
　　　長崎チーム→ ６.長崎なでしこ ７.若葉ちゃん ８.龍馬っ子 ９.チーム激辛 10.チーム五月晴れ

 ＊東　 史江  ＊坂本真由美  ＊大西このみ  ＊平山成美  ＊永野節子 佐賀・佐世保

  　永友和子     岡田智子     田中タケ子 鮫島典子 大浦はるみ （取得ゲーム数）

佐賀・佐世保チーム 　  山口ふで子 　   上熊須久美子     森内寿美子 田中智子     大畠園子 順位

　　↓ 　  田中久留美     宮元典子     島　美由紀 西田直子 宮崎寿惠美

１　太閤 丸木・小形（１） 河野・小形（０） 脇山・小形（３） 脇山・小形（２） １　太閤

 ＊小形和子  　東 ・永友（６）　坂本・上熊須（６） 大西・田中（６） 平山・鮫島（６）

　　丸木幸子 脇山・河野（２） 丸木・脇山（３） 丸木・河野（４） 丸木・河野（４） （１９）

　　脇山嘉重子 山口・田中（６） 岡田・宮元（６） 森内・　 島（６） 田中・西田（６） １０位

　　河野美智子

２　Ｂｒｕｊａ(ブルーハ） 柏木・角田（４） 柏木・角田（３） 柏木・角田（５） 鳥山・須藤（０） ２　Ｂｒｕｊａ

 ＊鳥山綾子 山口・田中（６）　坂本・上熊須（６） 大西・田中（６） 大浦・永野（６） 　　（ブルーハ）

　　角田蓉子 鳥山・須藤（５） 鳥山・須藤（３） 鳥山・須藤（６） 柏木・角田（６） （３２）

　　柏木愛子  東　・永友（６） 岡田・宮元（６） 森内・　 島（４） 宮崎・大畠（４） ８位

　　須藤れい子 柏木・鳥山（０） 柏木・須藤（０）

森内・田中（１） 宮崎・大浦（１）

３　ごっといテニス 大津・武下（３） 田中・大津（３） 田中・武下（３） 大津・武下（０） ３　ごっとい

 ＊武下みゆき 　東 ・永友（６）　坂本・上熊須（６） 平山・鮫島（６） 大浦・永野（６） 　　　　　テニス

　　田中美紀 田中・西川（６） 西川・武下（２） 大津・西川（２） 田中・西川（６） （２５）

　　大津真由美 山口・田中（１） 岡田・宮元（６） 田中・西田（６） 宮崎・大畠（２） ９位

パート１　成績記録

　　西川睦子 田中・大津（０） 田中・大津（０）

 東　・田中（１） 宮崎・永野（１）

４　フォービース 原田・石橋（６） 原田・石橋（６） 原田・石橋（４） 原田・石橋（２） ４　フォービース

 ＊大島由美子 山口・田中（１） 大西・田中（２） 平山・鮫島（６） 大浦・永野（６）

　　三戸谷晴美 大島・三戸谷（６） 　大島・三戸谷（６）　大島・三戸谷（６）　大島・三戸谷（６） （４４）

　　原田いつみ  東　・永友（２） 森内・　 島（５） 田中・西田（２） 宮崎・大畠（２） ２位

　　石橋順子 原田・三戸谷（１） 原田・三戸谷（１）

田中・平山（０） 宮崎・大浦（０）

５　Ｈａｐｐｙターン 増田・香月（６） 菊地・中島（６） 菊地・中島（６） 菊地・中島（６） ５　Ｈａｐｐｙターン

 ＊菊地千恵子 　坂本・上熊須（４） 大西・田中（２） 平山・鮫島（４） 大浦・永野（５）

　　増田しげ子 菊地・中島（６） 増田・香月（６） 増田・香月（６） 増田・香月（６） （４８）

　　中島直子 岡田・宮元（０） 森内・　島（２） 田中・西田（３） 宮崎・大畠（３） １位

　　香月あや

長崎チーム ６.長崎なでしこ ７.若葉ちゃん ８.龍馬っ子 ９.チーム激辛 10.チーム五月晴れ

（取得ゲーム数）順位 （３５）　６位 (４０)  ３位 （３４）　７位 （３９）　４位 （３６）　５位



６.　それゆけ
　　　　　ＢＡＮＢＡＮ

 ＊稲田千晴  ＊永山民子   ＊塚本ますみ 　＊瀬戸口千鶴 　＊皆川和美 佐賀・佐世保

永島俊子 近藤史子 石川玲子 小玉利依 　   白石喜和子 （取得ゲーム数）

佐賀・佐世保チーム 　深野ゆかり  八木みどり 山口雅代 上原洋子    　加治屋美津枝 順位

　　↓ 檜垣京子 　斎藤みゆき 　 平田千津子 宮崎深雪 　   馬渡一江

１　たちあがれ佐世保　田尻・大久保（６）　田尻・大久保（６）　田尻・大久保（２） 田中・水谷（６） １　たちあがれ

 ＊田中真理子 深野・檜垣（０） 近藤・八木（２） 塚本・石川（６）　瀬戸口・小玉（１） 　　　　　佐世保

　　水谷洋子 田中・水谷（６） 田中・水谷（６） 田中・水谷（４）　田尻・大久保（１） （３７）

　　田尻晴美 稲田・永島（３） 斎藤・永山（０） 平田・山口（６） 上原・宮崎（６） ３位

　　大久保真弓 田中・田尻（０）

小玉・宮崎（１）

２　あじさい 大渕・向井（６） 山崎・久家（６） 大渕・向井（２） 山崎・久家（２） ２　あじさい

 ＊向井和子 稲田・永島（４） 斎藤・永山（０） 平田・石川（６） 白石・皆川（６）

　　大渕真由美 山崎・久家（６） 大渕・向井（６） 山崎・久家（２） 大渕・向井（２） （３２）

　　山崎遥子 深野・檜垣（１） 近藤・八木（０） 塚本・山口（６） 加治屋・馬渡（６） ５位

　　久家恵子

３　オオヌマキモリ 大石・沼田（６） 木口・守田（２） 木口・守田（６） 大石・沼田（２） ３　オオヌマ

 ＊大石尚美 永島・檜垣（１） 近藤・八木（６） 瀬戸口・小玉（２） 白石・皆川（６） 　　　　　キモリ

    木口美香 木口・守田（６） 大石・沼田（５） 大石・沼田（２） 木口・守田（２） （３２）

    守田政子 稲田・深野（２） 斎藤・永山（６） 上原・宮崎（６） 加治屋・馬渡（６） ６位

パート2　成績記録
　　　長崎チーム→ ８.ギャ-とるず４ ９　ワンピーズ 10.ちょっと見ヤング７.カルテット

    守田政子 稲田・深野（２） 斎藤・永山（６） 上原・宮崎（６） 加治屋・馬渡（６） ６位

　　沼田千鶴子 木口・大石（１）

上原・小玉（０）

４　みっちゃんといっしょ 岡　・牟田（０） 岡　・牟田（２） 木下・谷丸（４） 牟田・谷丸（６） ４　みっちゃん

 ＊木下厚子 深野・永島（６） 平田・山口（６） 瀬戸口・小玉（６） 白石・皆川（５） 　　　　といっしょ

    谷丸みち子 木下・谷丸（６） 木下・谷丸（０） 岡　・牟田（６） 岡・木下（２） （２７）

    岡　　信子 稲田・檜垣（５） 塚本・石川（６） 上原・宮崎（４） 加治屋・馬渡（６） ８位

    牟田ゆかり 木下・牟田（１） 岡　・木下（０） 牟田・木下（０）

永島・檜垣（０） 小玉・宮崎（１） 白石・馬渡（１）

５　ＲＩＢＯＮ 黒田・村上（６） 村上・江口（０） 黒田・村上（６） 黒田・村上（６） ５　ＲＩＢＯＮ

 ＊黒田和美 近藤・八木（５） 石川・山口（６） 瀬戸口・小玉（２） 白石・皆川（５）

    猿野由理 猿野・江口（６） 黒田・猿野（１） 猿野・江口（４） 猿野・江口（３） （３２）

    江口恵子 斎藤・永山（２） 平田・塚本（６） 上原・宮崎（６） 加治屋・馬渡（６） ７位

    村上須美 村上・江口（０） 黒田・江口（０）

小玉・宮崎（１） 加治屋・白石（１）

６.　それゆけ
　　　　　ＢＡＮＢＡＮ

（取得ゲーム数）順位 （２２）　９位 (２１)  10位 （４８）　１位 （３６）　４位 （４８）　２位

１０.ちょっと見ヤング長崎チーム ７.カルテット ８.ギャーとるず ４ ９.　ワンピース


