
高山高山高山高山　　　　得溶    得溶    得溶    得溶    21 1521 1521 1521 15
岩男岩男岩男岩男　　　　　　　　実    実    実    実    *  **  **  **  * 高山高山高山高山　　　　得溶得溶得溶得溶 19191919 28282828

寺田寺田寺田寺田　　　　政則    政則    政則    政則    42 3242 3242 3242 32 高山高山高山高山　　　　得溶得溶得溶得溶 23232323 25252525

影山影山影山影山　　　　泰子    泰子    泰子    泰子    *  **  **  **  * 寺田寺田寺田寺田　　　　政則政則政則政則 **** ****

松本 健次郎   松本 健次郎   松本 健次郎   松本 健次郎   30 2930 2930 2930 29 高山高山高山高山　　　　得溶得溶得溶得溶 22222222 19191919

橋本橋本橋本橋本　　　　義典    義典    義典    義典    *  **  **  **  * 松本 健次郎松本 健次郎松本 健次郎松本 健次郎 34343434 24242424

萩野 建二     萩野 建二     萩野 建二     萩野 建二     *  **  **  **  * 松本 健次郎松本 健次郎松本 健次郎松本 健次郎 **** ****

石坂石坂石坂石坂　　　　武      武      武      武      27 3627 3627 3627 36 石坂石坂石坂石坂　　　　武武武武 **** ****

笠垣笠垣笠垣笠垣　　　　啓一    啓一    啓一    啓一    33 2133 2133 2133 21 高山高山高山高山　　　　得溶得溶得溶得溶 **** 19191919 **** 23232323 ****

森本森本森本森本　　　　樹里    樹里    樹里    樹里    *  **  **  **  * 笠垣笠垣笠垣笠垣　　　　啓一啓一啓一啓一 **** 30303030 24242424

山下山下山下山下　　　　剛志   剛志   剛志   剛志   * * * * 29 29 29 29 **** 笠垣笠垣笠垣笠垣　　　　啓一啓一啓一啓一 35353535 35353535

大西大西大西大西　　　　謙太郎 謙太郎 謙太郎 謙太郎 29 29 29 29 * * * * 27272727 大西大西大西大西　　　　謙太郎謙太郎謙太郎謙太郎 36363636 **** ****

船戸船戸船戸船戸　　　　伸也   伸也   伸也   伸也   46 46 46 46 * ** ** ** * 笠垣笠垣笠垣笠垣　　　　啓一啓一啓一啓一 **** ****

桂桂桂桂　 　 　 　 重行     重行     重行     重行     * * * * 28 2028 2028 2028 20 桂桂桂桂　　　　重行重行重行重行 **** 36363636 37373737

畑原畑原畑原畑原　　　　悟      悟      悟      悟      *  **  **  **  * 桂桂桂桂　　　　重行重行重行重行 **** ****

森岡森岡森岡森岡　　　　康之    康之    康之    康之    41 3341 3341 3341 33 森岡森岡森岡森岡　　　　康之康之康之康之 27272727 **** ****

池上池上池上池上　　　　勝      勝      勝      勝      25 2425 2425 2425 24 児玉児玉児玉児玉　　　　修典修典修典修典

橋本八千代    橋本八千代    橋本八千代    橋本八千代    *  **  **  **  * 池上池上池上池上　　　　勝勝勝勝 21212121 26262626

岡野岡野岡野岡野　　　　知史    知史    知史    知史    32 2832 2832 2832 28 池上池上池上池上　　　　勝勝勝勝 **** ****

中川中川中川中川　　　　英雄    英雄    英雄    英雄    *  **  **  **  * 岡野岡野岡野岡野　　　　知史知史知史知史 **** ****

柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬　　　　将一  将一  将一  将一  * * * * 31 3231 3231 3231 32 室井室井室井室井　　　　真介真介真介真介 **** ****

藤井藤井藤井藤井　　　　正人  正人  正人  正人  33 33 33 33 *  **  **  **  * 柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬　　　　将一将一将一将一 **** ****

高村 美喜男   高村 美喜男   高村 美喜男   高村 美喜男   *  **  **  **  * 室井室井室井室井　　　　真介真介真介真介 26262626 28282828

室井室井室井室井　　　　真介    真介    真介    真介    20 2720 2720 2720 27 室井室井室井室井　　　　真介真介真介真介 30303030 33333333

平野 昭典   平野 昭典   平野 昭典   平野 昭典   23 23 23 23 * * * * 18181818 児玉児玉児玉児玉　　　　修典修典修典修典 21212121 **** 24242424 **** 24242424

松本松本松本松本　　　　一恵  一恵  一恵  一恵  * * * * 36 36 36 36 **** 平野 昭典平野 昭典平野 昭典平野 昭典 23232323 18181818

大部大部大部大部　　　　省市    省市    省市    省市    *  **  **  **  * 平野 昭典平野 昭典平野 昭典平野 昭典 **** 19191919 ****

大本大本大本大本　　　　直樹   直樹   直樹   直樹   34 3134 3134 3134 31 大本大本大本大本　　　　直樹直樹直樹直樹 **** ****

児玉児玉児玉児玉　　　　修典   修典   修典   修典   24 3824 3824 3824 38 児玉児玉児玉児玉　　　　修典修典修典修典 24242424 27272727

横田横田横田横田　　　　法清    法清    法清    法清    *  **  **  **  * 児玉児玉児玉児玉　　　　修典修典修典修典 24242424 19191919

清野清野清野清野　　　　正久    正久    正久    正久    *  **  **  **  * 児玉児玉児玉児玉　　　　修典修典修典修典 25252525 **** 26262626

浅田 剛司    浅田 剛司    浅田 剛司    浅田 剛司    26 2126 2126 2126 21 浅田 剛司浅田 剛司浅田 剛司浅田 剛司 **** ****

501501501501ショートショートショートショート
17･18･18･15･19･19･19 高山　得溶 *  26  33

高山　得溶 森本　樹里 高山　得溶
14141414････19児玉修典児玉修典児玉修典児玉修典 森本　樹里

19浅田剛司 影山　泰子 *  38  26

19平野昭典 山下　剛志 30  *   *

高山　得溶
大本　直樹 26  *  39 24  *  * 森本　樹里
藤井　正人 大本　直樹 44  28

藤井　正人
平野 昭典
畑原　悟 *  24  * 高山　得溶

森本　樹里
笠垣　啓一 20  *  28 33   46

清野　正久
笠垣　啓一

柳瀬　将一 清野　正久 *   *

ハイオフハイオフハイオフハイオフ 橋本　義典 *  31  * *  29  * 桂　重行
１１０　　桂　重行 横田　法清
１００　　石坂　武 桂　重行 32  *  29 30  *  33

１０４　　高山得溶 横田　法清 桂　重行
１２９１２９１２９１２９　　　　　　　　森岡康之森岡康之森岡康之森岡康之 横田　法清

池上　勝
岩男　　実 *  26  *

森岡　康之 30  *  *

松本　一恵
中川　英雄

中川　英雄 大部　省市
大部　省市 *  31  32 *  32  *

大西謙太郎
大西謙太郎 25  25 28  *  29 寺田　政則
寺田　政則 大西謙太郎 33  28

寺田　政則
180180180180 室井　真介 *   *

浅田 剛司 萩野 建二 *   * 大西謙太郎
森岡　康之 寺田　政則
岩男　　実 石坂　武 27  *  29

松本健次郎 橋本八千代
平野 昭典 石坂　武

松本健次郎 橋本八千代
船戸　伸也 *  39  * 27  *   * *   *

児玉　修典
児玉　修典 27  28 岡野　知史
岡野　知史 *  31  37

児玉　修典
浅田 剛司 岡野　知史

高村美喜男 *   *

森本　樹里

第第第第45454545回回回回　　　　IBARAKI  BIMONTHLYIBARAKI  BIMONTHLYIBARAKI  BIMONTHLYIBARAKI  BIMONTHLY 宇野辺会館宇野辺会館宇野辺会館宇野辺会館 2010201020102010年年年年5555月月月月16161616日日日日

高山　得溶


