
第６３回 5.1.15 伊藤肇子 宮嶋秀行 玉置きよ子

第６２回 4.5.９ 伊藤肇子 天野京子 玉置きよ子

第６１回 4.5.5 伊藤肇子 玉置きよ子 檜山公美子

第６０回 4.1.10 山本千恵子 伊藤肇子 玉置きよ子

第５9回 　3. 9.20 杉崎加代子 伊藤武 玉置きよ子

第５8回 　2. 9.22 二ッ森由美 和田恵 玉置きよ子

第５７回 　2. 1.19 伊藤肇子 和田恵 玉置きよ子

第５６回 　1. 9.16 山本千恵子 毛塚雅子 天野京子 玉置きよ子

第５５回 　1. 5. 6 山本千恵子 毛塚雅子 伊藤肇子 天野京子

第５４回 31. 1.20 山本千恵子 毛塚雅子 伊藤肇子

第５３回 30. 9.17 伊藤肇子 武永実花 玉置きよ子

第５２回 30 .5. 5 伊藤肇子 海老原勝人 中田裕希子

第５１回 30. 1.21 伊藤肇子 中井理恵 渡部徹

第５０回 29.　9.18 伊藤肇子 玉置きよ子 岩崎高之

第４９回 29.　5.5 伊藤肇子 小川清美 杉崎加代子

第４８回 29.　1.15 伊藤肇子 玉置きよ子 中井理恵

第４７回 28. 9.22 伊藤肇子 篠田龍佑 奥田正人

第４６回 28. 5.5 伊藤肇子 篠田沙代子 杉崎加代子

第４５回 28.1.17 伊藤肇子 篠田沙代子 伊藤武

第４４回 27.9 玉置きよ子 奥田正人 髙橋久美

第４３回 27.5 伊藤肇子 玉置きよ子 中井理恵

第４２回 27.1 毛塚雅子 伊藤肇子　　　　玉置きよ子

第４１回 26.9 玉置きよ子 杉崎加代子 岸本理佳子

第４０回 26.5 伊藤肇子 玉置きよ子 鈴木信之

第３９回 26.1 伊藤肇子 玉置朝啓 中井理恵

第３８回 25.9 伊藤肇子 玉置きよ子 青栁朋子

第３７回 25.5 伊藤肇子 玉置朝啓 和田恵

第３６回 25.1 伊藤肇子 玉置きよ子 中井理恵 鈴木百々子

第３５回 24.9 岡崎正典 蓬田江美 根岸昌代

第３４回 24.5 伊藤肇子 安東寿展 篠田沙代子

第３３回 24.1 伊藤肇子 鈴木信之 高橋久美

第３２回 23.9 伊藤肇子 玉置きよ子 杉崎加代子

第３１回 23.5 玉置朝啓 中井理恵 杉崎雅彦

第３０回 23.1 伊藤肇子 大村敦毅 和田恵

第２９回 22.9 玉置きよ子 中井理恵 高橋久美

第２８回 22.5 小林清一 中井理恵 杉崎雅彦

第２７回 22.1 伊藤肇子 矢部行英 伊藤まり子

第２６回 21.9 玉置朝啓 中井理恵 高橋久美
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第２５回 21.5 玉置きよ子 伊藤まり子 鈴木百々子

第２４回 21.1 田中節子 毛塚雅子 伊藤肇子

第２３回 20.9 伊藤肇子 小林清一 杉崎加代子

第２２回 20.4 村松昌弘 玉城盛辰 玉置きよ子

第２１回 20.1 伊藤肇子 鈴木美代子 松原勲

第２０回 19.9 桜田哲也 神山裕司 藤井明美

第１９回 19.5 神山裕司 玉置きよ子

第１８回 19.1 平田倫子 玉置きよ子

第１７回 18.9 小林清一 岩橋洋子 福島久美子

第１６回 18.5 小林清一 中井信一 富田勇美子

第１５回 18.1 伊藤肇子 小林清 福島久美子 岩橋洋子

第１４回 17.9 伊藤肇子 高橋道子 杉崎加代子

第１３回 17.5 石原市三 小川純 中井信一 大垣裕一

第１２回 17.1 伊藤肇子 小川純 中井信一

第１１回 16.9 小林清一 中井信一 藤井雅明 富田雄策

第１０回 16.5 伊藤肇子 岩橋明 福島篤夫 小川清美

第９回 16.1 伊藤肇子 小川純 神山裕司 森信一

第８回 15.9 伊藤肇子 小川純 岩橋明 大垣あき子

第７回 15.5 小林清一 小林茂之 藤井雅明 中井信一 富田雄策

第６回 15.1 伊藤肇子 布村忠裕 小林清一 中井信一

第５回 14.9 伊藤肇子 岩橋洋子 篠田龍佑 千田修治 二ッ森由美

第４回 14.5 佐々木雅和 宮澤憲夫 花岡浩司 阿部島成子

第３回 14.1 伊藤肇子 小川純 神山裕司 千田修治 中井理恵

第２回 伊藤肇子 小川純 小林京子 中井理恵 杉崎加代子

第１回 13 伊藤肇子 小林京子 中井理恵 杉崎加代子


