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種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

ありた　ゆうき ぐしけん　こうへい
有田 雄紀 具志堅 興平
(西日本シティ銀行) (トヨタ自動車九州)
あきほ　しゅんすけ うちだ　ひろかず
秋穂 俊輔 内田 裕和
(香椎浜クラブ) (トヨタ自動車九州)
たかた　えいし にしはら　あきお
高田 英志 西原 彰郎
(西部電気工業) (三菱電機)
しげ　たくま のなか　ひろのぶ
重 琢磨 野中 宏修
(ローム・アポロ) (九州大学教職員クラブ)
かねこ　たろう しかた　まなぶ
金子 太郎 四方 学
(アリヨシ) (中津クラブ)
えとう　せいじ なかむら　まさみ
江藤 正治 中村 正巳
(ワンピース) (西日本シティ銀行)
たかお　とおる ひらの　きよた
高尾 孔 平野 清太
(しゃとるクラブ) (飯塚)
こみや　たかよし ひだか　すみとも
小宮 孝吉 日高 澄具
(大牟田クラブ) (九大教職員クラブ)
よしだ　てつお はやかわ　いさお
吉田 哲雄 早川 績
(ヴィンテ－ジ福岡) (庄内)
きい　いそじ まつばら　ひろあき
城井 五十二 松原 浩章
(ヴィンテ－ジ福岡) (ヴィンテ－ジ福岡)
たなか　けいこ にたばる　ちずよ
田中 恵子 仁田原 智都代
(ＡＡ) (福岡市役所)
ぐしけん　こうへい おおつか　さとし
具志堅 興平 大塚 悟司
さかなか　けんた おか　じゅんや
坂中 賢太 岡 純矢
(トヨタ自動車九州) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ)
もとほり　しゅうへい うちだ　ひろかず
本堀 修平 内田 裕和
あきほ　しゅんすけ くろだ　しんじ
秋穂 俊輔 黒田 真司
(香椎浜クラブ) (トヨタ自動車九州)
たかた　えいし のざき　つとむ
高田 英志 野崎 勉
ゆうき　りょうじ みね　ひろし
結城 亮二 峰 浩志
(西部電気工業･バドグラフィティ) (サタナイ･バドグラフィティ)
きくち　ようへい きど　たかお
菊地 洋平 城戸 孝夫
ひむら　かずよし はやし　　じゅんじ
日村 一義 林 純司
(Ｂｅ－ＦｒｅｅＺ･セピア) (セピア･ワンピース)
うえむら　ひろゆき のなか　ひろのぶ
上村 弘之 野中 宏修
しかた　まなぶ おくで　ひろみつ
四方 学 奥出 裕充
(豊前クラブ･中津クラブ) (九大教職員クラブ･バドグラフィティ)
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たにがわ　としゆき なかむら　まさみ
谷川 俊幸 中村 正巳
くぼ　りょういち むくもと　ひろゆき
久保 亮一 椋本 浩行
(老司クラブ･那珂南クラブ) (西日本シティ銀行･西部ガス)
おだ　あきひこ こみや　たかよし
小田 昭彦 小宮 孝吉
かとう　まこと なかむら　ひでひこ
加藤 信 中村 英彦
(柏原クラブ･老司クラブ) (大牟田クラブ･福津市役所)
はえ　ゆうじ きい　いそじ
羽江 雄司 城井 五十二
にしむら　ゆうじ よしだ　てつお
西村 勇二 吉田 哲雄
(高田クラブ･ヴィンテ－ジ福岡) (ヴィンテ－ジ福岡)
にいみ　よしたけ ひろせ　いさお
新美 吉武 廣瀬 勇夫
そえじま　つとむ まさき　としあき
副島 力 眞崎 寿昭
(ヴィンテ－ジ福岡･香住ケ丘ジュニア) (ヴィンテ－ジ福岡)
ふくち　みきこ どうやま　みう
福地 未季子 堂山 美羽
いのうえ　あさみ はやし　めぐみ
井上 亜沙美 林 恵未
(西日本シティ銀行) (セピア)
まつぐま　あつこ むらさと　ひろこ
松隈 敦子 村里 弘子
さいつ　ゆうき うえの　まりこ
才津 優希 上野 真理子
(チームアンバランス･春日クラブ（大分）) (ワンピース)
しらいし　くみこ そのうえ　みき
白石 久美子 園上 樹
きたじま　ふみ みぞかわ　ゆきこ
北島 文 溝川 由希子
(フリーバード･Ｂｅ－ＦｒｅｅＺ) (クリアレディース)
ひがしはま　えみ はらだ　さとみ
東濱 恵美 原田 智美
いわた　ようこ ひろもと　びほ
岩田 陽子 廣本 美秀
(ＫＡＬＥＮ･福間) (ＡＡ･城の原)
あくね やすこ しらき　まゆみ
阿久根 恭子 白木 真弓
こが はるみ しもだ　たかこ
古賀 春美 下田 貴子
(レディバ－ド･老司クラブ) (エンジェル･水俣)
こばやし　えみ にたばる　ちずよ
小林 絵美 仁田原 智都代
いわした　みちよ おおしろ　まき
岩下 美千代 大城 真記
(ＡＡ･クリアレディ－ス) (福岡市役所･イーグレッツ)
たにわき　ようこ みつよし　ちかこ
谷脇 洋子 光吉 千佳子
ながまつ　りつこ うめだ　ますみ
永松 立子 梅田 眞澄
(ＡＡ･下山と) (シャトルフレンズ･ＦＣＣ)
よしもと　たかし おか　じゅんや
吉本 貴 岡 純矢
どうやま　みう かりや　しほ
堂山 美羽 仮谷 志保
(運動具屋･セピア) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ･西日本シティ銀行)
まつお　じゅんじ ありた　とものり
松尾 純次 有田 友紀
まつお　みかこ わたなべ　ゆき
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松尾 未加子 渡邊 有紀
(ごちバド･ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (新日鐵八幡･ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ)
みね　ひろし なかもり　しげお
峰 浩志 中森 茂雄
まつもと　りえ きたじま　ふみ
松本 里衣 北島 文
(バドグラフィティ･西日本シティ銀行) (セピア･Ｂｅ－ＦｒｅｅＺ)
うちこば　ゆたか あおき　よしなり
内木場 裕 青木 良成
いけじり　あきこ いわた　ようこ
池尻 昭子 岩田 陽子
(西紫原クラブ･親和) (トヨタ自動車九州･福間クラブ)
たにがわ　としゆき おくで　ひろみつ
谷川 俊幸 奥出 裕充
こが　はるみ こばやし　えみ
古賀 春美 小林 絵美
(老司クラブ) (バドグラフィティ･ＡＡクラブ)
どうやま　たけし さとう　たかし
堂山 武 佐藤 貴志
どうやま　きみこ ひろもと　びほ
堂山 貴美子 廣本 美秀
(北九州市役所･セピア) (出田実業･城の原)
おだ　あきひこ なかむら　ひでひこ
小田 昭彦 中村 英彦
おだ　みちよ うめだ　ますみ
小田 三千代 梅田 眞澄
(柏原クラブ) (福津市役所･ＦＣＣ)
にいみ　よしたけ おおば　たけし
新美 吉武 大庭 武志
えぐち　かずこ おおば　ちえこ
江口 和子 大庭 千恵子
(ヴィンテ－ジ福岡･遠賀リバ－ス) (百道クラブ)
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