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15 伊藤　基文 ｲﾄｳ ﾓﾄﾌﾐ 関谷　秀子 ｾｷﾔ ﾋﾃﾞｺ 福岡 9 11

22 伊藤　基文 ｲﾄｳ ﾓﾄﾌﾐ 藤井　啓子 ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ 福岡 10 12

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 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 7

26 小野　史弥 ｵﾉ ﾌﾐﾔ 松下　璃香子 ﾏﾂｼﾀ ﾘｶｺ 福岡 12

3 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 3 7

24 栗原　彰 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾗ 松下　璃香子 ﾏﾂｼﾀ ﾘｶｺ 福岡 9 11

8 黒田　太地 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲﾁ 黒田　恵子 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｺ 福岡 3

14 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

23 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

27 下川　誠也 ｼﾓｶﾜ ｾｲﾔ 桑原　結衣 ｸﾜﾊﾗ ﾕｲ 福岡 10

17 17 田中　清登 ﾀﾅｶ ｷﾖﾄ 大山　加津子 ｵｵﾔﾏ ｶﾂｺ 福岡 9 10

21 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

7 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 3

2 鶴田　貴彦 ﾂﾙﾀ ﾀｶﾋｺ 井手　可南子 ｲﾃﾞ ｶﾅｺ 福岡 2 14

20 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

5 西原　廸彦 ﾆｼﾊﾗ ﾐﾁﾋｺ 西原　薫 ﾆｼﾊﾗ ｶｵﾙ 福岡 5 7

11 早川　健二 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝｼﾞ 茂島　南歩 ﾓｼﾞﾏ ﾅﾎ 福岡大学 14

18 平田　利治 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾊﾙ 藤井　啓子 ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ 福岡 9

16 平田　利治 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾊﾙ 大山　加津子 ｵｵﾔﾏ ｶﾂｺ 福岡 11

25 平田　利治 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾊﾙ 関谷　秀子 ｾｷﾔ ﾋﾃﾞｺ 福岡 10 12

12 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

19 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

10 10 森　康典 ﾓﾘ ﾔｽﾉﾘ 河野　秀子 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞｺ 福岡 2 5 7

6 矢野　亨 ﾔﾉ ﾄｵﾙ 矢野　洋子 ﾔﾉ ﾖｳｺ 福岡 1

13 山田　豊之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾖﾕｷ 矢頭　可奈子 ﾔｶﾞｼﾗ ｶﾅｺ 福岡 2

4 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 5 7
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