
2019年 ペアマッチ・ランキング 12月1日

名　前 美苫 春ド コカ 三星 秋ド 市町 忘年 ポイント

更新日／

<非関連テーブル>目黒　直司・工藤　みき子1 ?7 10 3 1 8 1位 ?P30

<非関連テーブル>宮尾　正信・宮尾　美紀2 ?6 10 9位 ?P25

<非関連テーブル>村上　正彦・幅田　三恵子3 ?9 6 10位 ?P25

<非関連テーブル>小形　六郎・福田　澄子4 ?8 9位 ?P17

<非関連テーブル>柳川　秀一・荒木　ゆり5 ?8 7位 ?P15

<非関連テーブル>前北　真一・新栄　美代子6 ?5 10位 ?P15

<非関連テーブル>庄司　芳昭・池添　節子7 ?10 4位 ?P14

<非関連テーブル>山森　正義・松浦　アイ子8 ?9 5位 ?P14

<非関連テーブル>加藤　芳明・加藤　和子9 ?7 6位 ?P13

<非関連テーブル>伊藤　仁英・高橋　正子10 ?9 3位 ?P12

<非関連テーブル>田中　正・三嶋　愛子11 ?6 1 1 4位 ?P12

<非関連テーブル>久保　春夫・斉藤　由紀12 ? 7 4位 ?P11

<非関連テーブル>小野　政一・小野　明美13 ?10位 ?P10

<非関連テーブル>谷口　康平・渡辺　喜代子14 ?3 7位 ?P10

<非関連テーブル>高安　昭仁・門脇　豊子15 ?7 3位 ?P10

<非関連テーブル>清本　秀樹・大坂　留美子16 ? 10位 ?P10

<非関連テーブル>石田　厳嗣・牧野　信子17 ?6 3位 ?P9

<非関連テーブル>小林　孝寛・小林　和子18 ?9位 ?P9

<非関連テーブル>庄司　不二夫・近江谷　鈴子19 ? 9位 ?P9

<非関連テーブル>高柳　哲雄・下谷内　裕子20 ?4 4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



2019年 ペアマッチ・ランキング 12月1日

名　前 美苫 春ド コカ 三星 秋ド 市町 忘年 ポイント

更新日／

<非関連テーブル>中村　利男・伊藤　愛子21 ?8位 ?P8

<非関連テーブル>山牟田　輝善・五十嵐記代美22 ?8位 ?P8

<非関連テーブル>吉田　芳孝・加藤　とし子23 ? 8位 ?P8

<非関連テーブル>松田　隆・本間　ヨシエ24 ? 8位 ?P8

<非関連テーブル>丸山　勝良・高畑　桂子25 ? 7位 ?P7

<非関連テーブル>塩田　好晴・本間　ヨシエ26 ?5 1位 ?P6

<非関連テーブル>桝井　捷正・桝井　松子27 ?1 5位 ?P6

<非関連テーブル>竹生　史郎・竹生　久枝28 ? 6位 ?P6

<非関連テーブル>漆坂　豊治・熊谷　陽子29 ? 6位 ?P6

<非関連テーブル>三條　鉄夫・三條　えみこ30 ?5位 ?P5

<非関連テーブル>川田　薫・川田　陽子31 ? 5位 ?P5重複

<非関連テーブル>井川　昌之・井川　恵子32 ? 5位 ?P5

<非関連テーブル>伊藤　勝広・池添　節子33 ?4位 ?P4

<非関連テーブル>榊　紀幸・榊　淳子34 ?4位 ?P4

<非関連テーブル>宍戸　豊・宍戸　栄35 ?3位 ?P3

<非関連テーブル>清水　正廣・香川　キミ子36 ? 3位 ?P3

<非関連テーブル>阿部　弘・西村　恵子37 ?2位 ?P2

<非関連テーブル>宮沢　勉・加藤　とし子38 ?2位 ?P2

<非関連テーブル>中村　伸・中村　麗子39 ?2位 ?P2

<非関連テーブル>桝井　捷正・三嶋　愛子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



2019年 ペアマッチ・ランキング 12月1日

名　前 美苫 春ド コカ 三星 秋ド 市町 忘年 ポイント

更新日／

<非関連テーブル>森　一四郎・竹内　三根子41 ? 2位 ?P2

<非関連テーブル>佐藤　操・佐藤　久美子42 ? 2位 ?P2

<非関連テーブル>竹野　広光・真鍋　幸子43 ? 2位 ?P2

<非関連テーブル>川田　薫・川田　陽子44 ? 1位 ?P1重複

※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


