下　三千代 114 平井　　幸子 伊丹　カツミ
206 藤本　美根子 ★ 35 小林　　雅子 ★ 74 深谷　　伸子 ★ 14 榎本　　佳子 ★ 200 廣橋寿美江 奥村　尚子
41 上原　かづ子 78 平野　千香子 196 加藤 　美智子 前 67 長沼　　清子 70 松村　　たつ子 後 加藤　節子

#N/A

赤文字は競技部員 午前のメンバー　前 ☆　キャプテン 野津田
午後のメンバー　後 ★　副キャプテン 男性　17

女性　12 合計　130

Lチーム(野津田５１点)４位
Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名 Ｎｏ 会員名
139 加藤　　　勝 144 藤田　　滋 215 本橋　治保 ☆ 108 阪本　　有三 81 安藤　　俊夫 ☆ 宮野　努 ☆
237 星野　　孝司 68 長沼　　利三 小林　昶 124 新保　　明男 ☆ 72 羽賀　　　正 鈴木　強
101 遠藤　　紀夫 ☆ 42 河辺　　正明 26 櫻井　秀樹 48 清水　　　栄 167 福田　　和夫 川口　親和
150 木名瀬　武男 218 河合　　信光 177 青山　恒久 79 平野　　資雄 106 手嶋  章一 36 前田　勝利
98 吉村　　　功 60 田中　日出彦 ☆ 76 佐川　　正光 前 47 渡邉　  昇 109 吉田　　慶男 松薗　知明
26 小口　　勝巳 207 肱岡　　正臣 142 猪又　　春幸 12 佐藤    愼悟 1 小野　幸信 後 夏梅　和壽
34 石田　邦夫 117 橋本　　浩二 105 永堀　　貢 後 238 本間　　留雄 159 佐藤　千代丸 後 武井　博幸
83 畠山　則雄 203 青木　　正弘 138 長島　　　武

169 五十里　勝恵 ★ 216 高橋　　和子 河本　静江 ★ 174 野原　 富江 ★ 157 村田　　静枝 ★ 斎藤　和子 ★
189 加藤　 順子 146 有村　暁美 今田　敦子 96 山下　　博子 168 内田　和子 岡田　君枝
204 佐藤　　克子 29 工藤　　テル ★ 品川  美恵 57 市川　十詩代 126 平尾　　鈴子 前 西谷　光代
181 岩瀬　　敏子 93 森　　　貞子 中村　美知 43 島田　　怜子 17 織井　　道子 汐見　朋子

123 平田　　睦子 後

Fチーム(野津田４３点)６位Aチーム（４２点）８位 Bチーム（18点）12位 Cチーム（４４点）３位 Dチーム（３３点）１０位 Eチーム（５５点）２位

ねんりん
男性　68
女性　33

Gチーム(３７点）７位 Hチーム（２９点）１１位 Iチーム（混成　３７点）９位 Jチーム（５３点）優勝 Kチーム（４１点）５位



Lチーム(野津田５１点)４位


