
辺

一般男子シングルス　予選

1 中井 (市役所) 佐野 (SFTC) 30
続木 佐野

2 続木 (協和化学) 続木 wo 60 仁尾 仁尾 (EPC) 31

3 原内 (三菱化学) 63 寺石 佐野 60 行徳 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 32

4 池川 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 池川 60 60 立河 飯笹 (SFTC) 33

5 久保田 (白峰) 61 寺石 貴田 61 立河 (白峰) 34

6 山根 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 寺石 62 75 貴田 岩上 (協和化学) 35

7 寺石 (SFTC) 60 63 貴田 (SFTC) 36

8 若谷 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 若谷 藤井 藤井 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 37

9 竹田 (ﾚｸｻﾞﾑ) 60 若谷 藤井 wo 大浦 (SFTC) 38

10 田中 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 鈴木 60 62 中島 岩井 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 39

11 鈴木 (白峰) 61 若谷 民谷 75 中島 (三菱化学) 40

12 高田 (三菱化学) 高田 76 62 児島 福岡 (SFTC) 41

13 福永 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 60 伏木 民谷 wo 児島 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 42

14 野保 (SFTC) 伏木 60 61 民谷 田辺 (白峰) 43

15 伏木 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 60 62 民谷 (川崎) 44

16 浅井 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ)
川村 川村 (市役所) 45

松下 後藤 64 須崎 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 46

17 松下 (SFTC) 松下 63 60 後藤 濱田 (SFTC) 47

18 吉田 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 62 塚田 古市 60 後藤郎 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 48

19 豊谷 (川崎) 豊谷 61 62 古市 平井 (協同食品) 49

20 樋口 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 62 塚田 古市 61 古市 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 50

21 田井 (ﾚｸｻﾞﾑ) 塚田 61 61 西川 田端 (ﾚｸｻﾞﾑ) 51

22 塚田 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 60 wo 西川 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 52

23 細川 (白峰) 細川 伊藤 伊藤 (白峰) 53

24 岡部 (ﾚｸｻﾞﾑ) 60 鶴岡 伊藤 76 嶋田 (協同食品) 54

25 平沢 (SFTC) 鶴岡 60 76 松川 松川 (協和化学) 55

26 鶴岡 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 62 森川 田野辺 62 後藤渉 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 56

27 葛西 (ﾚｸｻﾞﾑ) 葛西 63 62 田野辺 大西 (白峰) 57

28 大林 (市役所) 61 森川 田野 62 田野辺 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 58

29 森川 (EPC)
62 wo

戸田 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 59

一般男子ダブルス　予選

1 尾崎・木戸浦 (ｺｽﾓ石油) 小田原・中屋敷 (協和化学) 11
尾崎・木戸浦 小田原・中屋敷

2 平井・中村 (協同食品) 83 80 濱田・平沢 (SFTC) 12大西・立河 北山・伊藤

3 大西・立河 (白峰) 84 85 北山・伊藤 (市役所) 13

4 矢部・藤井 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 嶋田・嶋田 (協同食品) 14
矢部・藤井 後藤・田野辺

5 竹田・葛西 (ﾚｸｻﾞﾑ)
84 83

後藤・田野辺 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 15

6 岩崎・古市 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 続木・立藤 (協和化学) 16岩崎・古市 続木・立藤

7 松川・松川 (協和化学)
83 86

田井・田辺 (ﾚｸｻﾞﾑ･白峰) 17

8 北條・大浦 (SFTC) 角田・赤松 (東亜合成) 18高木・高木 池田・新居

9 高木・高木 (TIEZ) 82
久保田・細川 池田・新居

84 池田・新居 (TIEZ) 19

10 久保田・細川 (白峰)
83 85

高田・中島 (三菱化学) 20

一般女子ダブルス　予選

1 小林・塩田 (ｺｽﾓ石油) 稲吉・江郷 (ﾚｸｻﾞﾑ) 8
小林・塩田 荻野・宮原

2 山崎・森 (協和化学)
84 97

荻野・宮原 (あゆみ･EPC) 9尾崎・高木 荻野・宮原

3 尾崎・高木 (ｺｽﾓ･EPC)
80 86

馬場・富岡 (市役所) 10尾崎・高木 馬場・冨岡

4 田中・冨家 (協同食品)
81 86

河野・細川 (SFTC) 11

5 矢本・松原 (あゆみ) 和泉・嵯峨原 (あゆみ) 12矢本・松原 井上・黒木

6 中西・十河 (SFTC)
80 84

井上・黒木 (TIEZ) 13矢本・松原 近石・橘

7 梅島・中西 (坂出ｸﾗﾌﾞ)

98 84
山口・有友 (市役所) 14近石・橘

82
近石・橘 (あゆみ･TIEZ) 15
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一般男子シングルス　本選

1 後藤文 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 横内 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 9
後藤文 横内

2 寺石 (SFTC) 83 86 塚田 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 10
後藤文 大福

3 古市 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 85 後藤文 43,RET. 民谷 (川崎) 11
仁木 53,RET. 大福

4 仁木 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 84 86 大福 (三菱化学) 12
後藤文 川崎

5 釜野 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 83 82 川崎 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 13
森川 川崎

6 森川 (EPC) 85 84 若谷 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 14
森川 川崎

7 田野辺 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 81 83 佐野 (SFTC) 15
山崎 佐野

8 山崎 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 84 82 梅津 (市役所) 16

一般男子ダブルス　本選

1 佐野・三谷 (SFTC) 佐野 中西 中西・谷岡 (SFTC) 9
三谷 谷岡

2 池田・新居 （TIEZ) 81 横内 山崎・伏木 山崎 82 尾崎・木戸浦 （コスモ） 10
浅井 64，63 伏木

3 小田原・中屋敷 （協和化学） 横内 85 85 山崎 矢部・藤井 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 11
浅井 伏木

4 横内・浅井 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 84 横内 山崎 82 山崎・伏木 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 12
浅井 伏木

5 中井・梅津 (市役所) 後藤 82 83 若谷 若谷・川崎 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 13
田野辺 川崎

6 後藤・田野辺 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) W.O 岩崎 若谷 80 続木・立藤 （協和化学） 14
古市 川崎

7 岩崎・古市 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 岩崎 85 84 大福 高木・高木 （TIEZ) 15
古市 馬淵

8 原田・池川 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 82 81 大福・馬淵 (三菱化学) 16

一般女子シングルス

1 河野 (SFTC)
久本 (ﾚｸｻﾞﾑ) 8

藤田
86 藤田 (SFTC) 9

河野 田中

2 田中 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 97 繁光 86 田中 (協同食品) 10
内海 82 田中

3 内海 (市役所) W.O W.O 十河 (SFTC) 11
繁光 佐野

4 繁光 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 82 4,RET. 山口 (市役所) 12
繁光 山口

5 江郷 (ﾚｸｻﾞﾑ) 82 84 冨家 (協同食品) 13
繁光 佐野

6 後藤 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 81 80 稲吉 (ﾚｸｻﾞﾑ) 14
後藤 佐野

7 中西 (SFTC) 84 81 佐野 (SFTC) 15

一般女子ダブルス　本選

1 工藤・田村 (あゆみ) 矢本 山崎・原田 佐野 荻野・宮原 （EPC) 5
松原 63，60 岸本

2 矢本・松原 （あゆみ） 84 矢本 山崎 80 佐野・岸本 (SFTC･EPC 6
松原 原田

3 北村・向畑 (YYTC･ｺｽﾓ)
北村 85 81 山崎 尾崎・高木 （ｺｽﾓ・EPC) 7
向畑 原田

4 近石・橘 （あゆみ・TIEZ）
W.O 82 山崎・原田 (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ) 8



　　　　４５才シングルス

1 豊谷 (川崎)

馬淵
宮本 (川崎) 4

80 宮本

85
横山 (三菱化学) 5

馬淵 宮本

2 上春 (川崎)
84 86

大畑 (あゆみ) 6
馬淵 吉澤

3 馬淵 (三菱化学)
82 83

吉澤 (TIEZ) 7

　　　　４５才ダブルス

森川・松下 吉澤・島本 豊谷・橋本 順位

森川・松下
84 82

２－０

(EPC) 1位

吉澤・島本
48 48

０－２

(TIEZ) 3位

豊谷・橋本
28 84

１－１

(川崎) 2位
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