
都道府県名

　田中俊久 混50 北見佳久 混55

　北山京子 女50 紫和真理 女50 水柿亜紀子 女50

　片井聡子 女50 出口智子 女55 小澤真由美 女55

　斉藤智子 女65 佐々木洋子 女65 新井　薫 女65

　萩谷さよ子 女65 北山みと子 女65 田中優子 混50

　北見弘美 混55

　鶴見武司 混65

　福田典子 女50 丸山早苗 女50 篠崎悦子 女55

　落合愛美 女55 石川澄子 女70 増川美子 女70

　池澤悦子 女75 混80 鶴見よし子 混65

　小山勝利 男80 混75 大澤勢一 男80 混80

　斉藤智子 女60 高橋幸代 女60 桑原順子 女65

　宮崎幸子 女65 小林三代子 女75 増渕千恵子 女75

　伊藤多恵子 女55 橋本久美子 女55 竹森昌子 女60 混60

　蒲池悦子 女60 混60 本多眞弓 女65 堀　詔子 女65

　内野とし子 女70

　西田勝彦 男55 混60 菊池則彦 男65 混65 大森　勲 男80 混80

　田中康二 男80 混80 北澤宏光 混55

　菊池美知代 女60 混65 久保知佳子 女60 平川はるみ 女60

　坂井富子 女75 混80 村田勝子 女75 混80 北澤　薫 混55

　藤原大輔 男55 混55 森泉康俊 男65 混65 浪岡久志 男65 混65

　山本義正 男65 混70

　山崎美穂子 女50 植村美奈子 女50 村田佐智子 女55

　鴻田史子 女55 戸坂恵美子 女55 茂庭弘子 女55

　樋川麻子 女55 桐生英子 女55 盛永みどり 女60

　向　紀代美 女60 混55 中野鈴子 女60 混60 菅谷尚子 女60 混60

　石川明美 女60 混65 塚田敦子 女70 宮本はるみ 女70

　山本千枝子 女70 混70 笈川美詠子 女70 永田紀代枝 女75 混80

　森　芳章 男60 森田　実 男60 混60 島田正樹 男65

　高橋　清 男65 甘粕完治 男70 落合孝之 男70

　後藤正和 男80 混75 羽隅弘治 男80 混75 権守正秀 男80 混75

　谷　武司 男80 混75 飯田　登 混60 坂内正彦 混65

　松岡雅子 女60 下村佳子 女60 片倉幸子 女65

　高橋幸子 女65 尾崎のぞみ 女65 森田多恵子 女65 混60

　寺島万里枝 女65 城地マサ枝 女65 依田礼理 女65

　葛西　睦 女65 小林三枝子 女65 中尾佐代子 女65

　兼松俊枝 女70 兼田栄子 女70 中釜節子 女70

　樋口恵子 女70 中村信子 女70 明石加代子 女70

　笠井宏子 女70 宝田淳子 女70 原　とみ子 女75 混75

　髙野悦子 女75 混75 下山田和子 女75 混75 田中美恵子 女75 混75

　上村　靖 女75 木元勝子 女75 飯田千恵子 混60

　坂内尚子 混65

千葉　１１名

東京　２２名

神奈川　４０名

参　　加　　者　　名　　簿

選　　　　　手　　　　名　  　 　 種　　目

茨城　１５名 

栃木　９名 

群馬　８名

埼玉　７名



都道府県名

山梨　２名 　外川仙造 男60 混60 荒木恵子 女70

長野　１名 　山崎泰子 女65

　佐野康之 男60 混60 伊藤智子 女60 混60 和田聡子 女60 混60

　梅田久美子 女60 山田幸子 女60 鈴木すみ江 女70

　安田れいこ 女70 霞　和子 女70 長谷川美佐子 女70

　岩渕信司 男60 新田正喜 男60 岩永勝彦 男60 混55

　斉藤敏和 男60 混65 荒井和夫 男65 混70 上前茂人 男65 混65

　西川直治郎 男70 混65 武田正雄 男70 混70

　竹内ひろみ 女55 伊藤綾子 女55 混55 三ツ石るみ子 女60 混65

　斎藤敏恵 女60 西川福美 女65 混65 佐野信子 女65 混65

　西本民子 女70 混70 武田京子 女70 混70

京都　２名 　伊藤　朋道 混60 伊藤恵美 混60

　三浦正人 混55 寺井　稔 混55 岡田憲可 混60

　松井重夫 混60

　吉田玲子 女75 混75 大川順子 女75 混80 三浦美穂 混55

　寺井里香 混55 小林絹代 混60 松井美之 混60

兵庫　２名 　中村　昇 混70 島本恭子 混70

　永田憲之 男50 混50 石脇　勝 男50 東南雅尚 男60 混60

　堀越秀春 男60 混60 嘉屋正志 男65 池田正栄 男65 混65

　嘉屋真奈美 女50 藤井雪乃 女50 混50 池田素子 女55 混65

　沖田敬子 女55 原田久美子 女60 混60 嶋田文江 女60 混60

香川　２名 　島岡和代 女55 北条珠美 女55

　日高道男 男55 混60 渡邊竜郎 男55 混55 芝崎侑司 男80 混80

　荒川元四郎 男80 混80 高橋敏子 女55 混60 渡邊小百合 女55 混55

　知念幸治 男50 山口貴弘 男50 照屋　勉 男50

　大見謝恒章 男50 混50 儀間光吉 男50 長濱信也 男50

　根間直紀 男50 川根博昭 男50 新本保明 男55 混55

　石垣美昭 男55 混60 新垣政喜 男55 混55 砂川博和 男55

　新井孝雄 男55 新城力三 男55 混50 饒辺健一 男55

　大城　一 男55 混50 上原　満 男60 田場盛儀 男60

　平良勝己 男60 山川　靖 男60 荷川取秀人 男60 混55

　金城　智 男60 混60 安谷屋政秀 男65 混65 田場秀樹 男65

　譜久島英次 男65 混65 前田　務 男65 平中　博 男70 混70

　仲田清喜 男70 大山　基 男70 混70 照屋寛吉 男70 混70

　仲松　忠 男70 嘉手納章 男70 冨元昭雄 男80 混50

　宮里健治 男80 伊敷義友 混50 末吉淳也 混50

　小谷和史 混55 仲宗根久典 混55 儀間真也 混60

　野原貞夫 混60 久貝傳雄 混65 澤田政夫 混65

　荻堂　哲 混60 池村一裕 混70 照屋朝保 混70

　安里ゆかり 女50 檜垣純恵 女50 稲垣美奈子 女50 混50

　伊敷朋子 女50 混50 宮城理絵子 女50 混50 翁長明美 女50 混55

　大城裕子 女50 混55 山本順子 女50 比嘉妙子 女50

　上原利恵子 女50 牧山厚美 女55 新里透江 女55

　神谷妙子 女55 混55 中川咲代 女55 砂川みどり 女55

参　　加　　者　　名　　簿

沖縄１００名

山口　１２名

愛知　１６名

選　　　　　手　　　　名　  　 　 種　　目

静岡　９名

大阪　１０名

宮崎　６名



都道府県名

　神谷智子 女55 奥平美智子 女55 仲間正子 女55

　砂川浩子 女55 友利京子 女55 野原美由紀 女55

　田中礼子 女55 長嶺美虹 女60 混60 石川伸枝 女60

　池原末子 女60 宜保多美子 女60 比嘉佐智子 女60 混60

　金城初代 女60 真栄里艶子 女60 玉城由加利 女60

　大嶺和代 女60 志喜屋直美 女60 富山ひとみ 女60

　大城美香 女60 新本清美 女60 混55 石垣恵子 女60 混60

　儀間恵子 女60 西銘京子 女60 島袋和子 女65

　屋良正江 女65 混65 平良直美 女65 宮城恵子 女65

　田中幸江 女70 混70 湧川リエ子 女70 混65 久高初子 女70 混70

　池村幸子 女70 混70 武内美樹子 女70 金城真子 女70 混70

　津嘉山照子 女75 米田洋子 女75 本多義美 女75

　島袋アサ子 女75 屋良由紀子 混50 砂川一子 混55

　野原睦枝 混60

　　県外参加者　（１７都府県） 174 名

　　県内参加者 100 名

　 　　 　計 274 名

　　男子参加者 97 名

　　女子参加者 177 名

　 　　 　計 274 名

　　男子ダブルス 37 組

　　女子ダブルス 81 組

　　混合ダブルス 64 組

　　 　 　計 182 組

参　　加　　者　　名　　簿

選　　　　　手　　　　名　  　 　 種　　目

沖　縄

全　体


