
WTFQ CSRP WT CR WT CR W C T R WQ CS
B L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 井川　良太 ｲｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 阿部　優里 ｱﾍﾞ ﾕﾘ 福岡 4

27 池田　恵都 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 岡田　桃奈 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓﾅ 福岡 11

28 池田　恵都 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 岡田　陽奈 ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 福岡 12

29 池田　進二 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 岡田　陽奈 ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 福岡 11

30 池田　進二 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 岡田　桃奈 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓﾅ 福岡 12

2 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

3 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 3 5

21 井上　義久 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｻ 久保　文子 ｸﾎﾞ ﾌﾐｺ 福岡 7

24 大場　恵美 ｵｵﾊﾞ ｴﾐ 谷川　由美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾐ 福岡 8 10

22 22 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 7 10

16 小畑　良一 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｲﾁ 大崎　優子 ｵｵｻｷ ﾕｳｺ 福岡 5

10 10 神武　　晴 ｺｳﾀｹ ﾊﾙ 池田　結咲 ｲｹﾀﾞ ﾕｻ 福岡 1 2

25 25 神武　　晴 ｺｳﾀｹ ﾊﾙ 関本　知佐 ｾｷﾓﾄ ﾁｻ 福岡 11 12

14 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 1 3

9 白木　啓悟 ｼﾗｷ ｹｲｺﾞ 福村　沙紀 ﾌｸﾑﾗ ｻｷ 福岡 2

20 杉元　和子 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｺ 細川　孝子 ﾎｿｶﾜ ﾀｶｺ 福岡 10

26 26 関本　耕大 ｾｷﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 池田　結咲 ｲｹﾀﾞ ﾕｻ 福岡 11 12

12 12 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 2 3

11 11 田原　時夫 ﾀﾊﾗ ﾄｷｵ 田原　啓子 ﾀﾊﾗ ｹｲｺ 福岡 4 5

7 中井　行雄 ﾅｶｲ ﾕｷｵ 中井　京子 ﾅｶｲ ｷｮｳｺ 福岡 5

1 中塚　陸 ﾅｶﾂｶ ﾘｸ 中村　彩乃 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 福岡 2

15 濱島　雄一郎 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 濱島　まり子 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 福岡 2

23 林　多江子 ﾊﾔｼ ﾀｴｺ 足立　珠美 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾏﾐ 福岡 8 10

17 17 原田　孝祐 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ 菅原　有希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷ 福岡 1 2

6 6 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 4

4 久野　祐太 ﾋｻﾉ ﾕｳﾀ 久野　響子 ﾋｻﾉ ｷｮｳｺ 福岡 4

8 堀内　啓史 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶｼ 山下　文子 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｺ 福岡 1

18 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 3 5

5 矢野　　亨 ﾔﾉ ﾄｵﾙ 矢野　洋子 ﾔﾉ ﾖｳｺ 福岡 1
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