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1 都鳥 松原　隆 水田　幸恵

2 ＢＩＪＯＵＸ.Ｆ.Ｕ 藤井　英司 浦島　治之

3 ＢＩＪＯＵＸ.Ｆ.Ｍ 福井　啓一 松田　香保里

4 ＢＩＪＯＵＸ.Ｓ.Ｙ 杉本　有作 安居　早苗

5 常磐フェニックス 谷口　宮子 小川　一也

6 常磐リビング 八木　俊樹 福田　泰子

7 コンチキチン 芦田　成子 村岸　麻佐子

8 竹の里デイジー 大根　強 山田　裕子

9 竹の里ジュピター 公手　進 小島　豊

10 竹の里ヴィーナス 大槻　得三 指原　利章

11 ＢＳ東山かも川 豊田　正夫 西村　好子

12 ＢＳ東山Ｙ・Ｏ 山村　英次 小野田　泓

13 チャレンジャーＮＫ 葛原　宏三 二宮　俊夫

14 福知山ノアノア 橋本　政三 山本　正和

15 ＣＡＮＡＲＤ 古川　さよ 古川　優子

16 わかば 奥田　剛 井口　理砂

17 竹友会Ａ 内山　正二 松崎　信夫

18 竹友会Ｂ 宮原　興治 長岡　邦夫

19 竹友会Ｃ 中村　利彦 中村　信子

20 ヴァルゴ 南川　良四郎 南川　美智子

21 ＭＩＸ・Ａ 折戸　節子 菅浪　健

22 ＭＩＸ・Ｂ 安田　恵子 菅浪　順子

23 乾・Ａ 西田　咲代 安田　正巳

24 乾・Ｂ 八田　恵美子 西田　修

25 居酒屋　いもの子 北川　薫 辻井　啓三郎

26 中立でんでん 西田　幸晴 村田　幸子

27 中立一条 粂　義一 粂　安子

28 山科スポーツＡ 白坂　清次 奥村　啓一

29 山科スポーツＢ 辻村　外成 上村　昭三

30 山科スポーツＣ 鶴山　治郎 武田　美智子

31 山科スポーツＤ 中江　章子 濱谷　陽子
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32 山科スポーツＥ 菅森　和子 佐野　さざみ

33 山科スポーツＦ 伊藤　武子 磯貝　満子

34 鏡山　Ｍ．Ｓ 宮澤　惇子 佐藤　悦子

35 鏡山　Ｈ．Ｋ 長谷川　哲男 喜井　千鶴代

36 桂川・上野西 伊藤　範洋 坂田　卓也

37 ロビン 後田　幸志 後田　真弓

38 出水ドリーム 松見　安宏 野崎　裕生

39 出水バンブー 働　勇次 竹村　俊康

40 出水ウエスト 西森　仁志 中島　嘉章

41 城巽アリウム 川邊　正人 寺中　照代

42 ＪＯＫＥＲ 廣瀬　正彦 宮西　宏治

43 みわアニーズ 岡部　成幸 岡部　久代

44 トトロとみさき 大槻　昭則 中島　海咲

45 ＹＯＮＣＥ 磯邉　文乃 東条　萌乃佳

46 なかよし、Ｉ・Ｋ 石野　文代 楠原　弘子

47 ＳＩＲＩＵＳ 上田　恭弘 冨山　善文

48 ＬＵＮＡ 上田　妙子 白石　昌美

49 スクラムＡ 高屋　滋 小西　敏

50 スクラムＢ 高屋　トシコ 大槻　優

51 チームホリデー 井上　利秋 鵜川　智一

52 チーム桂 大西　泰治郎 上野　達

53 下鳥羽Ｆ＆Ｈ 廣野　完児 福澤　勲

54 赤とんぼ 永田　和夫 五町森　純子

55 宇多野ＰＣ　Ａ 樋上　正昭 藤原　進

56 宇多野ＰＣ　Ｂ 村田　恵一 高井　義夫

57 宇多野ＰＣ　Ｃ 近藤　敏生 島田　優子

58 宇多野ＰＣ　Ｄ 村田　栄子 藤原　恭子

59 都　てふてふ 小谷　賢了 吉川　次郎

60 松陽ＰＣ　ＮＮ 中野　隆 中野　正子

61 松陽ＰＣ　ＭＭ 光川　東造 森本　省三

62 朱八　Ｋ．Ｎ 中村　サチ子 木葉　美代子

63 丹ペタ　峰山 松本　美都子 岡本　芳子
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64 丹ペタ　京たんご 尾畑　與市 大嶋　盈

65 丹ペタ　ピース 中西　喜作 岩城　弘子

66 長岡京　Ａ 佐藤　章 朝子　紀子

67 長岡京　Ｂ 橋本　久男 澤田　たづ子

68 グランブル 鵜飼　樹 丹野　幸治

69 スバル　春日 山口　茂 山口　照子

70 鴨丸　Ｍ．Ｓ 前田　公美 佐野　ひろみ

71 醍醐　さくら 服部　一平 土井　展

72 醍醐　もみじ 梅村　録男 中田　一男

73 パーク嵐山Ａ 川瀬　敏雄 三牧　紘子

74 パーク嵐山Ｂ 石川　篤 清水　千代子

75 パーク嵐山Ｃ 原田　勝 長谷川　信子

76 ヒガンバナ 堅田　琴美 齊藤　照美

77 嵯峨エール アランコロンボン 堅田　桂子

78 嵯峨ボン 堅田　博 奥村　猛

79 ライジング滋野 木崎　一宏 野田　佳宏

80 京都ヘリポート熊 熊谷　勝 前田　雍子

81 京都ヘリポートＫ．Ｔ 黒木　英男 谷口　俊二

82 京都ヘリポート３０ 清水　三雄 木村　くみ子

83 ルミエール神川 Ｘ 長谷川　重和 奥田　みのり

84 ルミエール神川 Ｙ 石原　鐵朗 高野　亮子

85 ルミエール神川 Ｚ 塩見　義治 須佐美　成

86 なんちゃって神川 中谷　正次 片桐　明

87 紫竹鴨川　Ａ 井上　カツ子 湯谷　茂

88 紫竹鴨川　Ｂ 中西　恵美子 田井　静夫

89 紫竹鴨川　Ｃ 石田　佐知子 山野　廣志

90 桃園　Ａ 安田　守慶 織田　正一

91 桃園　Ｂ 藤原　信三 山田　寛司

92 桃園　Ｃ 堀　えつ子 富永　保夫

93 城陽ＰＥＣ－Ａ 片桐　稔弘 三宅　由巳子

94 城陽ＰＥＣ－Ｂ 竹原　修 武田　豊子

95 城陽ＰＥＣ－Ｃ 柏木　里子 樋口　喜久子
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96 BIJOUX.M.H 杉本　正尚 奥村　洋史

97 BIJOUX.S.O 櫻井　繁徳 奥村　博美

98 BIJOUX.T.F 田畑　益子 藤井　加代子

99

100


