
第１５回東海・北陸ブロックインディアカ静岡大会 結果

　平成１９年１０月７日　焼津市総合体育館

混合の部 女子の部

第１位 フレンドＰＭ 静岡 第１位 ARPC 愛知

第２位 ナイスフレンド 石川 第２位 ライム 愛知

第３位 SAM-RAY 静岡 第３位 アスカ 愛知

第４位 JOKER 静岡 第４位 ミント 静岡

第５位 静岡 第５位 アイアイ 愛知

第６位 福井リコー 福井 第６位 COLOR 愛知

第７位 愛知 第７位 スター 静岡

第８位 静岡 第８位 パワフルナック 愛知

第９位 豊明二村台 愛知 第９位 レインボー 静岡

岐阜 スマイル 愛知

ペイント 岐阜 将軍 静岡

静岡 RESK 愛知

葉葱 静岡 藤枝メインズ 静岡

JUNPIN' JACK 静岡 北道原 静岡

ミルキー 愛知 ベルジュ 静岡

TERAZU 愛知 鷹岡 静岡

笠原 岐阜 YAIZU-SEA-GULL 静岡

火曜クラブ 静岡 ピンクパイレーツ 静岡

武豊オッズ 愛知 岐阜

四百屋 静岡 パピヨン 静岡

ホトニクスレッド 静岡 天間 静岡

四天王 愛知 キャベツ 岐阜

ＩＩＣ 愛知 福井

コパディアカ 岐阜 東源台 静岡

羽根道楽 石川 ライブリー 静岡

びいだま 静岡 パワフル名新 福井

X-point 静岡 フレンドリー 静岡

天馬 静岡 フルート 岐阜

和田スリーセブン 福井

沼津コロコロ 静岡

モンブラン 静岡 男子の部

とば 三重 第１位 茶々丸 静岡

ミラクル 静岡 第２位 いわまつ 静岡

いちご会 静岡 第３位 アバ 静岡

キャロル 静岡 第４位 Ｈ（アッシュ） 愛知

ススムファイヤーズ 静岡 第５位 TITAN 静岡

わいわいクラブ 愛知 第６位 日之出インディアカクラブ 福井

静岡 第７位 知多インディアカクラブ 愛知

大住 静岡 第８位 わいわいクラブ 愛知

しまだ連台 静岡 第９位 TOTO 岐阜

エンゼルフィッシュ 静岡 パピヨン 静岡

ふくのインディアカクラブ 富山 GOKURO GI 静岡

チーム　レイ 福井

五ぶみ曾 静岡

女子シニアの部 河原 静岡

第１位 愛知 神戸 静岡

第２位 吉田方花子 愛知 飛鳥 静岡

第３位 大島 静岡 Springe 岐阜

第４位 サウンド 岐阜 印野 静岡

第５位 もみじ 静岡 日之出ブートキャンプ 福井

第６位 啓蒙インディアカクラブ 福井

第７位 ぷよぷよ 静岡

混合シニアの部

第１位 丘愛好会 静岡

第２位 愛知

第３位 将軍 静岡

第４位 岐阜

第５位 TETRA 静岡

第６位 JOY 静岡

第７位 日之出レッドウィングス 福井

TEAMのらりくらり

Asahi

将軍 A

第10位 ティ・エス・シーA 第10位

第11位 第11位

第12位 将軍　B 第12位

第13位 第13位

第14位 第14位

第15位 第15位

第16位 第16位

第17位 第17位

第18位 第18位

第19位 第19位 SKCプリック

第20位 第20位

第21位 第21位

第22位 第22位

第23位 第23位 日之出Revo

第24位 第24位

第25位 第25位

第26位 第26位

第27位 第27位

第28位 第28位

第29位

第30位

第31位

第32位

第33位

第34位

第35位

第36位

第37位

第38位 moca

第39位

第40位

第41位 第10位

第42位 第11位

第12位

第13位

第14位

WOODSインディアカクラブ 第15位

第16位

第17位

第18位

第19位

WOODSインディアカクラブ

ティ・エス・シーB
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