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0/80 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 木坂　孝治 ： 尾田　行令 １　（　　62 26 5-10  ）　２ 本村　道生 ： 鍋島　幸次

0/75 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 向井　龍義 ： 藤田　　暎 ０　（　　36　16　　　  ）　２ 浅尾　　司 ： 大野　悦一

№2 村本　三郎 ： 矢野　良市 　０　（　　46　67（1）   ）　２　 西原　正二郎 ： 柳田　　敏

0/70 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 津村　征二 ０　（　　46　06　　　  ）　２ 大野　周二

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 渡辺　悦二 ： 河合　昇一 ０　（　　26　16　　　  ）　２ 大野　周二 ： 竹川　健三

№2 津村　征二 ： 津島　則之 ２　（　　60　61　　　  ）　０ 合瀬　武久 ： 渕上　貞之

0/65 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 河内　純一 　０　（　　06　67（1）  ）　２　 徳永　和夫

№2 松重　見司  ０　（　　36　06　　   ）　２ 藤村　良一

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 松重　見司 ： 中田　吉也 ０　（　　26　46　　　 ）　２ 百合野 隆介 ： 小幡　忠夫

№2 河内　純一 ： 湯淺　　隆　　　 ０　（　　16　36　　　 ）　２ 藤村　良一 ： 土井 捷三郎

0/60 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 東原　　篤 ０　（　　26　06　　   ）　２ 藤崎　英俊

№2 今川　敏彦 　1　（63 67（4） 8‐10）　２　 高瀬　博明

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 今川　敏彦 ： 岡田　和憲 ０　（　　57　36　　　 ）　２ 藤崎　英俊 ： 高瀬　博明

№2 東原　　篤 ： 長崎　浩二 ２　（　　75　63　　　 ）　０ 久世　　進 ： 土橋　博志

0/55 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 中川　勝範 ０　（　　16　26　　　 ）　２ 岩本 美智男

№2 野村　卓也 ０　（　　26　06　　   ）　２ 川越　貴浩

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 林　　洋明 ： 野村　卓也 ０　（　　26　16　　   ）　２ 岩本 美智男 ： 川越　貴浩

№2 中川　勝範 ： 髙本　 明 ２　（　62　46 10‐8　）　１ 樺山　哲郎 ： 木塚　信二

0/50 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 松石　和典 ２　（　　61　63　　   ）　０ 中牟田　康

№2 大倉　康典 ２　（　　64　61　　   ）　０ 竹田　虎彦

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 長塩　　薫 ： 大倉　康典 ０　（　67(5)　57　　 ）　２ 中牟田　康 ： 村上　功

№2 松石　和典 高尾　秀一 ０　（　　36　26　　　 ）　２ 木下　浩法 ： 酒井田　誠

0/75 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 高山　フミ子 ： 柚木　邦子 ０　（　　57　26　　　 ）　２ 本村　照子 ： 錦木　義子

0/70 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 安部　智江 ： 藤原 ハツ子 ０　（　　26　26　　   ）　２ 久保田 哲子 ： 深水　幹子

0/65 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 大林　宏子 ： 佐藤　純子 ０　（　　26　16　　   ）　２ 佐々木 信子 ： 近藤　茂代

№2 小田　啓子 ： 石原　房子 ０　（　　16　26　　   ）　２ 栗田　恵子 ： 山本　容子

0/60 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 石井 美佐子  ０　（　　36　57　　   ）　２ 堀口　雅恵

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 石井 美佐子 ： 中原 三枝子 ０　（　　16　36　　　 ）　２ 西田　幸子 ： 月川　律子

№2 深川　順子 ： 日里　房代 ０　（　　26　46　　   ）　２ 池田　淳子 ： 向野　晴美

0/55 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 中川　まみ  　1　（　36　62 7‐10 ）　２　 田中エイ子

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 中川　まみ ： 柏木　敦子 ０　（　　06　26　　   ）　２ 深田 三枝子 ： 土橋　雅子

№2 部谷 みゆき ： 川田　利江 ０　（　　46　26　　   ）　２ 山下 佐余子 ： 光富　純子

0/50 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 川崎　佳香  ０　（　　06　06　　   ）　２ 重松　忍

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 友永 ゆう子 ： 松尾　京子 ０　（　　26　26　　   ）　２ 重松　忍 ： 吉岡 かをる

№2 永川　寿子 ： 川崎　佳香 　1　（　57　64 5‐10 ）　２　 西田　聖子 ： 岩本 由美子

0/45 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ №1 寺尾　直美  ２　（　　63　63　　   ）　０ 山時　美央

№2 国沢 美代子  　1　（ 64 26 0‐1RET ）　２　 宮原　祥子

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ №1 寺尾　直美 ： 国沢 美代子 ０　（　　36　16　　   ）　２ 宮原　祥子 ： 山時　美央

№2 山根　月美 ： 桑原　ゆかり 　２　（　36　64 10‐1 ）　１　 重吉 けい子 ： 木下 由美子

総合成績　　３９ポイント （　 ７　－　３２　 ）

第68回 全中国･全九州対抗ベテランテニス大会　　対戦表
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