
富山富山富山富山 埼玉埼玉埼玉埼玉 静岡静岡静岡静岡 群馬群馬群馬群馬 長野長野長野長野 勝敗勝敗勝敗勝敗 順位順位順位順位

№1 鈴木鈴木鈴木鈴木 佐伯佐伯佐伯佐伯 46 63 65 61

№2 島島島島 山崎山崎山崎山崎 65 63 63 61

№3 八ッ橋八ッ橋八ッ橋八ッ橋 高橋高橋高橋高橋 61 65 64 06

№4 田子田子田子田子 飛弾野飛弾野飛弾野飛弾野 36 36 62 26

№5 山木山木山木山木 毛呂毛呂毛呂毛呂 ※53 64 65 46

3-23-23-23-2 4-14-14-14-1 5-05-05-05-0 2-32-32-32-3 3-13-13-13-1

№1 大西大西大西大西 石川石川石川石川 64 60 61 61

№2 松村松村松村松村 宇田宇田宇田宇田 56 64 61 63

№3 寺田寺田寺田寺田 袋井袋井袋井袋井 16 46 46 06

№4 水谷水谷水谷水谷 古市古市古市古市 63 36 65 36

№5 藤原藤原藤原藤原 高橋高橋高橋高橋 ※35 56 61 64

2-32-32-32-3 2-32-32-32-3 4-14-14-14-1 3-23-23-23-2 2-22-22-22-2

№1 渡邊渡邊渡邊渡邊
鈴木鈴木鈴木鈴木 36 06 46 46

№2 和田和田和田和田 沼尻沼尻沼尻沼尻 36 46 63 06

№3 森上森上森上森上 馬越馬越馬越馬越 56 64 46 ※23

№4 千葉千葉千葉千葉 川原川原川原川原 63 63 65 06

№5 則武則武則武則武 藤牧藤牧藤牧藤牧 46 65 63 36

1-41-41-41-4 3-23-23-23-2 3-23-23-23-2 0-50-50-50-5 2-22-22-22-2

№1
蝦澤蝦澤蝦澤蝦澤 六本木六本木六本木六本木

56 16 64 46

№2
藤生藤生藤生藤生 児島児島児島児島

36 16 36 46

№3
根岸根岸根岸根岸 小林小林小林小林

46 64 64 46

№4
柳井柳井柳井柳井 長岡長岡長岡長岡

26 56 56 26

№5 柘植柘植柘植柘植 仁井田仁井田仁井田仁井田 56 16 36 26

0-50-50-50-5 1-41-41-41-4 2-32-32-32-3 0-50-50-50-5 0-40-40-40-4

№1 野村野村野村野村 吉塚吉塚吉塚吉塚 16 16 64 64

№2 御園御園御園御園 北澤北澤北澤北澤 16 36 60 64

№3 伊藤伊藤伊藤伊藤 上村上村上村上村 60 60 ※32 64

№4 佐藤佐藤佐藤佐藤 宮崎宮崎宮崎宮崎 62 63 60 62

№5 石川石川石川石川 田中田中田中田中 64 46 63 62

3-23-23-23-2 2-32-32-32-3 5-05-05-05-0 5-05-05-05-0 3-13-13-13-1

※印の試合は会場の都合により両者合意の上終了しました。

勝敗が同じ県は直接対決の勝者を上位とします。

参加メンバー表参加メンバー表参加メンバー表参加メンバー表

代表代表代表代表 吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子

仁井田 美佳仁井田 美佳仁井田 美佳仁井田 美佳

柘植 貴子柘植 貴子柘植 貴子柘植 貴子

六本木 由美子六本木 由美子六本木 由美子六本木 由美子

田中　聡美田中　聡美田中　聡美田中　聡美

石川　亜里子石川　亜里子石川　亜里子石川　亜里子

宮崎　栄子宮崎　栄子宮崎　栄子宮崎　栄子

佐藤　英里香佐藤　英里香佐藤　英里香佐藤　英里香

上村　和美上村　和美上村　和美上村　和美

伊藤　綾子伊藤　綾子伊藤　綾子伊藤　綾子

北澤　佳代北澤　佳代北澤　佳代北澤　佳代

御園　由紀子御園　由紀子御園　由紀子御園　由紀子

吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子

根岸 敦子根岸 敦子根岸 敦子根岸 敦子

小林 富美子小林 富美子小林 富美子小林 富美子

№4№4№4№4

２０１８年度　アップル杯２０１８年度　アップル杯２０１８年度　アップル杯２０１８年度　アップル杯
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岡岡岡岡
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勝敗勝敗勝敗勝敗

勝敗勝敗勝敗勝敗

勝敗勝敗勝敗勝敗

勝敗勝敗勝敗勝敗

勝敗勝敗勝敗勝敗

長長長長

野野野野

県県県県

報告者　　　長野県支部　竹内郁美

以上　ご報告いたします。　　　２０１８年１２月１７日

袋井　亜由美袋井　亜由美袋井　亜由美袋井　亜由美

水谷 　　幸水谷 　　幸水谷 　　幸水谷 　　幸

№5№5№5№5

富山県富山県富山県富山県

山木葉子山木葉子山木葉子山木葉子

鈴木　千香子鈴木　千香子鈴木　千香子鈴木　千香子

佐伯　ゆかり佐伯　ゆかり佐伯　ゆかり佐伯　ゆかり

島　喜代美島　喜代美島　喜代美島　喜代美

山崎　英吏子山崎　英吏子山崎　英吏子山崎　英吏子

八ッ橋　幸代八ッ橋　幸代八ッ橋　幸代八ッ橋　幸代

高橋　好江高橋　好江高橋　好江高橋　好江

田子　由美子田子　由美子田子　由美子田子　由美子

飛弾野　朋子飛弾野　朋子飛弾野　朋子飛弾野　朋子

山木　葉子山木　葉子山木　葉子山木　葉子

毛呂　博美毛呂　博美毛呂　博美毛呂　博美

№1№1№1№1

№2№2№2№2

№3№3№3№3

藤原　佐美子藤原　佐美子藤原　佐美子藤原　佐美子

高橋　美帆子高橋　美帆子高橋　美帆子高橋　美帆子

静岡県静岡県静岡県静岡県

鈴木　浩美鈴木　浩美鈴木　浩美鈴木　浩美

渡邊　由紀子渡邊　由紀子渡邊　由紀子渡邊　由紀子

鈴木　浩美鈴木　浩美鈴木　浩美鈴木　浩美

和田　恵子和田　恵子和田　恵子和田　恵子

沼尻　容子沼尻　容子沼尻　容子沼尻　容子

森上　佳代子森上　佳代子森上　佳代子森上　佳代子

馬越　敬子馬越　敬子馬越　敬子馬越　敬子

千葉　富士子千葉　富士子千葉　富士子千葉　富士子

川原　牧子川原　牧子川原　牧子川原　牧子

則武　裕子則武　裕子則武　裕子則武　裕子

藤牧　美幸藤牧　美幸藤牧　美幸藤牧　美幸

宇田　 　薫宇田　 　薫宇田　 　薫宇田　 　薫

寺田　幸子寺田　幸子寺田　幸子寺田　幸子

名前名前名前名前

長野県長野県長野県長野県

柳井 恵子柳井 恵子柳井 恵子柳井 恵子

長岡　愛長岡　愛長岡　愛長岡　愛

群馬県群馬県群馬県群馬県

蝦澤　一子蝦澤　一子蝦澤　一子蝦澤　一子

藤生 優子藤生 優子藤生 優子藤生 優子

児島 実由記児島 実由記児島 実由記児島 実由記

蝦澤 一子蝦澤 一子蝦澤 一子蝦澤 一子

古市　祐美古市　祐美古市　祐美古市　祐美

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

 石川　理絵 石川　理絵 石川　理絵 石川　理絵

大西　昌美大西　昌美大西　昌美大西　昌美

石川　理絵石川　理絵石川　理絵石川　理絵

松村　直美松村　直美松村　直美松村　直美

野村　由紀子野村　由紀子野村　由紀子野村　由紀子

2222

4444

3333

5555

1111

順位順位順位順位

１位１位１位１位 長野県長野県長野県長野県 ２位２位２位２位 富山県富山県富山県富山県 ３位３位３位３位 静岡県静岡県静岡県静岡県 ４位４位４位４位 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 ５位５位５位５位 群群群群


