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B L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 伊藤　基文 ｲﾄｳ ﾓﾄﾌﾐ 大山　加津子 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞｺ 福岡 9 11
1 稲垣　知宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 稲垣　尚美 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾐ 福岡 1
9 井上　賢治 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 井上　文代 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾖ 福岡 5 7

37 内野　誠 ｳﾁﾉ ﾏｺﾄ 田口　幸枝 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷｴ 福岡 10 12
5 大津　重夫 ｵｵﾂ ｼｹﾞｵ 大津　とも子 ｵｵﾂ ﾄﾓｺ 福岡 5
21 岡本　友紀子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 久保　君江 ｸﾎﾞ ｷﾐｴ 福岡 10
23 岡本　友紀子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 白石　京子 ｼﾗｲｼ ｷｮｳｺ 福岡 11
22 岡本　友紀子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 原田　優子 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｺ 福岡 9
20 岡本　友紀子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 真子　紀子 ﾏｺ ﾉﾘｺ 福岡 12
13 北川　勝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 岸川　由美子 ｷｼｶﾜ ﾕﾐｺ 佐賀 5 7
3 古賀　正明 ｺｶﾞ ﾏｻｱｷ 江頭　久美子 ｴｶﾞｼﾗ ｸﾐｺ 佐賀 1 3
38 坂井　久雄 ｻｶｲ ﾂﾈﾖｼ 坂井　篤子 ｻｶｲ ｱﾂｺ 福岡 11
28 酒井　義光 ｻｶｲ ﾖｼﾐﾂ 国武　貞子 ｸﾆﾀｹ ｻﾀﾞｺ 佐賀 9 11
12 澤田　久幸 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 澤田　義子 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｺ 長崎 1
19 白石　康弘 ｼﾗｲｼ ﾔｽﾋﾛ 白石　裕子 ｼﾗｲｼ ﾕｳｺ 福岡 3

2 白木　啓悟 ｼﾗｷ ｹｲｺﾞ 福村　沙紀 ﾌｸﾑﾗ ｻｷ 福岡 2
4 4 瀬口　傑 ｾｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 宮本　愛瑛子 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲｺ 熊本 1 2 3
25 田仲　清登 ﾀﾅｶ ｷﾖﾄ 篠原　悦子 ｼﾉﾊﾗ ｴﾂｺ 福岡 11
30 30 谷　泰寛 ﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 谷　幹子 ﾀﾆ ﾓﾄｺ 福岡 9 10 11
8 8 田原　時夫 ﾀﾊﾗ ﾄｷｵ 田原　啓子 ﾀﾊﾗ ｹｲｺ 福岡 5 6 7 8

36 田原　伸広 ﾀﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 上野　佐代子 ｳｴﾉ ｻﾖｺ 福岡 12
14 丹　義純 ﾀﾝ ﾖｼｽﾞﾐ 丹　千恵 ﾀﾝ ﾁｴ 福岡 5 7
6 塚原　清治 ﾂｶﾊﾗ ｷﾖﾊﾙ 末次　悦子 ｽｴﾂｸﾞ ｴﾂｺ 福岡 1 3
33 中村　勝弘 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 藤井　美代子 ﾌｼﾞｲ ﾐﾖｺ 福岡 9 11
10 中村　隆一 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 加川　則子 ｶｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 長崎 1
29 29 中山　順子 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 伊豆　紀子 ｲｽﾞ ﾉﾘｺ 福岡 9 10 11 12
26 26 西原　廸彦 ﾆｼﾊﾗ ﾐﾁﾋｺ 西原　薫 ﾆｼﾊﾗ ｶｵﾙ 福岡 9 10 11
15 15 原田　ゆたか ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 原田　つぎよ ﾊﾗﾀﾞ ﾂｷﾞﾖ 福岡 1 2 3 6 8
7 稗田　照明 ﾋｴﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 井上　恵子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 佐賀 5 7
24 平田　利治 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾊﾙ 嶋田　好美 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾐ 福岡 9 11
16 平田　利治 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾊﾙ 辻　千穂 ﾂｼﾞ ﾁﾎ 福岡 5 7
34 堀　伊智子 ﾎﾘ ｲﾁｺ 高橋　裕子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 福岡 9 11

32 堀　伊智子 ﾎﾘ ｲﾁｺ 森　憲子 ﾓﾘ ﾉﾘｺ 福岡 10 12
11 松石　洋一 ﾏﾂｲｼ ﾖｳｲﾁ 松枝　直美 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾅｵﾐ 福岡 5 7
27 松田　明久 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋｻ 松田　克子 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂｺ 福岡 9 11
18 矢野　亨 ﾔﾉ ﾄｵﾙ 矢野　洋子 ﾔﾉ ﾖｳｺ 福岡 1
35 吉田　邦晃 ﾖｼﾀﾞ ｸﾆｱｷ 井上　あけみ ｲﾉｳｴ ｱｹﾐ 福岡 9 11

17 渡邊　巧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 佐藤　歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 福岡 2
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