
　全　　中　　国 　全　　九　　州
0/50 男子シングルス ＮＯ１ 伊藤　忠則 　（１６．６１．０１（３） ）◎ 藤崎　英俊

ＮＯ２ 藤田　康忠 　（４６．２６ 　　　　　）◎ 高瀬　博明

0/50 男子ダブルス ＮＯ１ 伊藤　忠則 ： 藤田 康忠 ◎（７５．６３．　　　　　） 藤崎　英俊 ： 高瀬 博明
ＮＯ２ 廣石　　 睦 ： 藤岡 修美 　（４６．４６ 　　　　　）◎ 深野木　隆 ： 今村 克志

0/55 男子シングルス ＮＯ１ 福井　雄治 ◎（６２．７５．　　　　　） 上和田　茂
ＮＯ２ 安部　計一 ◎（１６．７５．１０（２） ） 永松　岩雄

0/55 男子ダブルス ＮＯ１ 福井　雄治 ： 安部 計一 ◎（６３．７５．　　　　　） 上和田　茂 ： 永松 岩雄
ＮＯ２ 河内　純一 ： 浜本 幸男 　（６０．２６．０１（４） )◎ 辰野　元文 ： 高橋 公忠

0/60 男子シングルス ＮＯ１ 梅原　豊治 　（５７．７５．０１（２） ）◎ 冨高 吉之丞
ＮＯ２ 河本　眞二 　（２６．６１．０１（５） ）◎ 川中　保男

0/60 男子ダブルス ＮＯ１ 梅原　豊治 ： 道重 　 衛 　（２６．３６．　　　　  ）◎ 川中　保男 ： 渡瀬 明男
ＮＯ２ 丹治 建三郎 ： 太田 傀一 ◎（３６．６３．１０（５） ） 大野　周二 ： 園井 浩二

0/65 男子シングルス ＮＯ１ 波多　　 博 　（６４．４６．０１（２） ）◎ 合瀬　武久
ＮＯ２ 吉崎 英一郎 　（４６．４６．　　　　  ）◎ 崎口　俊也

0/65 男子ダブルス ＮＯ１ 吉崎 英一郎 ： 秋山 　 寛 ◎（６４．７５．　　　　　） 大野　悦一 ： 合瀬 武久
ＮＯ２ 波多　　 博 ： 大和 昭雄 　（０６．２６．　　　　  ）◎ 崎口　俊也 ： 渕上 貞之

0/70 男子シングルス ＮＯ１ 尾田　行令 　（０６．０６．　　　　　）◎ 浅尾　　 司
　

0/70 男子ダブルス ＮＯ１ 藤田　　 暎 ： 山根 　 長 　（２６．２６．　　　　　）◎ 浅尾　　 司 ： 西村 充生
ＮＯ２ 向井　龍義 ： 河崎 　 清 　（２６．４６．　　　　　）◎ 古田　　 壌 ： 勝又 康次
ＮＯ３ 木坂　孝治 ： 中元 正彦 　（６１．３６．０１（５） ）◎ 本村　道生 ： 長岡 盛雄

0/75 男子ダブルス ＮＯ１ 岡田 鉄太郎 ： 石見 国彦 　（２６．０６．　　　　　）◎ 今村　恒幸 ： 鍋島 幸次
　

0/40 女子シングルス ＮＯ１ 藤井　香織 ◎（６０．６１．　　　　　） 林田　裕子
ＮＯ２ 守田　恵子 　（４６．２６．　　　　　）◎ 境　　　栄子

0/40 女子ダブルス ＮＯ１ 藤井　香織 ： 塚本 直美 ◎（６３．４６．１０（２） ） 古賀　幸江 ： 境 　　栄子
ＮＯ２ 佐田　知子 ： 守田 恵子 ◎（６４．４６．１０（２） ） 林田　裕子 ： 近藤 京子

0/45 女子シングルス ＮＯ１ 竹嶋　久美 ◎（７５．６２．　　　　　） 尾籠 せつ子
ＮＯ２ 藤城　治美 　（５７．５７．　　　　　）◎ 竹村　純恵

0/45 女子ダブルス ＮＯ１ 竹嶋　久美 ： 国広 順子 　（２６．２６．　　　　　）◎ 深田 三枝子 ： 岡本 和代
ＮＯ２ 藤城　治美 ： 徳田 加寿子 ◎（１６．７５．１０（５） ） 下津浦厚子 ： 土橋 雅子

0/50 女子シングルス ＮＯ１ 中原 三枝子 ◎（６０．６４．　　　　　） 月川　律子
　

0/50 女子ダブルス ＮＯ１ 楠原　京子 ： 高島 あつ子 ◎（７５．４６．１０（６） ） 藤野　睦子 ： 井出口安代
ＮＯ２ 中原 三枝子 ： 石井 美佐子 　（１６．４６．　　　　　）◎ 月川　律子 ： 山下 佐余子

0/55 女子シングルス ＮＯ１ 浮田　和子 　（４６．４６．　　　　　）◎ 佐々木信子
　

0/55 女子ダブルス ＮＯ１ 東 　　幸子 ： 浮田 和子 　（２６．５７．　　　　　）◎ 西田　幸子 ： 栗田 恵子
ＮＯ２ 信川　妙子 ： 戸田 和美 　（５７．０６．　　　　　）◎ 佐々木信子 ： 池田 洋子

0/60 女子ダブルス ＮＯ１ 矢田 よし子 ： 大矢 カヨコ ◎（６４．３６．１０（７） ） 久保田哲子 ： 野田 広子
　

0/65 女子ダブルス ＮＯ１ 高山 フミ子 ： 記谷 千秋 　（０６．４６．　　　　　）◎ 藤田　信子 ： 半田 亮子
ＮＯ２ 篠原　純子 ： 山平 節子 　（３６．１６．　　　　　）◎ 津城 アイ子 ： 橋本 和子

総合成績 　（　　１４ 対 ２４  　）　　
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