
Lee杯　　ブロック優勝 チーム　
第二十五回 第二十六回 第二十七回 第二十八回 第二十九回 第三十回 第三十一回 第三十二回

ブロックNO 1月23日 2月27日 3月27日 5月15日 10月16日 11月20日、27日 1月15日 5月14日

① FAMLY＆ジャスミン FAMLY＆ジャスミン FAMLY＆ジャスミン Leeクラブ FAMLY＆ジャスミン FAMLY＆ジャスミン Leeクラブ Y&T
瀧澤・前田 瀧澤・前田 瀧澤・前田 榊・宇田川 長谷川・前田 滝沢・前田 榊・宇田川 池上・石川

② ぷらす･芹が谷 綾瀬クラブ HI-NA alpha ポラリス しらとり 静岡オリーブ FAMLY＆ジャスミン

東郷･久保田 金江・立石 大高・佐藤泉 芹沢・宮坂 大森・長岡 横山・安田 佐藤・佐藤 滝沢・前田

③ 綱島クラブ Cleo ブレンド オーロラ STC あすなろ 若葉 ＳＴＣ

佐藤・若原 秋岡・中山 緒方・横山 久保・後藤 小谷・小清水 小川・湯本 田崎・小松 小谷・小清水

④ 綾瀬クラブ オリーブ ミックス 芹が谷クラブ さくらぐみ・HAMAWING さくらんぼ オリオン もえぎ野

金江・立石 佐藤・佐藤 伊藤・曽根田 松下・山崎 棚橋・森野 姫野・牧村 井上・小井手 小林・小倉

⑤ 横須賀クラブ スカーレット クララ さくらぐみ amie 田園クラブ フローラル ブレンド

井上・小井出 林田・小山 三ツ橋・乾 星野・佐藤 久保田・東郷 中村・但木 大沢・橋本 三上・石川

⑥ 川崎卓友会 すずらん そよ風 フローラル ブレンド カンパニュラ T.T.クラブ 新林

阿部・岡元 鈴木・清水 佐々木・野澤 大沢･橋本 三上・石川 山本・盛田 髙橋・山田 武藤・杠

⑦ ブレンド フローラル 川崎卓友会 カンパニュラ ブレンド 新林 はまゆう はまゆう

三上・石川 大沢・橋本 廣岡・矢野 山本・盛田 岡本・小林 武藤・杠 津島・近藤 近藤・津島

⑧ 四葉会 ピンクリボン 川崎卓友会 緑　友クラブ 綱島クラブ GTO ぽてと つくし

古田・大美賀 荻野・石井 岡元・阿部民 髙橋・阿部 相馬・本郷 加藤・藤田 松永・塚田 土井・佐藤

⑨ ハーモニー 卓友会・ココ 四葉会 中川クラブ 綾瀬クラブ みどり友クラブ クエストCOCO ホワイト

阿部・林田 矢野・廣岡 岩瀬・飯森 西山・柴垣 金江・立石 小池・佐藤 川向・大年 大畠・窪田

⑩ フローラル さくらんぼ 緑　友クラブ 三ツ沢・篠原クラブ ポニーテール リーブス フローラル 紅花

大沢･橋本 上野・垣花 髙橋・阿部 桑山・小川 阿部・吉田 滝内・鈴木 満尾・小野 五十嵐・本田

⑪ Ｋ＆Ｋ 三ツ沢クラブ あじさい クエストCOCO スカーレット 篠原クラブ K&K こもれび

渡辺・甲野 桑山・杉本 渡邉・志水 川向・大年 関口・山田 新田・小川 矢島・甲野 渡邊・深澤

⑫ 個人 クエストCOCO ユニコーン かりん はなみずき 秋桜 つくし ユニコーン

小池・佐藤 川向・大年 福澤・井出 橋山・末松 冨山・土田 菅・平野 佐藤・土井 福島・黒田

⑬ 金沢チェリー KMSC 秋桜 ミニバラ ドリーム なでしこ会 野いちご はなみずき

景山・鈴木 澤田・大竹 平野・菅 鈴木・木原 廣井・内藤 中村・伊藤 中村・津岡 土田・田村

⑭ ひまわり はなみずき ドリーム 港南クラブ つくし エコクラブ T.W Ｔ．Ｗ．

山崎・山田 冨山・土田 内藤・廣井 望月・北山 赤津・上宿 佐藤・徳永 綿貫・山田 綿貫・山田

⑮ ブレンド ドリーム さわらび こもれび K&K アップル みかんの花 フレンド・Ｋ

中山・木下 内藤・廣井 上宿・中丸 豊田・遠山 矢島・甲野 畑・安藤 徳永・江部 中村・田村

⑯ ＫＭＳＣ 松の実 みかんの花 かんな みかんの花 こもれび ハーモニー You＆You

大竹･澤田 倉持・萩原 徳永・江部 瀧本・木伏 徳永・江部 豊田・遠山 阿部・林田 井出・高橋

⑰ みかんの花 フレンド・K 卓愛 たちばな ペガサス 青葉クラブ きりがおか ホープ

徳永･江部 田村・中村 松本・横溝 名塚・斉藤 押田・小堀 水野・岩崎 柳・森田 谷合・大野

⑱ エコクラブ きりがおか ブルーバード エコクラブ アップル 楓 アンジュ

金子・柳 井上・森田 小嶋・下村 佐藤・徳永 畑・安藤 重野・近藤 片岡・石川

⑲ STC パンジー 川崎YSU さわらび アップル

沖・村田 大野・斎藤 佐藤・山村 中丸・近藤 安藤・畑

⑳ オリーブ 幸ミックス わかば（川） 柚子

一戸・石原 大塚・牧野 田中・井上 須田・川田
㉑ 川崎こすもす ブルースター

別府・栄 山田・青木


