
都道府県名

　福島 ２名 　佐久間文子　女60 小野寺ひろみ　女60

　田中俊久　混50

　出口智子　女50 楠田里美　女50 田中優子　混50

　茶園和子　女75  混75

　三浦弘一　混55

　山田友子　女55 馬場のり子　女55 松原正代　混55　

　押久保圭子　女60 三富久子　女60 増川美子　女60

　鶴見よし子　女60

　小山勝利  男75  混75 大澤勢一　男75  混75

　宮崎幸子　女60 春山美恵子  女60 桑原順子　女65

　青木芳子  女65 小林三代子　女70  増渕千恵子  女70

　仙田昌克　男60  混55 加藤一隆  男60　混60 加藤秀之  混60

　佐野　稔  男65　混60 足利英之  男65　混60 横尾　尚　男70

　伊藤多恵子  女50 橋本久美子　女50 武笠聖子  女50

　菊田範子　女50 井上るり  女55 南則子　女55

　池田みどり  女55　混55 花井輝子  女55  混60 横尾則子　女60　混60　

　設楽美代子　女60  混60 高野清美　女60 大原まり  女60

　堀　詔子  女60 本多眞弓　女60 加藤正江　混60

　近藤和子　女65 八谷みずえ  女65 内野とし子　女65

　今田悦美　女70 　山口敬子　女70 長谷川恵久子  混70

　川島宮子  女75 　立本洋子　女75 鬼島紀卋子  女75

　細谷重夫　男60  混65

　阿山博美　女70  混70 村田勝子　女80  混75

　浅見初男　混60 山本義正  男65　混65 小宮山清志  男65　混65

　鏑木興司  男75　混70

　戸坂恵美子  女55　 盛永みどり　女55 桐生英子  女55

　樋川麻子　女55 佐藤利子  女55 上田かよ子　女55

　国府田晴美  女60 田倉テイ子　女60 東瑠美子  女60

　菅谷尚子　女60 石川明美　女60 浅見裕子  混60

　荒井アキ子  女65 塚田敦子　女65 塩澤はるみ　女65  混65

　山本千枝子  女65  混65 矢野節子  女70　混65  橋村和子  女80

　山下善子　女80 小松加代子　女80 水田恵子  女80

　谷　絢子　女80  混75 矢崎まゆみ  女80　混75

　渡辺清和  混55 森田　実　混60 高橋  清  男65

　落合孝之　男65 飯田  登  男65  混60 米内山太司　男65  混65

参　　加　　者　　名　　簿

選　　　　　手　　　　名　  　 　 種　　目

茨城　５名 

栃木　８名 

群馬　８名

埼玉　３０名

千葉　３名

　神奈川　

東京　２７名



都道府県名

　権守正秀　男75  混75 鈴木勝之　男75  混65 後藤正和　男75  混75

　松沢  雅  男75  混75

　小暮夕子　女50 田中好美  女50 黒川寛子　女50

　今尾みゆき  女50 熊川由紀子  女50 木根渕康代　女50

　伊東康子　女55 山口登志子  女55 松岡雅子  女55

　尾崎のぞみ  女55 渡辺圭子　女55 柳沼由紀子  女55

　渡辺浩子  女55 平川はるみ　女55 山下京子  混55

　寺島万里枝  女60 城地マサ枝　女60 波多野朝子  女60

　橋本起世子　女60 前田康子  女60 森田多恵子　混60

　飯田千恵子  混60 中釜節子  女65 樋口恵子　女65

　中村信子  女65 明石加代子　女65 宝田淳子  女65

　笠井宏子　女65 兼松俊枝  女65　混65 兼田栄子  女65　混65

　片倉幸子  女65  混65 高野悦子　女65　混70 上村　靖　女70

　木元勝子  女70 松川君代　女75　混75 片桐桂子  女75  混75

　　山梨　２名 　外川仙造　男55  混55 荒木恵子　女65

　　新潟　３名 　秋山都美子　女60 渡辺暁子  女60 涌井勝子　女80

　　長野　１名 　丸山美代子　女55

　　福井　１名 　中西エミ子　女75  混75

　佐野康之　男55  混55 高橋秀一　男65 箕輪富夫  男65

　栗山　桂　男75 山内將史  男75

　伊藤智子　女55  混55 和田聡子　女55  混55 河本順子　女65

　山田幸子  女65 高橋ハルエ　女65 松永康江  女65

　中村由紀　女65 箕輪ヤスエ  女65 佐藤ひろみ　女70

　酒井ひで子  女70 井出紀子　女75

　長谷川潔  混60 上前茂人　男65  混65 大村真司　男65  混65　

　西川直治郎　男70  混60 武田正雄　男70  混65

　霜  恭子　女60 田村早苗　女60 佐野信子  女60　混65

　西川福美  女60　混60 伊藤由美子  混60 長谷川さつよ　女65  混65

　武田京子　女65  混65

　　三重　３名 　河原賢治  男65　混65 野崎隆幸　混65 野崎智代  混65

　伊藤朋道　混55

　三原　恵  女50 赤井英子　女50 中川江美  女50

　梶原　文　女55 邑田智子  女55 伊藤恵美　混55

　松井重夫　混55 土田廣記  混55 杉谷義明　男65  混70

　阪田祐子　女50 松田裕美子  女50 前橋苗美　女50

　土屋記巳子  女55 木戸公代　女55 増田万巳  女55　混55

　松井美之  混55

　中村　昇　混65

　山本万里  女55 守山尚子　女55 松田つね子  女60

都道府県名

　松田孝子　女60 島本恭子　混65

選　　　　　手　　　　名　  　 　 種　　目

選　　　　　手　　　　名　  　 　 種　　目

神奈川県　４６名

静岡　１６名

愛知　１２名

京都　７名

大阪　１０名

兵庫　６名



　　広島　１名 　山本清子　女60

　讃井起真  男55　混55 松本幹生  男55　混55 堀越秀春  混55

　島田文江　女55 米田真佐子  女55　混55 原田久美子  女55　混55

　足立早苗  女55　混55

　森野秀雄　男70 松原浩章  男70　混75 城井五十二  男70　混70

　大庭武志  男70　混70 廣瀬勇夫  男75　混75

　梶原美香  女50 平野美佳　女50 木村善子  女60

　稲尾良子　女65 水間洋子　女65 瀬戸口陽子  女65

　城井京子　混70 原田良子  女75 一木房江　女75  混75

  大庭千恵子　女75  混70 内田紅美子　女75  混75

　　佐賀　２名 　山崎田鶴子　女60 山田幸子  女65

　　熊本　１名 　芦原健身　男65  混65

　　大分　２名 　奥野初子　女75 土谷テル子  女75

　橋本武弘　男50 玉城　保  男50 金城哲也　男50

　高良義光  男50 根間直記　男50 佐々木義史  男50

　砂川博和　男50 小谷和史  男50 照屋　勉　男50

　上原　太  男50 上原直人　男50 新垣政喜  男50

　新城　満　男50 大城　一　男50 島袋良則　男50

　末吉淳也  男50 饒辺健一　男50 新本保明  男50　混50

　儀間清浩  男55 金城　智　男55 砂川昌浩  男55

　石川哲夫　男55 大城正治　男55 冨里一公　男55

　徳村政雄  男55　混55 荻堂  哲  男55　混55 荷川取秀人  男55　混50

　儀間真也  男55　混55 伊波哲郎　男60 下地敏彦  男60

　宮本宜之雄　男60 座間味毅  男60 山内昌賢　男60

　上原  満  男60 森川政寿　男60 大城　学  男60

　照屋寛吉　男60  混60 石垣美昭　男60  混55 前田　務　男60  混60

　渡口清秀　男60  混50 譜久島英次　男60  混60 久貝傳雄　混60

　嘉手納章　男65 儀間真明  男65 真栄城剛  男65

　真栄田章　男65 仲松  忠  男65 濱元盛充　男65

　大山  基  男65　混65 久貝菊次郎  混65 照屋朝保　混65

　宮里健治  男75  混75 芝崎侑司　男75  混75

　翁長淳子　女50 根路銘理恵子  女50 中川咲代　女50

　田中礼子  女50 翁長明美　混50 玉城昌子  混50

　宮國順子　女55 金城照美 女55 志喜屋直美　女55

　小浜直子  女55 上原明子  女55 神谷妙子　女55

　大城美香  女55 仲里ひとみ　女55 渡辺明美  女55

　比嘉佐智子　女55 富山ひとみ  女55 牧山厚美　女55

　新本清美  女55　混50　 石垣恵子  女55  混55 石川伸枝　女55  混55

都道府県名

　池原末子　女55  混55 長嶺美虹　混55 座安梨枝子  女60

　島袋和子　女60 徳田さとみ  女60 屋良正江　女60  混60

　里村たか子　女60  混60 高嶺邦子  混60 武内美樹子　女65

選　　　　　手　　　　名　  　 　 種　　目

福岡　１６名

沖縄　９０名

山口　７名



　湧川リエ子  女65　混60 池村幸子  女65　混65 久高初子  女65　混65

　久貝とみ子  混65 田中幸江　混65 津嘉山照子  女70

　島袋アサ子　女70

　　県外参加者　（２４都道府県）　　 ２１９名

　　県内参加者　　　　　　　　　　　　　　９０名

　 　　 　計　　　　　　　　　　　　　　　　３０９名

　　男子参加者　　　　　 　　　　　　　 １０５名

　　女子参加者　　　　　　　　　　　　　２０４名

　 　　 　計　　　　　　　　　　　　　　　　３０９名

　　混合ダブルス　　　　６１組　　　　１２２名

　　男子ダブルス　　　　４４組　　　　　８８名

　　女子ダブルス　　　　９２組　　　　１８４名

　　 　 　計　　　　　　　１９７組　　 　　３９４名

注） 男子８０歳と混合８０歳は２組エントリーのため、それぞれ下位年齢の７５歳に統合した。


