
2018年 ペアマッチ・ランキング
名　前 美苫 春ド コカ 三星 秋ド 市町 忘年 ポイント

<非関連テーブル>目黒　直司・工藤　みき子1 ?4 9 8 8 10位 ?P39

<非関連テーブル>宮尾　正信・宮尾　美紀2 ?1 10 2 10 1位 ?P24

<非関連テーブル>井川　昌之・井川　恵子3 ?2 7 5 4位 ?P18

<非関連テーブル>谷口　康平・渡辺　喜代子4 ?1 7 10位 ?P18

<非関連テーブル>桝井　捷正・桝井　松子5 ?3 7 4 4位 ?P18

<非関連テーブル>伊藤　勝広・秋元　ツイ6 ?10 1 6位 ?P17

<非関連テーブル>久保　春夫・斉藤　由紀7 ?7 9位 ?P16

<非関連テーブル>庄司　芳昭・池添　節子8 ? 8 8位 ?P16

<非関連テーブル>加藤　芳明・加藤　和子9 ?6 9位 ?P15

<非関連テーブル>三條　鉄夫・三條　えみこ10 ?6 9位 ?P15

<非関連テーブル>坂井　政幸・高　慶子11 ? 8 5位 ?P13

<非関連テーブル>尾形　猛・高橋　恵美子12 ?9 3位 ?P12

<非関連テーブル>石田　厳嗣・牧野　信子13 ?10位 ?P10

<非関連テーブル>坂井　政幸・高橋　正子14 ?10位 ?P10

<非関連テーブル>高柳　哲雄・下谷内　裕子15 ?5 4位 ?P9

<非関連テーブル>鈴木　雄作・丹羽　本子16 ?9位 ?P9

<非関連テーブル>金坂　健次郎・金坂　誠子17 ?3 6位 ?P9

<非関連テーブル>高橋　孝一・白川　とし子18 ? 9位 ?P9

<非関連テーブル>中村　利男・伊藤　愛子19 ?8位 ?P8

<非関連テーブル>宮尾　正信・金坂　誠子20 ?8位 ?P8

※同スコアの場合はカウントバック（D⇒C⇒B⇒A）＞合計年齢上位による順位付け

優   勝   ⇒１０P
第２位  ⇒  ９P
第３位  ⇒  ８P
第４位  ⇒  ７P
第５位  ⇒  ６P

◆ポイントの仕組み

第６位  ⇒  ５P
第７位  ⇒  ４P
第８位  ⇒  ３P
第９位  ⇒  ２P
第10位 ⇒  １P

※同ポイントの場合は合計年齢上位による順位付け



2018年 ペアマッチ・ランキング
名　前 美苫 春ド コカ 三星 秋ド 市町 忘年 ポイント

<非関連テーブル>前野　政治・岡田　真由美21 ?7位 ?P7

<非関連テーブル>高杉　勝弘・高橋　正子22 ? 7位 ?P7

<非関連テーブル>鈴木　龍治・石戸谷寿美子23 ? 7位 ?P7

<非関連テーブル>石戸谷　春夫・石戸谷寿美子24 ?6位 ?P6

<非関連テーブル>吉田　芳孝・加藤　とし子25 ?3 3位 ?P6

<非関連テーブル>柿崎　鉄夫・柿崎　清子26 ?6位 ?P6

<非関連テーブル>清本　秀樹・大坂　留美子27 ? 6位 ?P6

<非関連テーブル>田中　正・三嶋　愛子28 ?5位 ?P5

<非関連テーブル>竹生　史郎・竹生　久枝29 ?5位 ?P5

<非関連テーブル>松岡　勲・問田　なみ子30 ?5位 ?P5

<非関連テーブル>松崎　正憲・冨澤　すみ子31 ? 5位 ?P5

<非関連テーブル>久保　智・寺山　恵美子32 ?4位 ?P4

<非関連テーブル>佐藤　良夫・東山　弘子33 ? 4位 ?P4

<非関連テーブル>岡部　継治・門脇　豊子34 ? 3位 ?P3

<非関連テーブル>鈴木　輝勝・篭谷　ひろ子35 ? 3位 ?P3

<非関連テーブル>岸谷　治・樫木　千恵子36 ?2位 ?P2

<非関連テーブル>大内　一司・山村　千寿子37 ?2位 ?P2

<非関連テーブル>山口　勉・山口　梅38 ?2位 ?P2

<非関連テーブル>澤田　修・白取　邦子39 ? 2位 ?P2

<非関連テーブル>前北　真一・新栄　美代子40 ? 2位 ?P2

※同スコアの場合はカウントバック（D⇒C⇒B⇒A）＞合計年齢上位による順位付け

優   勝   ⇒１０P
第２位  ⇒  ９P
第３位  ⇒  ８P
第４位  ⇒  ７P
第５位  ⇒  ６P

◆ポイントの仕組み

第６位  ⇒  ５P
第７位  ⇒  ４P
第８位  ⇒  ３P
第９位  ⇒  ２P
第10位 ⇒  １P

※同ポイントの場合は合計年齢上位による順位付け



2018年 ペアマッチ・ランキング
名　前 美苫 春ド コカ 三星 秋ド 市町 忘年 ポイント

<非関連テーブル>舘内　孝夫・野表　恵子41 ?1位 ?P1

<非関連テーブル>川田　薫・川田　陽子42 ?1位 ?P1

<非関連テーブル>石坂　迪郎・竹原　みさ子43 ? 1位 ?P1

※同スコアの場合はカウントバック（D⇒C⇒B⇒A）＞合計年齢上位による順位付け

優   勝   ⇒１０P
第２位  ⇒  ９P
第３位  ⇒  ８P
第４位  ⇒  ７P
第５位  ⇒  ６P

◆ポイントの仕組み

第６位  ⇒  ５P
第７位  ⇒  ４P
第８位  ⇒  ３P
第９位  ⇒  ２P
第10位 ⇒  １P

※同ポイントの場合は合計年齢上位による順位付け


