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1 (彦根) 野村省三 北川愛子 45 35 (長浜) 髙田清司 川瀬ヒトミ 52 62 (米原) 居藤善男 田辺通代 54 104 (米原) 森本信幸 森本美穂子 58

2 (犬上郡) 小林一雄 藤内陸男 46 35 (長浜) 小池正勝 小池清子 52 74 (犬上郡) 坂本勇 坂本久江 55 104 (長浜) 小中賢二 小中さつき 58

3 (関ヶ原) 河島憲一 河島洋子 47 35 (長浜) 奥出幹次 小西明美 52 74 (長浜) 松村清秀 中村桂子 55 104 (西浅井) 増谷綱一 中尾章 58

4 (米原) 松井賢一 松井照子 48 35 (米原) 大林清一 大林弘枝 52 74 (西浅井) 松井誠一郎 平塚妙子 55 112 (米原) 西村洋子 小路愛子 59

5 (びわ) 小谷二郎 三家千佳子 48 35 (東近江) 柚木則夫 柚木秀子 52 74 (長浜) 北川正治 北川悦子 55 113 (関ヶ原) 林藤夫 林のり子 60

6 (彦根) 三輪豊次 尾本治男 48 35 (長浜) 中辻外史 宮田芳江 52 74 (米原) 林健一 岩崎恵美子 55 113 (米原) 堀江義彦 堀江五十鈴 60

7 (長浜) 中野勇蔵 中野婦み子 49 35 (長浜) 加納正 田辺正子 52 74 (米原) 岩崎文雄 岩崎直子 55 113 (米原) 堀江隆司 堀江裕子 60

8 (敦賀市) 鈴木重勝 田中喜美枝 49 35 (東近江) 辻昭夫 大辻孝雄 52 74 (米原) 山田佳代子 藤居みさ子 55 113 (びわ) 寺田文生 澤村宗一郎 60

9 (長浜) 西川武男 西川尚子 49 35 (西浅井) 澤尾文男 古川千栄子 52 74 (びわ) 稲垣泰一 西川義紀 55 117 (長浜) 中川都志子 堀内富美子 62

10 (西浅井) 中井喜久男 雨森泉 49 46 (長浜) 釘本照義 神田しずゑ 53 74 (長浜) 吉田建夫 松崎幸人 55 118 (余呉) 中谷愛子 筧美津代 63

11 (長浜) 前川健 浅見軍治 49 46 (びわ) 小野政吉 小野ちづ子 53 74 (彦根) 田仲正之 疋田良子 55 118 (米原) 長尾三千代 川瀬和美 63

12 (長浜) 堤内昭義 横田増市 49 46 (敦賀市) 善木敏廣 髙野ヒロ子 53 74 (高月) 嶋津庄壹 柴田勘治 55 120 (高島) 白岸溥司 白岸和子 64

13 (長浜) 大西勇 四谷国江 49 46 (長浜) 脇野清隆 脇野千鶴子 53 74 (長浜) 茂森辰男 田中千恵子 55 121 (米原) 野一色滋雄 西堀幸 70

13 (米原) 山下真三 久木幸子 49 46 (米原) 北川公子 中田和子 53 86 (彦根) 井上禎子 相宗豊子 56 ― (長浜) 岩崎春樹 吉井武士 ―

13 (彦根) 西浜孝道 林美代子 49 46 (余呉) 小谷春男 小谷久美 53 86 (湖北) 尾上悦子 岩田松蔵 56 ― (犬上郡) 山本登英 原節能武 ―

16 (米原) 岡田勉 塚腰武男 50 46 (長浜) 西脇良平 西脇豊子 53 86 (長浜) 吉田太 木地たつ江 56 ― (米原) 森田清志 森田すみ子 ―

16 (米原) 清水隆司 清水百合子 50 46 (米原) 清水郁雄 清水幸子 53 86 (虎姫) 三家敬夫 三家邦江 56

16 (長浜) 鈴木健治 福永紀市 50 46 (長浜) 秦高徳 廣部安平 53 86 (虎姫) 西川定恵 清水正江 56

16 (長浜) 田辺七三郎 川嶋里子 50 46 (高月) 中川彰一 新木眞由美 53 86 (高月) 小倉登代子 松本智恵子 56

16 (虎姫) 北村義正 北川貞子 50 46 (浅井) 草野盛太郎 西川儀子 53 86 (高島) 中山友子 青谷重興 56

16 (木之本) 東山勝 東山延子 50 46 (湖北) 清水正子 臼井治兵衛 53 86 (高月) 新木正信 西川由蔵 56

16 (米原) 川部きく代 川部環 50 46 (長浜) 藤田清和 藤田悦子 53 86 (びわ) 植松久子 吉川政子 56

16 (米原) 川部正行 西山敦子 50 46 (高島) 矢部壽紀 落合百合子 53 86 (余呉) 東野孝 東野紀恵 56

16 (長浜) 河瀬悌三 茂森敏彦 50 46 (米原) 堀居睦子 宮川尚治 53 86 (米原) 松居雅文 宮川悠紀子 56

25 (米原) 髙森正幸 寺村千枝子 51 46 (米原) 相宗謙一 小川世志子 53 97 (木之本) 髙木幸一 髙木久子 57

25 (米原) 前川與一郎 前川和子 51 62 (余呉) 三叚崎憲一 川瀬清 54 97 (米原) 藤井一男 堀江美代子 57

25 (湖北) 杉本敏隆 柴田欽司 51 62 (米原) 竹中桝夫 竹中典江 54 97 (米原) 大橋終子 大橋美江子 57

25 (長浜) 辻光雄 辻久恵 51 62 (浅井) 秋田光子 平田和子 54 97 (米原) 田中孝司 泉百合子 57

25 (高島) 向井照彦 向井慶子 51 62 (犬上郡) 宝藤勝巳 宝藤恵美子 54 97 (米原) 森本行雄 千田国三 57

25 (米原) 髙田優 田中立美 51 62 (米原) 中辻英雄 岩崎忠義 54 97 (浅井) 石居秀市 石居早苗 57

25 (米原) 矢守郁夫 堤民子 51 62 (米原) 井尻信一 井尻かおる 54 97 (米原) 前田明子 伴道子 57

25 (敦賀市) 江戸正則 梅木敏子 51 62 (高月) 吉田義一 高橋亥喜男 54 104 (びわ) 澤村一樹 高森光子 58

25 (湖北) 奥田忠克 西嶋修 51 62 (長浜) 河崎行雄 日比野清子 54 104 (長浜) 水上多美子 福本暁美 58

25 (余呉) 藤井義一 藤井美代子 51 62 (長浜) 柴栄輝彦 藤田節子 54 104 (高月) 前畑稔 山田邦弘 58

35 (長浜) 大石義文 大石多恵子 52 62 (高月) 後藤喜三 中之庄智恵子 54 104 (長浜) 堤喜代子 堤信蔵 58

35 (びわ) 岸本一郎 小西義人 52 62 (米原) 北村源治 北村久美子 54 104 (米原) 市村賢司 石原芳 58
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