
(公印省略)

平成22年7月2日

財団法人日本バドミントン協会会長　　様

各都道府県バドミントン協会会長　　　様

各加盟団体会長　　　　　　　　　　　　様

福岡県バドミントン協会

会長　本　田　正　寛

第2 7回全日本シニアバドミントン選手権大会要項等の送付について

初夏の候　貴協会におかれましては益々ご発展のこととお喜び申し上げます｡

さて､第2 7回全日本シニアバドミントン選手権大会を福岡県の筑後地方を中心に7

会場で開催いたします｡

つきましては､別添のとおり大会要項及び参加申込書等関係書類をお送りしますので､

宜しくお取り計らいいただきますようお願い申し上げます｡

記

【送付物一覧】

1　大会要項　　　　　　　　　　　　　　　1部

2　参加申込書記入について　　　　　　　　1部

3　参加申込フロッピーディスク　　　　　1枚

4　参加申込書(単･複･混合複)　　　各1部

5　参加料納入表　　　　　　　　　　　　　1部

6　推薦選手一覧表　　　　　　　　　　　1部

7　各都道府県選手割当表　　　　　　　　1部

8　年齢早見表　　　　　　　　　　　　　　1部

9　開会式･レセプション案内･申込書　各1部

10　宿泊･弁当等案内･申込書　　　　　各1部

11主管団体よりの補足説明　　　　　　　1部

※　なお､都道府県協会以外の皆様には関係書類のみを同封いたします｡

※　今後､本大会に関する連絡･案内を､インターネットの｢全日本シニア大会サイ

ト｣ (福岡県協会ホームページ内)に､随時掲載します｡ご確認ください｡

UR L http://www. u-zak. ne. jp/FBA｣)/senlor2010
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第27回全日本シニアバドミントン選手権大会要項

(瑚日本バドミントン協会

久留米市

福岡県バドミントン協会･全日本シニアバドミントン選手権大会福岡実行委員会

福岡県･福岡県教育委員会･ (妄舶高岡県体育協会

大牟田市･柳川市･うきは市･みやま市･福岡市

久留米市教育委員会･大牟田市教育委員会･柳川市教育委員会･うきは市教育委員会

みやま市教育委員会･筑後市教育委員会

圃久留米市体育協会･大牟田市体育協会･柳川市体育協会･うきは市体育協会･みやま市体育協会

小郡市体育協会･大木町体育協会･筑後市体育協会･ (長躯高岡市体育協会

(瑚久留米市観光コンペ).ション国際交流協会

平成22年11月19日(金)～22日(月)

11月19日(金)　　18時00分　　　開会式

1 1月20日(土)　　　9時30分　　　競技開始(第1会場～第7会場)

11月21日(日)　　　9時30分　　　競技開始(第1会場～第7会場)

11月22日(月)　　　9時30分　　　競技開始(第1会場)

第1会場　福岡県立久留米体育館(10コート)

久留米市東櫛原町173番地(電話:0942-39-7371)

第2会場　久留米市みづま総合体育館(12コート)

久留米市三瀦町玉満2593-1

第3会場　大牟田市民体育館(12コート)

大牟田市宝坂町2丁目86番地

第4会場　うきは市総合体育館(10コ-l弓

うきは市浮羽町朝田215番地

第5会場　筑後広域公園体育館(10コート)

筑後市大字津島83 1- 1

第6会場　大木町総合体育館(9コート)

大木町大字八町牟田617- 1

第7会場　福岡市民体育館(14コート)

福岡市博多区東公園8-2

男子30歳以上単･複

男子35歳以上単･複

男子40歳以上単･複

男子45歳以上単･複

男子50歳以上単･複

男子55歳以上単･複

男子60歳以上単･複

男子65歳以上単･複

男子70歳以上単･複

男子75歳以上単･複

女子30歳以上

女子35歳以上

女子40歳以上

女子4 5歳以上

女子50歳以上

女子55歳以上

女子60歳以上

女子6 5歳以上

女子70歳以上

女子75歳以上

(電話: 0942-65-ll 15)

(電話:0944-53-6003)

(電話:0943-74-8080)

(電話:0942-53-4600)

(電話:0944-32- 1288)

(電話: 092-641-9135)

単･複　　30歳以上混合複

単･複　　35歳以上混合複

単･複　　40歳以上混合複

単･複　　45歳以上混合複

単･複　　50歳以上混合複

単･複　　55歳以上混合複

単･複　　60歳以上混合複

単･複　　65歳以上混合複

単･複　　70歳以上混合複

単･複　　75歳以上混合複

上記年齢は､平成22年4月1日現在のものとする

平成2 2年度酬日本バドミントン協会競技規則･同大会運営規程並びに同公認審判員規程による

各種目ともトーナメント方式とし､ 3位決定戦は行わない

(瑚日本バドミントン協会検定･審査合格用器具及び同平成22年度第一種検定合格水鳥球を使用する

平成22年度圃日本バドミントン協会の登録会員で､次のいずれかに該当する者

(1)前年度本大会各種目ベスト8以上の者ただし該当種目に限る

(2) (財日本バドミントン協会決定の各都道府県割当枠内の推薦者



12参加制限'(12',認諾I慧警諾It芸B(那本代ントン協会登録区分瑚登録者数の5%とす

る｡なお､この数は(1)の外数である

(3) 1選手は2種目以内とし､単と混合複は兼ねて出場できない

(4)参加申込状況により主管県の判断で追加参加を認めることができる

13組合せ　大会運営規程第5章27-31条を適用する

14参加料 1人1種目につき､ 5, 000円とする

参加科は所属都道府県協会ごとに一括して申込み締切りまでに下記の口座に振り込むこと 

振 込 先 ��"�ｾ�>ﾉ�ｸｬHｭb�ﾏｸﾜ�MHﾘb�ﾏｸﾜ�kﾈｶ��西日本シティ銀行久留米西町支店 

普通0395865 

第27回全日本シニアバドミントン選手権大会会計勝本幸子 

15申込締切　　平成22年8月20日(金)必着のこと

現金書留､電話､電報､ FAX及びEメールによる申込は受け付けない

16申込書　同封のフロッピーディスクにある所定の申込書に必要事項を入力してから印刷を3通取仇

送付方法　各々を正･副･控として､正･副に各都道府県協会長の印を捺印の上､所属都道府県協会毎に
一括して申込み締切日までに下記に送付すること

入力したフロッピーディスクは｢申込書(副)｣と一緒に大会事務局-送付すること ｣ (正)〒150-8050 

東京都渋谷田中南1-1-1岸記念体育会館内 

財団法人日本バドミントン協会事務局宛 

(副)〒830-0072 

久留米市安武町安武本597-3小形公一気付 

第27回全日本シニアバドミントン選手権大会事務局宛 

(控)各都道府県協会で保管のことo 

17宿　泊

18着　衣

19表　彰

20大会事務局

別紙(宿泊･弁当･交通のご案内)を参照すること

試合時の服装で､色付き着衣を使用する場合は(貝相和叩ミントン協会の審査合格品とし､

上衣の背面には､都道府県名を明記すること

(1)各種目の優勝者に圃日本バドミントン協会金メダルを授与する

(2)各種目の準優勝者に福岡県バドミントン協会より銀メダルを授与する

(3)各種目の第3位に福岡県バドミントン協会より銅メダルを授与する

(4)各種目とも1位～3位には､柳日本1ドミントン協会賞状を授与する

〒830-0072

久留米市安武町安武本597-3　小形公一

第27回全日本シニアバドミントン大会選手権大会事務局

(問合せ先勝本幸子　電話‥0942(27)0406　090-7985~4835

FAX:0942-26-3248

21備　考　(1)大会参加に際して提供される個人情報は､

目的に利用することはありません

本大会活動に利用するものとし､これ以外の

(2)事故による応急処置は主催者が行いますが､一切の責任は負いません

参加者は健康保険証(写)を持参すること

(3)参加者は､各自でスポーツ傷害保険に加入すること

(4)他都道府県の選手と組んでダブルスに出場する場合は､両方の都道府県より申し込むこと

(5) 11月19日(金)の開会式終了後､同会場でレセプションを開催します

別紙( ｢開会式･レセプション｣開催のご案内)を参照

(6)酬日本バドミントン協会環境委員会よりお願い

① (開催地)ゴミの分別収集に協力して下さい

② (宿泊先の)部屋から出るときには､エアコン･テレビ･ライトのスイッチを消して下さい

③マイ歯ブラシを持参して大会に参加してください
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堀田又治 (大阪) ����ﾈﾉ8謦�6饐9����I&ﾒ��伴宏美 (北海蓮) 俚(ｷhｭH�8���朱�ｩOﾈﾔｲ�浦�8r��谷部哲司 中井佑有子 (埼玉) 伜)gｹ�ﾉnr�畏)&ﾒ��同島猛 谷島洋 (富山) ノー-⊥▼ 劔��I�Y]ｹ�R��8ﾈｹ竰�(i$ｨｼ疫�����ﾌｹ�ﾙOﾈﾆ"���hｨ2��抦鉙*(+�-ﾒ�

山脇克泰 (愛知) 乖�ﾅｸ樞�ｻIgｹ�YJ｢���ywB��吉田智恵子 (栃木) 丶8�8ﾕ��2�ｧ闔IOﾉ'������ywB��~冦謁ﾘﾆ"��69�騫ﾘ���������,b�浅野研一 竹本妙子 (富山) ���)|y[ﾒ���YZ｢��蓼ﾔHﾔｹWb��ｨ�"��黒石雅玄 中原学 (高知) �68岑ﾛ(����ｫ･�ﾝ��本間貝 富田ゆかり (東京) 斎藤栄子 藤田起史子 (福島) 劍岔nﾉH阮���8ﾈｹ竰�耳���冦右h岑ﾔｲ���ywB��贓69�IOﾂ��:�68嫌,8����IU���ﾙ�釐����69(hﾔﾈ������6ﾒ��岔nﾉH阮��

内田莫大 藤沼満美子 (神奈川) 剌ｼ村浩二 吉田茂美 (福井) 坐.I 傅ﾉ}�ｷiOﾈ�����ywB���>ﾉl靫ｹWb�>ﾉl顫韈��浦�B��中林憲一 (新潟) ��Xｷi]ｹ�H爾�}�{(譴����朝=��ﾂ奉�ｶy�ﾉ�9Wb��8ﾘ冷�繁�ﾉu(柵����=��ﾂ��
篠原研司 (長野) 冲ﾉ68ﾅﾈ爾�tﾉ68ﾕ�｢���Xﾞ2��野中愛子 (福岡) 

~画王磨恵 木村和美 _ー____(塞都) 鈴木由希子 小泉ユミ (神奈川 蒔田里美 中野文子 )(神奈｣｣｣二 小福~清美 中村イ庸子 )(埼玉 兢��ﾘﾉｩ�"���>��霍ﾂ���Xﾞ2���+�/俾"��闔Hﾏｨ���忠�Xﾞ2��'(ｫ��2��(ﾞ�*�."�宙ﾘ)&ﾒ��ｸ�ﾉ5hﾗh�ｹ:�ﾒ���冰)Oﾂ�忠8ﾈｹ��､土 劍扎圷ｷi�ﾘ���

中島信頼 (愛_旦_ 伜(ﾏｸ��爾����ﾉ{9����8ﾈｹ竰�関里枝 __(埼_革) �?ｩnﾈﾋIiｨ���揵}�ｷiOﾂ��8ﾅ��甁����つとと口 田辺沙知 (神奈川) 傲h夐u��驟�����=��ﾂ��佐久間誠二 (東京) 島田明 桃井雅和 )(茨城) ~一元訂一顧宏 荒木伸義 )___(東京 伴野響 赤塚昌紀 )(東京 伜(屬��･�滅��~冦疫(ｯ8������9w���+y$ｩ�ﾉ&ﾘﾘ��宙��gｲ�ﾝi:�毎���忠Y�8r�兩_ー｣鼻_塵) 太田智一郎 (京都) 大友祐- )(神奈川 川田輝夫 )(広島 冢ﾉ69uE�����=��ﾂ��ﾆ伜(ｬ��(福島) 落合愛美 )(栃木) 近葉裕子 )(福井) 遠藤雅希 )(兵庫 傴ﾈ圸�2��8ﾈｹ竰�8ﾈｹ竰��tﾉU�H支ｶ�ﾏR��ﾈﾞ�-�.ｸ���靈Hﾆｨ������瀦�ｩYx�"��麌柯自W域ﾘ��ﾄi�委Y�ﾂ�|��ﾉOﾉ��'ﾈ�)Oﾉ'��2�萎仂｢忠��=��ﾂ��靉俘x蟹Oﾉ��nﾈﾖｸ����(ﾞ�育��(葎椹�2�忠<盈ｒ姥亥"��

浅野浩司 (栃木 小賀元裕 (高知 中根竜也 (愛知 �(i�伊){｢�ﾛ)nﾉ'�ｷb�壷,E��?�%U���gｸ�(ﾔx贅��ﾉ68ｵ�Wb�忠(ｲ�%R�闔ｩ{ﾉ��ﾙ���ｽ�:�vﾙ?��宙�(ﾆ��太田久美恵 )(神奈川) 高原里衣 )(碍__岡 城野照美 )(沖縄 �69�ｩ��62�xｭhﾚｨ﨓�����x爾��偃R���:��yz"��(岔Oﾈﾔｲ�宙����R�ｷh���(���8y�ｩthｴ倡��忠��=��ﾂ�完昂夏至山本潤 )_iil葉)(富山 畏課題中村清 )(神奈川)(茨城 悪霊慧輔吉田典幸 )(京都)(群馬 劔劍�)|ﾈ嗷��+偃b茯8�畔��R�靆ﾉ�ﾈ��ﾗ2�8��+xﾗ2�奉��Xﾞ2�鉉G馮ｸﾕ�2�ｷi]ｹ{ｨ爾�忠Y�｢�



45MS 鼎TﾔB�45WS 鼎UtB�454fAXD%複l 鉄�S�Ce8ﾉｦﾂ�ﾂ�50MD 50男子複 鉄�u2�S����%��#��50WD複l 鉄�S�y�)Z�B���v冏ｹ?俶ﾙWb�55MS 55男子単 鉄TﾔB�SY&ｨ��Z��55WS 55女子単 鉄UtB�SX���Z��鉄UВ�SXﾚﾈﾘyZ��澱�60MS o男子単 ��

45男子単 77 鼎Xﾇﾈ��Z�ﾂ�ﾂ�45女子単 28 鼎X���Z��劔50女子 72l 宙 �53l 高岡桂 (福井) 福士栄 (青森) 鉄R�69�ｨ諸&｢�(i�ｨ耳ﾔ��掩�慂�"���)�ｩ;��驟�+��21l 鼎�ﾂ��ﾙ69{ｨ���鼎&ﾂ���68����431 本敏彦 (福井) 菊地正 ��

若で吉信冨)i 凅ｸ抱ﾆI�｢��8ﾈｹ竰�ヒ原鶴美､ (富山) 儘�:�,�*�-ﾒ�[ﾙZｨ�����8ﾈｹ竰�井 (福井) 舒)�ｩ�ﾘ譏6ﾒ��I&ﾒ��白 弓削義雄 (岐阜.大阪) 育 伜(ﾏｹ_H����+xﾞｒ�42�左藤利子 �<y�ｴ�白�ohﾆ�?��剔ｾW(志し孟)I 馴憲言,I �'ﾉ68*�+x-ﾓ��萎仂｢韃)yﾂ��Wi�9�ﾘ�����h�盈碓ﾉ&ﾘ����8ﾈｹ竰���ｭb�.YWb���

木村孝ヲ 佰i�ﾈﾅ�k��:I�)4��平分章子○ ⊥) 兌ﾙ�ﾈ,ﾘ.�-ﾒ�6饐8ﾕ�����ywB���=��ﾂ��至芸警諾) (東京) 免ﾅ)W�Wb縒�飴�72��中野 青水邦浩P (富山) 豫�u)Oﾈ�����I&ﾒ��生野玲子イ (東京) 俚i:�y育���8ﾈｹ竰�俘(ｻH毎爾��8ﾈｹ竰��69��6X4(����8ﾈｹ竰���凭僖ﾆﾂ��(ﾛ)nﾈﾔ��69��6X4(����8ﾈｹ竰�69�ｨ諸&｢�>ﾉ�ｨ擁�2�掩�慂�(耳ｹ�72���Y8y�B��ﾙ�ﾉOﾈ����<盈ｒ��)�ｩ;��驟��69�9�y&ﾘ����8ﾈｹ闔ｩ��=��ﾂ��ｶY&餮��~冦��8撮�旭(薰韃(ﾆ�����ｩ�ﾘｶ��EIOﾈｮﾉ�8���閏ｨﾌ鋳���%�����(宮城) 歳嶋贋久 (熊本) 大中康貴 (愛媛) 福田光雄 (長_崎) 松井秋男 

(見都) 大和田勉 (東京) 忠��=��ﾂ��ihﾞ)������9��ｷb�姥亥"��(東泉 山本典子 (岡山) 傅ﾈﾋI�����ﾛ):�DR�姐ｸ�鋳�/ヽ 宗形-志 持田めぐみ (東京) 梯�卻�)��nr�映ｸ､9;鋳�小林静男 浅見初男 (東京) 尾崎清 凛)�ｨ+ﾘ*倡���ｹ>｢��北原美恵子､ 井上みどり (大阪) 森田須賀子 土屋記巳子 (大阪) 凅靼xｷiWb�ﾚ�,9uIOﾂ��8ﾈｹ粨ﾞ仂｢���I�Ydﾘﾕ���(ﾞ胤ｨ���姥亥"����7�(6ﾘ�*B�青山伸幸 (愛知) 岡田寿紀 (山形) 俚):�k隍2�迄鯖{IWb���ywB闃IU���5�68��ｴ��原岡かずえ (兵庫) 倉谷昌子 侘8ｻI?ｨ���?�､ｹ;��(���姐ｸ�鋳�ｷｸﾞ碓ﾈﾕﾘ����ﾉ�ｨﾔh����8ﾈｹ粨蓼���L(ﾏｹ�y�8���M��(5h5�4r��<盈り��椶���ｸ,ﾈ.育��ﾘ(ｻIoY�2���ywB��m浦ｩ�y-���剪���

江藤正治 (熊本) 乖ｹwH蒴Tb�ﾘ)�ｸ自��浦�B��小林洋子 (福井) 俚):��8ﾆ"�鰮68-�*�-ﾒ��8ﾈｹ竰�佐藤次郎 城戸真知子 (東京) 冖ﾉ8閲"����鋳�p円 福井政夫 (広島) ��$)�騏)Oﾂ�飴�72��劔�闔I�9&｢�浦�8r��詹8xﾘ騫��(愛知) 劔����

笠井孝之 (栃木) ��Y��69]r���68�2��8ﾈｹ竰�秋山由理 (高知) 冦運���2��)69dhﾘ��闇�F粳8ﾈｹ竰�菊地生昭 菊地洋子 (岩手) ��位I?�����鋳�柳敬三 清水正紀 (東京) ｣池博幸 ��ﾉ}�&ﾘ�����Xﾞ2��ﾙXﾏYzX����IU���la橋寿美子 佐藤美代子 (宮城.山形) 中原千鶴 後藤恵 (岡山) 湯山浩子 山本邦子 (静岡.奈良) 凅ﾈ齪ﾔ餮b�:�gｸ楮����8ﾈｹ竰��6y}��9&｢�那須哲太郎 (大阪) 管 亊ｸ皐ﾅﾉ�ﾒ���Xﾞ2��ﾘ(ｻI�H���山本二枝子 (福井) 吾川千江子 (神奈川) 山川美佐江 (福島) 劔����

佐田聡 (福岡) 壷�8ﾕ�ﾂ��(ﾋIH靫ｲ����=��ﾂ��弓矢美妃子 (大阪) �H�9Oﾉ'��2�揵}�vﾘ���浦�B��佐々木和義 佐々木幸恵 (広島) ��:��YWb�闇�F竰�′ヽ 小林賢治 (東京) 劍揵}�ｵ��2��8ﾈｹ粨ﾞ仂｢���Y�(ﾔ顆"�有′一一秀 (東京) 兀��(ｻ2����=��ﾂ��冓d���ｸﾙOh�(��閏ｨﾌ鋳�R�)ｨ6r�劔��(東京 徳田進 ��

演松裕司 �俥益ﾘ樞�抦����浦�｢���ｨ鉑H��69(bﾘ徨�高野美子 ) ��ﾉnﾉu8���ｯI68-�,h-ﾒ����y�ﾂ��村松博 児玉幸代 (大阪.奈良) 傅ﾈｨ�{(謦�一�椶��原章智 岡本和夫 (東京) 冤駑慰ｸ���闇�F竰�丿���闔H蒴Oﾂ��8ﾈｹ竰�水井孝 (岡山) 劔/(毎����8ﾈｹ竰�~冦�����ｧﾘ皐ﾔx������=��ﾂ��剪�(京都 伴順造 (茨城 ��

(香川) 山本裕幸 �(茨城 稲村美幸 艇5'�*ﾒ�ｷi]ｹ&ﾘ������)�ﾉ'��������/ト泉徹 三枝直子 (神奈川) 冢ﾉg���ﾔｲ���Xﾞ2��榎博久 高野一男 (神奈川.福井) ��Y'(ｷh������鋳�佐々木小夜子 伊藤育子 (宮城) 俘)nﾈ自&｢��ﾉ�ｩ�����浦�B��林高志 (茨城) 傅ﾈﾋH匣ｶ��冓�闇ｸﾛ"����=��ﾂ��塩路雅子 (神奈川) 劔����

(兄都) 西村晃 (北海道) 忠�Xﾞ2��ｭ�鯖'�ﾒ���ﾆ�耳躋��8ﾈｹ竰�(福島) 菊地葉子 (東京) 忠�ywB闃I&ﾒ�fｸﾋI-�ﾂ�ﾟ��ｩ�����姥亥"��平野浩 木暮英代 (群馬) 一､士 僮�ﾋHﾕr�慰ﾉ8r��谷口真 高見堂康弘 (愛知)十 】弘之 亶ｹgｸﾆ)Oﾈ����峯�r��Y,ｹ�x棹������=��ﾂ��太田礼子 門間由美子 (愛知) 高田みゆき 傴ﾉOh�爾��ﾉnﾉu8������=��ﾂ��ｽｩ���Tb�9(�(ﾕ�����8圓��森田幸男 (埼玉) 山岸義則 (富山) ��ｭi.YWb�X��ﾙ&｢����ｹ�ﾂ��ﾞ)gｸﾏYu��河村文子 (山口) 永井香代子 (福島) �iц楮����968ﾔｸﾕﾒ����=��ﾂ��蓼ﾔI=h���ｽ�:�ﾝ運H����IU�����nﾉwb�児YHﾏX�����hｨ2��Y�68ﾅｲ�憖nﾈ葈���畏��ﾂ��ywB���ﾂ頷ﾈ耳贓zx�ﾂ�剴月�- (杢_磨) 

斉藤清人 (福島) ���$ｩW�ﾔｲ�詹,ｸﾕ�R�西山幸子 (北海道) 傲����騫ﾘ���L(･�餔ﾂ�ｨ6ﾘ���江口武JLih 吉井正美 丘庫) ��ﾈﾊ��ﾘ���<盈ｒ�五十風 大島浩一 (福島) 剔O田保子 (福島) 劔¥I�9{"�姥亥"��劔�(熊本) 

) 艇�ﾈ�"�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- 辻���中島正雄 東瑠美子 (東京) 酒井昌男 松村美智子 (東京) 中野宥【 ��LJ｣l ��森多恵子 大貫京子 (神奈川) 遠藤静子 田中節子 (北海道) 安藤昌子 吉川千江子 )(神奈川 剽ｧ 剪�

鈴木憲清 (福島) 梯�ｽ�:��Wb��Xﾞ94韆ｲ��I&ﾒ��柴田悦子 ､〔兵ー_塵と ��ﾈﾏｸｴ倡��髦ｼｨﾔｹ�2��=驂r��lｩvX莱�2�ﾟ�>�ﾆ8����=驂r��ﾘ'陞i�IOﾂ��)&韜��9Oﾂ��ｵ�ｪDﾆh搨��ｷｸ�(������:��x������6ﾘ�ｵ�ｨ霰褪�､��ｩ��Oﾂ�9)�ｩk餔ﾂ�ｷXﾌ��石崎一男 石崎有紀子 (大阪) 後藤智彦 平川はるみ (千葉) 【ヨ 價inﾈﾔｹWb���Xﾞ2����鉑�ﾈ����ywB��公ロ 稲垣慎二 (鳥取.島根) 落合有夫 芹揮英彦 (東京.静岡) 丸正~藤美 小関勝也 (山形_) 俘(ｻI~h������=��ﾂ��卻�(����+�x����米沢千江美 佐藤和美 (千葉) ~ー裏山紀子 山野辺真由美 (福島) J青ー~雷音字~ 市田礼子 (東京) EEl"-fJ早苗 霜恭子 )(愛知 刹g田修指 (京都) 山本清二 __｣亙一都) 傚��ﾊB��(�)�ﾈﾔｲ�姥�ﾈ*(蟹&ﾒ��(i�ｨ福��(�魔�閏ｨﾌ鋳�(東京) 安田れい子 (静岡) 佐々木せつ子 劍�)gｸ�ﾘ�����ywB���)gｹ�I?��ﾘ(ｻIoY�2��ｺ8哘�r��'ﾉ�ｩ��Wb��969Oﾉ^H�������7做ﾉ%R��闔I�9&｢�剴n辺博 (神奉川 稲村浩 (群畢 崩��奉���奉�

藤田洋一 (富山) 舒(皐諟���ﾛ):�鴿���8ﾈｹ竰�遠江久美子 

井上茂 (漢_一歩) �(i8xﾔ�b�69(i�����飴�72��ｧﾘ皐ﾔiEb�I)�餮�ﾔ���<盈ｒ�Y�68荿ﾔ�����ｩzR�忠8ﾈｹ��前沢恵美 (神秦即 剪�ｼ日利 中西亮子 (三重) 傴ﾈ岔�x謦��+偃b��忠�ywB��69^ｩ��+x-ﾘ���越�8XﾘX�ﾂ�,968�8���宙ﾚ9=霍���')68.(+x���姥絢鋳�6ﾘ�ﾈ爾�西島知彦 (静岡) 伊藤信一 )(神奈川 小島意次 ～)(千葉 仂ym����噂X�ﾉ72��ﾘ)�疫)4��fｸ�)�ﾘ鶯�抱�8ｪ���2��)gｹH��8y69�8�������=��ﾂ�I____王墓_辛 上田恵子 汁___(垂井 知念小夜子 )._(神奈川 贋瀬園子 )(大阪 

酒向悦代 横田貴美子 )(神奈川 磯部光子 桂節子 )(新艶; マ亡ヨ 劔��

安田元 ___J_岡山) 角田秀行 )(広島 ��:�{｢�ｶY69�ﾘ謦�����H�2��ﾝi:�W����I�b�剔搴熄Gイ丁 宮原里美 (徳島.福井 中村一弘 堀次奈津江 )(和歌山.京葡 劔劔��Ygｸﾉｸ謦������ｩYB�ｸﾙOh�(��閏ｨﾌ���zy�ﾒ�
柿沼隆馬 (神墓地 村本幹夫 剞將J美香 (神奈川) 花岡久仁子 剄� 板谷悦代 )(奈良) 藤揮正幸 柳村陵子 )(岩手 劔劔劔tﾈﾔI?������忠Y�8r��抦ﾋH��ｶ����:�葈���忠��=��ﾂ��鉉�靂ｸ而���隰��

渡辺勝Y,] (栃木 丿���{)F��鉑68��忠��=��ﾂ�石丸紀里 )(京都 ��H塋蕀&ﾘ���忠��=��ﾂ�一冒､ 柳瀬和子 )(京都 鋳姐ｸﾞ��呂本夫士夫 )(大阪 �:�ﾋHﾆ(���宙��椶�依田礼理 )(神奈川 傴ﾈﾋH�Oﾂ�宙ﾔﾉ8r�)(静岡 鋳萎仂｢�鋳�プ吋､P絹 (千葉 鋳�(T.柴.加東) �(静岡) 



60604器+複l l 妬�i;�ﾂ�ﾂ�60WD �60XD 60混合複 42 �6565整単I l ��65659,"Df複l �65WS 65女子単 ��6565*WDf複l �656芸を複l 都�ﾕ2�s�&ｨ��%��70MD 70男子複 都�u2�s����%�� 都�tB�s����Z����7.7?AXDA複l 60女子複 44l 劔��43l �10 ��23l ∫-.･.･.- �271 �#��(i�ﾈｷh羽�閏ｨﾌ鋳�31l 本田晃啓 星野紀男】 砺ﾂ��隴ｸﾆｨ��� �#�ﾂ�ﾛ):�<(����9:�WiOﾈ����8ﾒ�42�明石誠 左藤督子 

川村啓三 伜)n倡��鈴木異江 剴n辺直人 剋R本洋彦 (神奈川) ��山本洋彦 立′ 剳ﾐ桐豊子 (北海道) ��道家幸 { 刪ﾀ田博 竹村明子 (神奈川) 

古明地正邦R 牝ｩ68惲���鈴木和枝 千葉) 剳ﾄロ順子 (神奈川.東京) 劔簾田彰 (神奈川.宮崎) 剪�本田綾子 (愛知.長崎) 劔JLi (新潟.島根) 宙��椶��宙ｷｸ�帝Y�8r��)｢���(宮城) 

(未見) 平井克英 松井久美則 忠Y�B��ｾ���������(茨城. 片糸康子 片山-莱 旧 剏ﾃ明地正邦 中谷祥子 (東ー) �/ヽ 室岡幸伸 (茨城) ��原栄一 松田新二郎 (石川) 剋R本しず子 (愛知) ��平野あき子 山本しず子 (長野.愛知) 剌糟|葦馴 (神奈川) 俚i:��)Wb���hｨ2��高橋幸治郎 中西久昌 (東京.兵庫) ��:�-ﾘ.(������=��ﾂ�� 冢ﾉgｹ�"�ﾄ伜(6x7靱ﾒ��8ﾈｹ竰���ﾂ�J､川場之輔 堀内カズヨ (神奈川) Jゝ 

(千葉) 霊芝笠芙イ 東一一神奈川) 忠��=��ﾂ��ﾛh�盈疫H������&ﾒ��(石ノ 桶谷千鶴子 億田幸子 (石川.愛知) 剞� 吉田寛 鈴木和枝 (千葉) 剔＄�� (茨城) ��蓑栄三 小山包博 (東京.神奈川) 剪�ｼエミ子 (福井) ��中村聡子 菱田和枝 ⊥感知) 剏I須昌三 中村聡子 (愛知.高知) 俚(�盈鵜儻b�閏ｨﾌ鋳�伊藤武洋 金丸清昭 (神奈川) 一'士 �9:�WiOﾈ���浦�8r��冏�>�4ｨ5�8����:�-ﾘ.(������=��ﾂ����鈴木利雄 山田ミヨ子 (東京) 山田八郎 高橋矩子 (神奈川) 

(見 寺崎由雄 山本敏彦 冕R�蓼鯖eｸ���小山睦子 小幡照子 ～ 剋寫阯R雄 片糸康子 (福井.石川) 剋ｭ田彰 (宮崎) ��吉田邦男 早川博 (福島.茨城) 剳H田和枝 (愛知) 剄��i 山田理恵 (千葉) 剋ｭ野昭男 永岡秀子 (山形) 仞�ｭｹ�H裵����=��ﾂ��亀田武心 山本敏夫 (東京.愛知) 舒ﾉ�ﾘｹ韈����Xﾞ2����ﾉ�ﾉvX���岔�ﾉW�������=��ﾂ��

Fj �8ﾒ�莱 劔FI 友金利- (丘庫) 剌ｼ崎正門 島田稔 (東京) 刮ｺ山田和子 (神奈川) 剌ｬ田中栄子 下田睦子 (東京) 刮i井卓郎 尾崎喜代子 (岐阜) 亰I69Y�躋��8ﾈｹ竰�山本一夫 明石誠 (宮城) �(hｭｹ�������=��ﾂ��伜)687�8育��ﾛ(�盈益ﾘ����8ﾈｹ竰�剌纉c益弘 橋村和子 (東京) 

金原良史 吉田寛 侘ｹ68ﾜY�����&ﾒ��米ロ順子 宮本容子 (東⊥) 剌ｼ田新二郎 桶谷千鶴子 (石川) 

(右手.千草) 後藤誠 古橋政紀 忠�R�OY68ﾔｸ���G��月､ 佐久間文子 直井むつ子 剪r田信幸 佐藤マツノ �/■ヽ 吉田邦男 (福島) 刪ｾ須昌三 川瀬信治 (森知) 刪ﾉ藤稽子 (神奈川) 剳ﾐ桐豊子 佐々木智恵子 (北海道) 剞逞t進 鈴木治子 (宮城) ��(�)�B�葦)Xﾂ��窪田弘 鈴木正 (神奈川) ��ﾊB�萎仂｢��俔ﾘﾋIOﾉ'�����+xﾞｒ���久野貞夫 栗山トミ江 (東京) 

(宮城) 稲村浩 亀ケ沢正男 (群馬) 宙ｸ�&ﾒ��抦ﾞ(ﾆ)Oﾈ������=��ﾂ��藤原三和 佐藤マツノ (神奈川) 剴a川宣勝 篠原まさ子 (東京) 剏ｴ栄一 (石川) ��笈 黒崎二男 宮崎茂樹 (神奈川) 畠ヽ �/ヽ 遠田マチ子 (東京) 剄ﾗ川賓子 渡辺英子 (埼玉) 剴∮c稔 小守-枝 (東京) 竹下健二 偖ｩ�慰ｹ&｢�映ｸ､9;鋳�住滞幸男 佐藤俊夫 (北派遥.新潟) 賀田昭夫 久野貞夫 (東京) �ｩ68ｷiOﾈ����8ﾈｹ竰���八巻一枝 小林キン子 (福島) 大脇なほみ 剌ｬ野重長 小西幸子 (神奈川) 高谷明 

甘粕完治 池田信章 (神奈川) 野田修平 木村健治 ���68�������=��ﾂ��:�ﾋH蕀������=��ﾂ��抦ｻI������IU���6饐87�6�������=��ﾂ�I 桑山栄子 凵R′口- 坂本和子 ■∃ 剴｡元繁樹 良) 刪ﾉ藤日日光 鈴木勝之 (神奈川) 剌ｬ田雪子 (福井) 勁叩 星弘子 (宮城) 剩�絜|利子 (山梨) �+xｻHﾔｸ�����8ﾈｹ竰�����高野久美子 (愛知.大阪) 剔搦qトキ (大阪.福島) 

(東泉) 伊藤多江 福永典子 �(福島) 野田修平 吉田明美 劵査_旦2⊥ 長尾又兵衛 � 艇�"���:�繒�ｻI68ﾙ�謦�閲iU���曽根照代 (京都) 剔蜩c垣瞳 本多泰江 (丘庫) 刹�｣隆一 兼田公子 (大阪) ���69[i�ﾂ��I&ﾒ��田中俊男 横山博 (神奈川) ����伊村孝子 有揮慰子 (大阪) 剳P野欣也 村田勝子 (大阪.千葉) 

(京都) 河村広次 吉田憲一 (京都)_ 歳嶋廉久 堀明 _iBL杢) 殿川宣勝 千葉健夫 (東裏) 高橋清 遠藤真司 (福島) 田口信之 �) 忠��=��ﾂ���(�)H餔ﾂ����ﾈ来��� 宙ﾅｩ72��嫌:���ﾏR�嫌:��ﾘﾕﾒ���ﾂ��(愛知) 小山包博 (神奈川) 田中康二 (千葉) � 辻苒���68ﾅ�謦�ﾊ�菇�8�����=��ﾂ��/ヽ 小山綾子 (神奈川) �/ヽ 小守-枝 遠田マチ子 剿x辰夫 本田綾子 (岐阜.長崎) 亳y�ｨﾔ���<曳ｲ白�I-示7T1揚之輔 山田八郎 (神奈川) 一両信義 竹中浩 (高知) ~書面一一着彦一 金子裕 (福島.新潟) 杉由博 ����増子トキ 村田勝子 (福島.干葉) 刄v田口 青木芳子 (東京) 

(千某) 鈴木正井 鋳�(棉,Tt 津田隆久 高島秀子 (福島) 剪�面.房貢~~~丁~~ 永井卓郎 (岐阜) ��俥(鯖W育��侈�菇�8���9�ｩoR����=��ﾂ��窪田弘 (神奈岬 � � 冢ﾉ�(ﾅﾈ���(i�ｨ�����萎仂｢����y�r�侘ｲ��ｹOﾉ'��2�浦�8r���ﾈ��ﾙu��nﾉ�ｨ����浦�B��

吉口千恵 (山形.栃木 

国生千鶴子 (神奈川 山下由紀子 �� �� 凭冦慰ｸ��萎仂｢��(i�ﾉ[iu��耳��r���)68楮ﾔ��飴�72���内田淳吉 堀越進 (東京) 安面~商泰 ����藤田二三 大川順子 (京都.大阪) 市村和子 高橋悦子 (神奈川) 俛Xﾞ�?�&｢���$ｩOﾈﾘ�����=��ﾈ自�yo"�ﾄ畠�ﾅ4ﾂﾒ�;�hﾔｲ��I&ﾒ��誉田克彦 )(福島) 竹中浩 (高知) � � 冰ﾘ��8ﾒ��Y,ｸ*�,(ﾕﾒ����定ﾞ仂｢��靼(ｷｲ鞋H���ﾘ(ｻHｾ倡�����=��ﾂ��

佐藤美恵子 ��石井順子 北海､首) 剪�(神奈川) 白取達雄 辻���劍��皐ﾍY&｢����=��ﾂ闃IU��ｶy�ｧ驅ｨ而����B�ｷｹYHﾍﾉ��) � 剪�｣牡裂山一 ン/ 

上辻通代 (大阪 市橋幸美 )(碍__井 ～) ��(埼玉 豪一面音字~ 鋳�(1旦 野川豊 剪��剪�渡辺八寒子 中村通子 (山口) 俾inﾉ68ﾔｹu���)69�������ywB��山本一夫 �) � ���m因倡��ｻI�ｩ�������杉田博 杉田良子 
林康裕 ｣些_早) 野村博克 浅井知正 劍抦ｻI�����稍ﾂr���霆I��醴�映ｸ､:H����劔��68ﾍﾉ����)�りｮ%C｢�m8椥鉉T韜��ﾛ):���?���ﾜr�劔嫡ｦ菱�鋳�(槻木.福岡 松沢雅 市倉賢一郎 )(裡套LE｣_) 白木甲太郎 藤井勝 )(宮城 劔(埼玉.東京 水田恵子 谷絢子 A_-上裏____京) �) 峰�ﾂ峯���9:��8�2�､ylｩ]ｸ����ｵ��僞��ｹ^r峯��

(笈媛 竹下冴子 林倫子 鋳�追 甘粕完治 大庭弘子 (神奈川) 田口信之 日比公子 (岐阜 艇�"��9�ﾈ�� ��鋳�����鈴木八重子 佻冤ｨｷi���ｭｸ7ﾘ8h7��ｷR�畠中方雄 )(大阪 高橋字 )(神奈川 � � 

(尊卑 遠藤雅行 菊地正 (北海道.宮城 凾ｵ 忠+xﾞりﾄigｲ��ﾉ�Xﾏ9����I:�8h7��姐ｸ�定�62�) ) �(神奈ノ】 �)-僧(#竃是 藤江久塞 劔��ﾉ688�5h4r�番有~廟美 渡辺八憲子 )(愛知.山口 剪����竹内ヒロ子 前田規子 (東京) � ��Y���ぴ�ｼｨ皐ｴ倡���8ﾈｹ竰�

冨田健一 劔劍�ﾙ68�������=��ﾂ�



第27回全日本シニアバドミントン選手権大会

各都道府県別､ ｢選手割当て数｣

H21年度)一般登録人数×　5%+6人

(人)

ブロック 儂o. �79;儻ｸﾊykﾂ�H21年度 一般登録者数 偬��ｩ�偃��ｨI9h,I�B�ブロック 儂o. �79;儻ｸﾊykﾂ�H21年度 一般登録者数 偬��ｩ�偃��ｨI9h,I�B�

1 冉ｸ､9;��1 冉ｸ､9;��2,808 ��Cr�6 仗�R�25 俾�棹ﾊr�386 �#b�

2 �8ﾉfｲ�2 ��)�位r�17 ��R��26 仍�79Wｲ�1,890 �����

3 舒(訷ﾊr�363 �#R��27 ��Xﾞ9Wｲ�4,295 �##��

4 亶ｸ�侈r�1,841 涛���28 兌ｨﾌ侈r�2,756 ��CB�

5 做�68ﾊr�192 ��b��29 �=驂xﾊr�1,023 鉄��

6 伜(ﾆ�ﾊr�25 �����30 刎�慂�(ﾊr�277 �#��

7 兀�8xﾊr�506 �3"�7 �(hﾙ��31 �+偃hﾊr�410 �#r�

3 亊i8ﾂ�8 ���侈r�796 鼎b��32 �8xﾚｨﾊr�200 ��b�

9 �<盈位r�936 鉄2��33 �ｨ�(ﾊr�390 �#b�

10 佛�F靆r�518 �3"��34 儘ﾉ8xﾊr�49 �3��

ll 俥仂ｨﾊr�2,122 ���2��35 伜(ﾏｸﾊr�953 鉄B�

12 ��ywHﾊr�2,267 ��#��8 俶ﾈﾙ��36 俘��ﾈﾊr�1,638 塔��

13 �8ﾈｹ�72�3,704 ���"��37 �;�8xﾊr�359 �#B�

14 ���=��ﾈﾊr�3,425 ��s���38 �IU�ﾊr�625 �3��

15 伜)yﾈﾊr�424 �#���39 俘)&ﾘﾊr�492 �3��

4 冉ｹ�ﾘ里�16 ��hｨ8ﾊr�2,423 ��#��9 仞8�"�40 兀�ｨﾊr�1,332 都2�

17 �+ynﾈﾊr�53 �32��41 俚(棹ﾊr�835 鼎��

18 儻亥(ﾊr�785 鼎b��42 �+xﾞ位r�1,093 田��

19 ����ﾈﾊr�1,561 塔R��43 估igｸﾊr�954 鉄B�

20 兀�Hﾊr�671 鼎���44 ��YZｨﾊr�981 鉄b�

5 �8ﾈ､2�21 ��8圷ﾊr�790 鼎b��45 亶ｸﾞ位r�149 ��B�

22 �I&ﾘﾊr�4,181 �#�b��46 俾ﾘ髯8xﾊr�293 �#��

23 倅�Hﾊr�896 鉄���47 �ｹ>ｨﾊr�150 ��B�

24 弍)Xﾈﾊr�910 鉄'��総合計 劔55,052 �%Y��.ﾂ�



平成22年度　年齢早見表

年齢区分 僖驃��生年月日の範囲 

30歳以上 �3��昭和54年(西暦1979年)4月2日～昭和55年(西暦1980年)4月1日 

31 傴ｩ��S9D竕�ﾉ~��都吋笂Hﾈ�)?ｨ��諸��SID竕�ﾉ~��都僖笂Hﾈ��?｢�

32 傴ｩ��S)D竕�ﾉ~��都yD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��S9D竕�ﾉ~��都吋笂Hﾈ��?｢�

33 傴ｩ��S�D竕�ﾉ~��都iD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��S)D竕�ﾉ~��都yD笂Hﾈ��?｢�

34 傴ｩ��S�D竕�ﾉ~��都YD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��S�D竕�ﾉ~��都iD笂Hﾈ��?｢�

35歳以上 �3R�昭和49年(西暦1974年)4月2【旦～昭和50年(西暦1975年)4月11.早 

36 傴ｩ��C吋竕�ﾉ~��都9D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��C僖竕�ﾉ~��都ID笂Hﾈ��9m｢�

37 傴ｩ��CyD竕�ﾉ~��都)D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��C吋竕�ﾉ~��都9D笂Hﾈ���｢�

38 傴ｩ��CiD竕�ﾉ~��都�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��CyD竕�ﾉ~��都)D笂Hﾈ��?｢�

39 傴ｩ��CYD竕�ﾉ~��都�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��CiD竕�ﾉ~��都�D笂Hﾈ��?｢�

40歳以上 鼎��昭和44年(西暦1969年)4月2日～昭和45年(西暦1970年)4月1日 

41 傴ｩ��C9D竕�ﾉ~��田吋笂Hﾈ�)?ｨ��諸��CID竕�ﾉ~��田僖笂Hﾈ��峯��

42 傴ｩ��C)D竕�ﾉ~��田yD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��C9D竕�ﾉ~��田吋笂Hﾈ��?｢�

43 傴ｩ��C�D竕�ﾉ~��田iD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��C)D竕�ﾉ~��田yD笂Hﾈ��?｢�

44 傴ｩ��C�D竕�ﾉ~��田YD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��C�D竕�ﾉ~��田iD笂Hﾈ��?｢�

45歳以上 鼎R�昭和39年(西暦1964年)4月2日～昭和40年(西暦1965年)4月1日 

46 傴ｩ��3吋竕�ﾉ~��田9D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3僖竕�ﾉ~��俾9D笂Hﾈ��?｢�

!47 ��諸��3yD竕�ﾉ~��田)D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3吋竕�ﾉ~��田9D笂Hﾈ��?｢�

≧48 ��傴ｩ��3iD竕�ﾉ~��田�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3yD竕�ﾉ~��田)D笂Hﾈ��?｢�

49 傴ｩ��3YD竕�ﾉ~��田�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3iD竕�ﾉ~��田�D笂Hﾈ��?｢�

50歳以上 鉄��昭和34年(西暦1959年)4月2日～昭和35年(西暦1960年)4月1_日 

51 傴ｩ��39D竕�ﾉ~��鉄吋笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3ID竕�ﾉ~��鉄僖笂Hﾈ��?｢�

52 傴ｩ��3)D竕�ﾉ~��鉄yD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��39D竕�ﾉ~��鉄吋笂Hﾈ������

553 定諸��3�D竕�ﾉ~��鉄iD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3)D竕�ﾉ~��鉄yD笂Hﾈ��V･���｢---- 萱54 傴ｩ��3�D竕�ﾉ~��鉄YD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3�D竕�ﾉ~��鉄iD笂Hﾈ��?｢�

∃55 俐H�)��#僖竕�ﾉ~��鉄ID笂Hﾈ�)?ｨ��諸��3�D竕�ﾉ~��鉄YD笂Hﾈ��?｢�

∃56 �)u)��#吋竕�ﾉ~��鉄9D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��#僖竕�ﾉ~��鉄ID笂Hﾈ��?｢�

55歳以上 �&ﾆｩ{��昭和27年(西暦1952年)4月2日～昭和2.8年(西暦1953年)4月1日 
L758 傴ｩ��#iD竕�ﾉ~��鉄�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��#yD竕�ﾉ~��鉄)D笂Hﾈ��?｢�

59 傴ｩ��#YD竕�ﾉ~��鉄�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸��#iD竕�ﾉ~��鉄�D笂Hﾈ��?｢�

60歳以上 田��昭和24年(西暦1949年)4月2日～昭和25年(西暦19年0年)4月1.JE] 

i61 傴ｩ��#9D竕�ﾉ~��鼎吋笂Hﾈ�)?ｨ��諸��#ID竕�ﾉ~��鼎僖笂Hﾈ��?｢�

｢す■す~ 傴ｩ��#)D竕�ﾉ~��鼎yD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��#9D竕�ﾉ~��鼎吋笂Hﾈ��?｢�

63 傴ｩ��#�D竕�ﾉ~��鼎iD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��#)D竕�ﾉ~��鼎yD笂Hﾈ��馭��

64 冽��)��#�D竕�ﾉ~��鼎YD笂Hﾈ�)?ｨ��諸��#�D竕�ﾉ~��鼎iD笂Hﾈ��?｢�

65歳以上 田R�昭和19年(西暦1944年)4月2日～昭和20年(西暦1945年)4月1日 

66 傴ｩ���吋竕�ﾉ~��鼎9D笂Hﾈ�)?ｨ��諸���僖竕�ﾉ:��鼎ID笂Hﾈ��?｢�

67 傴ｩ���yD竕�ﾉ~��鼎)D笂Hﾈ�)?ｨ��諸���吋竕�ﾉ~��鼎9D笂Hﾈ��?｢�

68 傴ｩ���iD竕�ﾉ~��鼎�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸���yD竕�ﾉ~��鼎)D笂Hﾈ��?｢�

69 傴ｩ���YD竕�ﾉ~��鼎�D笂Hﾈ�)?ｨ��諸���iD竕�ﾉ~��鼎�D笂Hﾈ��?｢�

70 傴ｩ���ID竕�ﾉ~���3僖笂Hﾈ�)?ｨ��諸���YD竕�ﾉ~��鼎�D笂Hﾈ���?｢�

70歳以上 ��都��昭和13年(西暦1938年)4月2日～昭和14年(西暦1939年)_4旦1月 ｢ナ云 傴ｩ���)D竕�ﾉ~���3yD笂Hﾈ�)?ｨ��諸���9D竕�ﾉ~���3吋笂Hﾈ��?｢�

73 �/�{ﾉl｣��D竕�ﾉ~���3iD笂Hﾈ�)?ｨ��諸���)D竕�ﾉ~���3yD笂Hﾈ��?｢�

i7J4 定諸����D竕�ﾉ~���3YD笂Hﾈ�)?ｨ��諸����D竕�ﾉ~���3iD笂Hﾈ��?｢�

75歳以上∃ 凵`昭和10年(西暦1935年)4月1日 


