
2022/8/14第46回小田原地区夏季クラス別個人卓球大会入賞者

男子個人戦

区分 氏名 チーム名 氏名 チーム名 

1部S 

優勝 黄塚結空 R工P 3位 柳川大智 富士フイルム 

準優勝 鈴木歩 R.i.P 3位 篠崎悠太 東海大学 

/ 下位優勝 田中克幸 夢想塾 

2部S 

優勝 重永博昭 夢想塾 3位 山本誠 富士ファミリー 

準優勝 米野健太 PBクラブ 3位 柴田和廣 OMC 

/ 下位優勝 谷内康人 酒匂卓球クラブ 

3部S 

優勝 増田佳- R.i.P 3位 金澤祐孝 相模クラブ 

準優勝 青木一美 小田原市役所 3位 荻野昭人 相模クラブ 

/ 下位優勝 石川賢治 ひまわりクラブ 

4部S 

優勝 川崎正太郎 ノルテ・モンタ一二ヤ 3位 兵藤哲仁 ノルテ・モンタ一二ヤ 

準優勝 貴弘範行 富士泉 3位 折田龍男 富士ファミリー / 下位優勝 天野宏 夢想塾 

高校生S 

優勝 高岩陸生 たなかクラブ 3位 二宮佑斗 たなかクラブ 

準優勝 深澤健太 たなかクラブ 3位 原孜斗 たなかクラブ 

/ 下位優勝 和気寛一郎 旭丘高 

中学生S 

優勝 佐々井国光 たなかクラブ 3位 小澤快王 たなかクラブ 

準優勝 中村来哉 酒匂卓球クラブ 3位 天野竜聖 たなかクラブ 

下位優勝 藤原 酒匂卓球クラブ 

女子個人戦

区分 氏名 チーム名 氏名 チーム名 

1部S 
優勝 牛沼絢美 東京女子体育大学 3位 

準優勝 大塚歩 たなかクラブ 3位 

2部S 
優勝 志村李緒 酒匂卓球クラブ 3位 

準優勝 小黒紀子 夢想塾 3位 

中学生S 

優勝 二宮和子 たなかクラブ 3位 園部花穂 たなかクラブ 

準優勝 谷内花奏 酒匂卓球クラブ 3位 小黒咲紀 夢想塾 

下位優勝 酒口雛 松田中 
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e☆軸のチームにコート費僅琶となっていただきます。

eタイムアウト制は、採用しておりません。

e練習ば、3本づつでお願いし薫す
e ゴミは各轟お持ち帰り下さい。

e喫煙は、各所定の場所でお願いし薫す。
e 2階観覧籍と体育館フ鵠ア境への行き来は、必ず

シューズを履き馨克て下さい。

e体育館ブ纏ア∞からの出入りの際は手指のアルコー弓レ洗

浄を徹底して下さい。

e試合以矧まマスクの馨閏をお願いします。
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l○○l.調●●=▲l11●uタか`.叫吋l,■農●l`.賀●バ〆l●l+いい●…Ior_'' ..`l●̃競m而l̃0̃=r▲‾‾ヽ●●●職二二㌢r>調l○○u.●lJ.●調W」嶋,lo*'"l.I-̃ m成東Im9●t.教賀"ll○○り=●賀l●●-くヽ●′持農↓寄`面co章●岬.m̃)`"●・● H寄IWoL_.一・一`録農∩ル■l,l+l'.賀l'.賀`・^}

鰻薙哲藷穀詐勅撰持越阜三和擢材芳∴稚施諺既鸞

貴弘(嵩士泉) 本多(A丁C)
l購t○○の青l●)・l(●""岬・▼-輸=01青い●∩(章={巾の●I調ヽ章"の)●●●…●購i事"い寄り ㌦章}調′ヽ●"▼"軍書l帥調u重1""-教くく章調調i青同のloh●ヽ○`)"ll

藤村(璃模クラブ) 有賀(A丁c)
音i’“「‾▲ii‾“亡‾i○○…臆二二臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆二 _音-∴音 -.臆臆臆臆臆 .‥音_- 臆 二臆臆臆._-.〇 二‾‾ こ ∴ _∴ ∴ 二言 ∴ ∴二

‾

二二

関田擁丁c) 野塩(上締申)
̃細り直ini`▲章mu``llu■〆事■●●●脚r_'.●調調".▼"●`"●●置i●-.●青書"軸○○ '.m‖n置く●●a'(●●●L.賀轟章m¦¦職・●事●<○○●`●録Il●●`調aI'購●種鱒

兵藤(ノルデモシターニヤ) 輯本(A丁c)

川崎(ノルテモシターニヤ)

翻築く蕾士フアぎ」-) 雷鳴(上府中)メ A-3

成澤(上輔車〉 高鳴(個人) B-4

①春敢夢想勘

貞訟(雷ま泉) 本多(A丁C)
I`●●.耳"●.l●-●・`hヽ"-・・・-●ヽ●○○i●富"機動調購●l調●心I●賀Il〇〇〇●章○●叩●億 l農oヽlロお"録Ilnでく持…●lo書I▼調Im●●●●′

醸畢鯖額クラブ主 高鷲(飾C)

尾轟く夢想塾)

斬閏(雷士プアぎj岬)

河西(苦闘鳥詰襟)

稲葉結士プアぎj-)1 宮崎(上府中) A-4

成薄く上騎申) 轟鳴く個人)



鰐轍盟脇蟹缶鴫プ雰ン阜J∴ 二者阜名菓舐」馨
(21…26コート)

C)雲母確な細ラブ) 野村(姫島萬) 長谷川(開成クラブ)轟憲二出盛轟とA細1

石川(調光商う∴∴頗(たなかクラブ) 襲崎(旭丘高) 撞澄蹴_.C-2

和気(旭丘窟) 深澤(たなかクラブ) 懐閏へ(山北商工 伊地(開成クラブ)B-2

荘て開成グラブ) 露木(善感亀嵩) 石沢(旭丘南) 相原(たなかクラブ)巨-1

蒔田(害田島窟) 兵弗(山北窟)〇滴蓄てだ雇がクラブ)‾ 荘重二蹴‾D-1
1'l"●輸(場1章かl●■●lm輸′l●O寄1il●●-●くす●●◆●・、・●小rl̃t●lao●録l●寸ヽイl}●● .ur"t-)●u▲l岬〇億l“l"I農費∞l●)lt・種nヽl…l〆●{・■中一'職一鴫l●lあ 0'.=い青書.1●"t,輸●種で京●●●賀ミ●●,'''1○○で●"l'・●寄W'.¦.}・"1}"かm̃_. n′i書".職un)uol重青嶋a●ol場Il農ml"●寄書●●{調′■●●"tl"●m.9¶賀".の}賀●l)}ヽ●

石川(山北商)⑪嬢‾(危ながクラブ)∴‥嚢崎(旭丘高) 韓沼二酷C-1
●-Il●種i録●●…i●夢農●●巾鴫[単○○{"嶋▼・刷○○のl青i▼■青か書,●ヽ調○○"録○ ○}〇〇〇の′農場l◆)調`輸い筒●h■ふ●ふi.o■○○●購調〃請l◆001録細〇 ・′職1r.二三二㌦こ●■m●●●lかゆ●o録11●・.一関▲録ll審l甲州l,"●●-t●●録`調鶴 ●置),郵●●"u●、〇〇二二二…●"●"∞●小l"●露ヽ○意か●●調書l,種●叫-∩?〇

二善くだなかクラブ) 野村(旭丘高) 虔軸l!網球クラブ)I 醐-Aゼ
'`l"n○l¶青uu種ml購-1r【…{i持I●-1●"l置l賀●lく青…′"nl●●l''章Il" `uふ置)調_̃¦"l[¦'農場の言へ・--mIn●● l''○○賀ヽI〇〇〇¶"lnq'`置n"種11ma種●l'二二一二二=l賀ヽ▼●t青嶋mヽ賀●細調●の録● .¦●動調書uu●Olu皿●■章一u脚,●I"置●aO'小l-調購I章○○購▲"

蒔田(毒田島轟) 巽弗(調光轟) 轟寄(たなかクラブ) 本立(旭丘萬)D-2

辻(開成クラブ) 露布く吾謡鳥萬) 石沢(旭岳高) 絡牢脆なかタラの E-2

●細-′田川鯵●(l●u青置l巾…▼.かく○○"`uれ寄嶋か調関lヽ○○ .○○恥の農l具I○○録農章O肌〇〇〇機関ut▲く京○○動議il・賀l賀?・●・"l ●.9こ.○○巾か帥調lす録〇〇蘭調録Ilきり関調購1調が-種面〇 ・●)′′青{のきl録uu○○調一関徽章,賃農機〇〇〇●"("…

和気(旭丘裔)㊤擬(髄かクラブ!原田(山北窟)馳(開成クラブ)B-1

解読轟綾碧脇撒布鴨プメタだj l醐費
二宮(たなかクラブ)

石川(山北窟)

和気(旭丘轟)

辻(開成クラブ)

蒔田(喜田轟高)

石川(山北轟)

二審(たなかクラブ)

蒔田(喜田萬寓)

辻(開成クラブ)

寄I)●l′.●●寄`ヽ○○嶋●青く●′●l◆●か●ヽ●′l●u農○輸nllれ●ll●心〇・′●賀u●1録)ヽ○○

①廟気(旭岳爵)

野村-〔購丘裔〕

原(たなかクラブ)

深澤(たなかクラブ)

露木(音田島轟)

兵井(山北萬)

原(たなかクラブ)

野村(掴岳商)

兵弗(山北萬)

篤木(蓄感電萬)

深澤(たなかクラブ)

長谷引l(開成クラブ) 轟霞二馳__A-3
能町同調i吋〇着種同調調二二〇回章1●● ′●●●●`ll●録競れ場裏の巾のn調書●●"は〇〇着寄れ細l(●種`l●9,岬.1m●l喜●い

長崎(旭丘高) 鞘‾C置4
甲南調い画質’郵.●筆録ol・_.調′賀tl録。〕ll〇、農鱒動議●暮れれ一●賀〇 ㌦"置○○}i●・、輸●二二m調の青く.●`l●a重●(筒9=Ml億`賀ヽ賀書直●l′u′●l○○●.

原田(山北窟) 穆地‾‾(開成クラブ)B-4

∪●●●《“章○○●●●●ヽ●輸◆種l.`●動議○○し○章能巾●●高場裏〇㌦∩"書9山場い〇〇・一〇購輸U ̃●-●●-○○●細肌●●-"l-ヽ調●●●場′●●●"いĨ…●ll1一費●〇〇〇●●●●ノ●●●一着●購●.}●

石沢(旭丘商) 砲醸(たなかクラブ)軍-3

-′照りW、、・○鯵1費●q(・l●〇・U叩l叩・関I′巾rm,●…i●O購●aの.} ●n′'̃-IJなl●"○○か'…重録・・細1.'ml'.書●-'賀▲…●・u.'''`''-Iñmu*,'l◆`.持

寄巻くたなかクラブ) 本立(旭丘轟主二か3
購●●●-同1(・が・場l●●mI●鴨場●Iiぴぃ"ヽ○○●`○○1○○…-i億●富"●◆●● ●.賀′ヽo●●●lt農●場のl′寄食●"l●●巾●調録調一着lの一種事′へ・・``●ヽ,●′′・1ヽ・lヽ′・q●-●〇・l

震噂(旭丘蕎) 輔醐Cへ3
岬の)録鴫かh●..l・′章.●寄}購`、,で●●l,賀`.・一種,、.-賀....●章○○∩●}〇〇・●卜"′農,レ●.i ●○○種"h●青l〃置.●賀`競)●l’)徽.▲〇〇〇▼職-●録●農-●i叫●`l●●・".1i..,ヽ′▼.′-..賀青∩面"′

長谷川(開成クラブ) 鞘A-4
h●タ・岬●●`●`●▼●輸●●●"●lio◆``●●冊○○録t`●}〇・●●ヽlll賀〇〇〇〇-●○○●■l `●ヽIの●種●◆l〇㌦Iヽ農沖●ヽ●ヽ裏●….1¶置細東川〇〇一●,●●●調l●l●●●●●I岬I:-●●●}●ヽ■●●1●"

霜害(たなかクラブ) 軸瞳転聾」D-4
」÷-〇二′く…"●賀"`"く…●-・●l購l賀同量′"I●l伽●00富●○○ト●●○○● -●▼○○●i{輸m岬"I′●○●1●●一機ヽ●●録▼●ヽ購かむ青】」●○○●▲l●●●-●賀ん●●(’}"′●へ●富農輸∩山●

石沢(旭丘憲) 相原(たなかクラブ)巨-4

●▲l●農-●,llI青I1-1ol持Ill賀′`賀i"●農II.u置け…●`●」■`●肌.●観職か叫●●i「●)

頗閏(山北轟) 伊抱く開成クラブ)B-3



甥若駒緒仁∞昇釆ン寿] 硝紫君雀藷電界馨
(42…48コ面ト)

①秦秋雄かクラブ) 本橋(たなかクラブ) 吉田(松田申)
調○○→書葵●・〇・●・●■h・“ヽ肌●hl“・○○…種●・●ul〇白い,.●一観録南」o)i・輸 Ii・・へ-●・小具".●.・一〇か---・-・〇一-1′●-●す・↑○●〇一、●l・1

僅々井(たなかクラブ) 南井ぐだなかクラブ) 川瀬(松田申)

谷内(酒匂卓球クラブ) 園部(たなかクラブ) 糊
●-●ヽu場重い--{`〇〇〇●′n●費」-●●" ヽ●〇●章●●◆●′l●●}●.●U●’●置"●`○●〇・の〔ヽヽ輸l"●

碑林(松田申) 渡透くたなかクラブ) 藤原(酒匂卓球クラブ)

(∋中村(酒向卓球クラブ)
添田(たなかクラブ)

重l11illい●lll輸●のIlluIlい′イI〇〇・-ヽ●●′」か"′●事で●′●ト●・■●・.●i●・、)●●青●●ヽ●●1●U(o●調●●lIll ・〕◆)■■▲農1,l〇、一動議種重事l"●{llil●●・・lいl購●購○○"{●●ヽ青〕○●ヽ"■I●…

富根(松田申) 熊谷(松田申)‾

小澤(たなかクラブ) 山口(たなかクラブ)
nlll…●lilW..1'¦h`l`賀●-11、h̃録ヽ}"・●・、録1̃'.'・′購う●ヽlo●○○h・i賀-農_▲{.●. 1録+'ll{◆●●凡u'二〇.‥l・●l●細農l̃'書書で一W`●●剛l●■剛●l●●¦"_''

蔀栂(たなかクラブ) 蹴
●`タ録夢`叫Oo}1-○●●・-・・書・▲1{i●J職一能賀`●lノヽ`′`e仰r`●l議I""

⑤一小澤(髄かクラブ))∴∴山旧(たなかクラブ)

北村(たなかクラブ) 童毒輔

各務(松田中) A1

騎又(松田申} B-2

■l■lく●●巾…●◆l●《"〃○○"●・◆●●●事u"-■ヽ′′l●し●●●《●"賀●u(調い調鯵Il,`●

主大津(松田申)三 G-2

(たなかクラブ) H-1

中村(松田申)

羽臨くだなかクラブ)

杉噂臆_(松田申)

南雲(松田申)

杉崎(松田申)

萬雲(松田中)

植村(松曲中) c-2

叩ヽ)雛▼t.●-.}l〇億11回章i--一具か賀●軍】n●U購高●山賀;.置.-●〇一一---鶴"←暮●へ●.◆}〇一

佐々木(たなかクラブ) D-1

_二二h{・の岬賀O賃青嶋l賀"岬細い●岬l嶋i"●青書ヽ●●巾岬l.hヽ1`●l`ぐ′録●●・′`●l●賀●l○○○○

植村(松田申) c-1

二二二∴臆臆二二.∴臆臆 臆∴臆 .:‾音-
‾ ‾

. ∴.音∴臆「

佐々木(たなかクラブ) D-2

E-2中村(酒匂卓球クラブ) 薄田臆(危なかクラブう 中村(松田や)

鷺破臆(松田中) 熊谷(松田申) 羽田(たなかクラブ)

筆肉臆(酒向卓球クラブ}3 園部(たなかクラブ) 脚
小林(松田申) 綬淫くだなかタラギ)∴∴謹聴(酒匂卓球クラブ)

大津(松田申) G-1

(たなかクラブ) 臣2

天野(たなかクラブ) 本橋(たなかクラブ) 喜田(松田中り 各務(松田申) A-2

くつ壁明確なかクラブ)‾
説くたなかクラブ) 用瀬(松田中) 勝又(松越中) B1

籍籍 醐駒村鑑阜一才ガン生l∴計箇貌敢為馨
天野(たなかクラブ)

佐々井くだなかクラブ)

小林(松田中)
i章`●青ri㌦い,●《●●`{∩(●●l賀"▲●〇・〇●′l′●""■h̃叩動lm購病il葛●輸○○●“●l●-章の.●’●l

中村(酒向卓球クラブ)

本橋(たなかクラブ) 吉田(松田申) 各務(松田申〕 A-3

膚拭く危ながクラブ) 用瀬(松田申) 勝又(松鎮申) B-4

蒜毒蒜発言c芦蒜詰㌻’’綴喜蒜雰㌻什

谷内(酒匂卓球クラブ)

小澤(たなかクラブ)

北村(だなかクラブ)

小澤(たなかクラブ)

北村(たなかクラブ)

小林(松田申)

富根(松田中)

添軽くたなかクラブ) 申蒋(松田申) 巨-3

1)関●●ヽll嶋ヽ●●l岬山●調̃,i書●.

大津(松田申) G-4園部(たなかクラブ)

山口(たなかクラブ)

塑蛙で

曲調くだなかクラブ)

襲
置

渡遜(たなかクラブ)

熊谷(松田中)

谷内(酒匂卓球クラブ)

天野(たなかクラブ)

佐々井(たなかクラブ)

_ニ園二輔二

杉崎(松田申)

醇雲(松田中)

杉崎(松田申)

薄雲(松田申)

醸隙(酒匂毒蛾クラブ)

璃部(たなかクラブ)

俸績(たなかクラブ)

語弊(たなかクラブ)

植村(松題申)っ C-4

〇〇〇l輸●賀′ロol録●勺の裏●す)鯵ヽ′●u"ヽ---〇・・●鯵叩叩タ●.●●lbl・〇㌦↓I●●地‾●●農○○●●●録h

佐々不隼なかクラ軍 か3
ヽI・一種ヽ・一`●u●寄り・lr"●●れu●細田が細山●賀"●●山1▼冒置●細則青い重きへ}事輸●′賀意ぉo購一

植村(松田申) C-3

"u章"のり¶いln購)●●賀●●∞il}l●●′●1○○◆げへ◆書画賀●■巾叫の`〇着p-●●●●場.′●●r

佐々木(たなかクラブ)D-4

〔たなかクラブ)トト4
基軸

野馳くだなかクラブ) ト3

ニ堕鎧娃鞋嬰ニ_

音曲(松田中)

川瀬臆〔畢田中)

大津(松田申) G-3

各務(松田中) A-4

勝又(松田申) B-3



信
田

籠鰯国都圃願鞄曝
露諺諺蒸劇鱒基韓撥恭護

国国
醐∴∴醒∴翁翻亀韓怒薦圧蜜閏(閲)畢蘭の縛の㊥錦闘揚

翁∴∴蟻∴郡闘願二別姓言甘

党∴∴鰭∴郁闇頗轟球脇蒸

繚∴∴撥 関本聾蟻脇禽

夢」ニ
憂重要因

襲露 篠塞∴護襲

糞∴∴襲∴聴聞 彰

離籍靂 織掴爆薬 藩論∴艶

麗撮餐襲憲 熊繕亜鰻

鬱鞘靂 瞳闘誠一醜

態∴∴循∴裔恭曲襲 寧櫻総幽艶 軸紬憲纏

繊閲陽∴∴闘稗韓韓:∴認僅難破

轟轟萄韓葦∴咄本務繊菰

譜∴∴録∴藤嶋糞轟音 薮藤乱写

纂∴∴謝∴聴聞 窮∴∴本国襲雷

犀懇望誌嚢顔 飼 料ご蔓を戦場 鳩 車 宙 呼姥審 日 南 日 暮手間 蜜 蜂二二十二二、二王 脅 中軸重年 賦 瞳塞蝿!∴らi虫垂重出I 〔l き諺転漣も

鯨温室 箋議一覇暮 軍襲齢

董嵩護憲諾謹醐
正課認驚欝認輔。
国書

裟臨観籠鷹と雄藩鱒移調野馳への衝蕃薬鯨、麟ず

砂ユ抑粟縁薩蓮馨裏で下さ航

㊨㊨禦禦 三誓言
馳鰯鵜の際轄鰭の瑚掴瑚嫡

浄葱緻癒し舌下違い。

⑪試論麒琳艦謀蒸舘総譜髄馨猫願いし課す寄
綻蓑率婆鑑醤i∴鰹「∴春名串を変動音∴GI 摂密霜礎ヨ∴o∴は挽嘘墾田∴ロー 義務蜂整調

【吋へ田平跨

龍

虚
旧
館
鞠
掲
増

霜
枯
開
脚
扮

産婆遅鞄タ I 聴蚕蕊誇謡 単 雪表土鈍軍手寧 日 甲呼子 幽 軽蓬苧軍手 Q 職醸無雷 雨 智幸委嘱重野



[女デブ繍誕蟹缶虹捗.ン犀]
(27…29コート)

鰯で宋馨一



鋲軍籍親沸疹賜え割勘∴サメ功労∴裁断諌斌雷
(30…32コート)

今野
(富士ファミリー)

志村
(酒匂卓球)

深澤」

(DD丁)

疎駕鱒球)-

志村
(酒匂卓球)

棟近
(酒匂卓球)

小黒
(夢想塾)

鰊近
(酒匂卓球)

棟近
(酒匂卓球)

或曇想塾)

内藤 -

蜜大井クガ)

宮下
(大井クガ)

感下
(大井クが):

鍵和田
(DD丁)

今野
(富士ファミリー)

鍵和田
(DD丁)

今野、
(富士カミリー)

鍵和田
(DD丁)

今野
(富士ファミリー)

鍵和国
(DD丁)



鰯轡醐脇解借一第森羅鰯∴ 紫紫鮎絹張魂鐙
(33〆}再載コート)

⑬頼築館繚蟄)′}
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ニ寓(たなかクラブ)
●lトl●}◆h{u●l輸I・「ヽll・ヽ●}、▼●り●l・ヽ章・.【●●■●〇・●●.●・Oi`い●.●●●rI賀●・I●ヽ.・

北川(だなかクラブ)

酒井(危なかクラブう∴鑑和固く松閏申) 穐蹴 A-1

肉感て大罪クラブ) 石渡(総記申) 照代ぐ閑職クラブ)軋之-

八本綻なかクラブ)

谷内‾(酒向車球クラブ)

園部くだ桧かクラブ)

坤襲(たなかクラブ)

随山‾(開成クラブ)

乃糞(たなかクラブ)

陶山(開成クラブ)
l"′i種l青の1「11′lIl●…叩けi●●7"「i賀)♪lいIi・鴫●∩"●1I●● 間鴨IのI調"l柳

谷肉(酒匂車載クラブ)
l●○○同機種◆置●‖′●u"・●巾●録"調)【l青′●"●岬置●●{}●′OI)l′録ln,′{軍費

③園部(鰯かクラブ)
)lOi…00●調の費重l同の(●冒{U●i-il・青.録●)MI岬.′暮)"●ri同I●-▼l・▼調

翻す圧好転がクラブ)

醇稀〔たなかクラブ) 中村(酒向車球クラブ)

架懐く楼閣申) 鈴木(開成クラブ)

秋山(たなかクラブ) 野口(開成クラブ)

遠藤鯛威クラブ) 糊二〇 域闘(閑職クラブ)ト2
-lヽ鴫●)-●̃持1●′白い-農…̃○○種●場・●u●へ輸●,…●●u時1..・-録 m"m-..̃')●…….'1-t′録暮暮…調m…●,-….I'.小,● ..、置〇u仰.○○●●●,m岬...u..みm",●-項l`ヽ-m"肌l''◆●、ヽ-…{◆l<tr'加"r)l'̃○

姫野(松輔車) 藤原(酒旬報クラブ) 軸蹴C-之
小石川(往なかクラブ)∴∴柳川(たなかクラブ) 酒轄(松閻申) D1

姫野(聡閏申) 璃顧噸匂車謡ク与力 醐〇十m
小馴(たなかクラブ) 凋面くだなかタラ聯 酒鵬(松輔車) D-2

……〈u恥I●●…ヽ…{u`徽-…1●叩…il皿のh…"rかく,i.…場- oum,賀購ぐ肌用購輸1.-....u〇一.,,m-.…′一V'巾'、●調} ̃l㌦調-一・-一具小●9O場農場、′-.面.l.夢裏地●叫び“Il・賀-◆…''ヽn4ヽ

秋山〔耗襟がクラブ) 野鶴(閑職クラブ) 裏一2

機種鯵饗かへい農・l′..饗小職巾持・ル`裏lu●l{}wl`章機動寄タrI)○●1章dヽき基細…"′小"′種● 観l●〇〇一着●鴫▲●●●●●●か細′■-噸請l♪【…種…岬巾"ぐ賀●◆徽章.●`"`▲"り九〇青い加場鴫`

遠藤絹戯グラブ)∴∴絵輯二簾蘭学ラララ二‾鶴岡職域クラブ青 戸1
iいいひ仙i同調母ヽ.1㌦れ●-…いくヽ鴫1-メ調い●●odJ"種山◆■-′▼録 か㌦録○○.■m●い….“∽1-、.●一青書、●調号}′"u●青い輸賀、○○い●.納岬▼"● u●賀意輸-書,"u山賀購,`"-観l脚l,l…●青)○○のい"ヽ1I…○購●のす●脚珊鴫調●細り=∩."購き

八木〔たなかクラブ)

小繋(諺想塾)
肌輸録"の∩●-1I●,.ゆ●●.岬-ぐ●○●lIlけl(¶l"一γ●′,l青種爪l寄申(el♪l種αl●.1

(ウニ富膿蜜かクラブ〕

本編(旋なかクラブ) 申輔(酒匂卓球クラブ)
′i′、○ん一同m鱒細●i●関Iu●母I…調重富○○職種"舞l競●・着Iり青のI●"′l種`i ●l賀i寄録か寄種●o録青"置●巾l-く◆〇〇両1巾○一柳的細の調調l●トヽ●lかい●か

努醇(松密事)′ 鈴木(閲戯クラブ) 晴-2。-鷹山"審【

簿韓てだなかクラブ)∴鰯馳駆(松間中) 構醐 A-2

細m…動。海賀青い●岬"調"●■…種〃劃●◆●賀I`●u′…`…′ll…購い 調か叫調一ヤー巾〔“寄.′-"ウ賀←岬●.動"調同書-′.種の調動地へ. 0ロ種.簾.-賀●く鴫-一録I…いi.-00面●卜、鴫一農.〕●mi〔喜no●●●観●"n"点}′●●り巾l

内藤(大井クラブ)∴ 宙濃く松惑申)∴築構(閑職クラブ)怒-1

腰帯観鞄諺統溌穆親裁髄姓喜怒妙罵声 脅繊貌鰯攫

小無く馨想塾)
●●賀、"●h!●・I●(lI小岬`農1●ヽi"`叩伽の購回章章●寄●I録は回冒直観●章-○`調Il巾●

二審(だなかクラブ)
11…〇〇〇〇ン側賀賀lく■嶋}調重ヽ`賀●i置・●●●llO青書l教)!●青Ilnヽタu鱒`巾●・一

八本くだなかクラブ)

酒井くだなかクラブ〉∴鑓翻瞬く松越中)、 橿蹴葛A-3
●9ヽロ…●録1●■回書○観l●輸小u町立か}.′○○.u-)l▲】櫓、-●"`̃一越回鶴 ′-軍書岬○重い-..0場農●山鴫,露地.帥-,ひl,..岬-糾`I●〕`1一面の叫 巾u●-●く農`--“調機種・.I,.関れO糊-いけ心事いい立場1-.《….0●“u山場-○○叩●重●

肉藤(大井クラブ) 萄渡(松臨時) 璃拭(閑職クラブ)浅-再

久繰(松国中) 鈴春雪蘭威夕膏プ)

翁内(酒匂卓球クラブ) 秋山(たなかクラブ)
●l種I`-1・種●競りのl・ヽ▲徽.1●..●〇億二●おけ′同種"伽l.競)〇〇〇り"●…●1一軍〇・●書い賀-調Il調●

阜蕊で盟餞クラブ) ・喜捨畠コ

轡露(開成クラブナノ

乃巽〔た蜜かクラブ〕

陶山(関城クラブ)

乃藁くだなかクラブ)
賀●…lii剛
陶山(開成クラブ)
0……,1賀…l●i"i,ヽ・li・「●…

園部(たなかクラブ)
音il…l●′oI(1●●●-■●●ヽ●.●賀◆書●●●章…

雑用(往なかクラブ)

小石川(鶴かクラブ)
柳川(た齢クラブ)①語調腿輔車)・ぐ 恥3

tl刷り.巾1用いつり置場置"章●●)●青.・●●●.一〕㌦●t●●●-…l小高.お〇一賀一一●-..● ▼吋能動-`調-寄.加…章農-から-、●…iい-u章、録章青年「u章章の,種 .小・u.場′榊・-●`【i●、.▼.,一種場岬軸心o●仙気小高細い輸l`、●′れ▲ヽ"調青…l●J」○○il▲"`′′●

鵜野(松輔車)∴∴撥緑(澄切車載クラブ) 蹴_亀-3
○○ヽヾ○○レ…●ヽ●…`(OI岬∩岬山1〇・●ンi一●li〇時い農`=ト′●lhl●…,巾-ヽ ……賀巾…調…●tIu、」….、.教…u,I・賀川け.○○賀,巾“ぐ〇、か′隊.○○ ●)●-′′I.-"′丸,.-`●○-●i録農.機●わあ●輸`1…){…l…●●●′へへ●llへ{●……●、●`"Uヽ●

郁電持はたなかクラブ) 繊用l(たなかクラブ) 酒糟(松閏坤)∴∴織-4
重}重`●̃…、●…少●-`.'-`-●●●●n・葛●l●m¦<ヽふ-(ヽ○○高角裏場..章hトl` "〇、へ▲・臆u_e-場L.'n.-〔M青い.w.′′青く山.●へ●'.-_.,',-'t一…賀`“・ '..'...一、←trỹ....一-1.>1.."●●賀▲購●●一_.-"n^l一…l̃)●、l)。'ml●●ふい=置けIm'■u

遠譲(開成グラブ) 二怒麟 蔵蘭(闘戯クラブ)ニ 印篭

本橋〔嬉襟かクラブ)

二雷(たなかクラブ)

申萄(酒向轟欝クラブ〕i

肉感(大罪クラブ)∴頚濃‾(松閏申)∴∴関代ぐ閑職クラブ)B-3,


