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第30回全日本シニアバドミントン選手権大会ベスト1 6　2013｡11｡16-18　愛媛県

種目 �3�ﾕ2�30MD �3�u2�30WD �3�В�35MS �3TﾔB�35WS �3UtB�35XD40MS40MD40WS40WD40XD45MS45MD 
30男子単 �3�&ｨ��Z��30女子単 �3����Z��30混合複 �3Y&ｨ��%��35男子複 �3X���%��35女子複 �3XﾚﾈﾘyZ�C�&ｨ��%�C�&ｨ��Z�C����%�C����Z�C�ﾚﾈﾘyZ�CY&ｨ��%�CY&ｨ��Z��

参加数 ��#��114 �#��47 田"�126 ���R�44 都��671271144784899583 

優勝 ��XｻIl��萎仂｢��橋村竜彦 二宮和敬 仆HｶﾈｷiOﾂ���Xﾞ2��益子友美 松田美穂 傴ﾉgｸ椹Eb�Y�I=餔ﾂ�藤本ホセマリ (東京) 兀�HﾘH贅�:�gｸ7ｨ5ｨ7ﾘ8｢�松田奈緒子 (石川) ��ﾘ鯖yﾘﾛ"�圸68����綜学晋中島信頼薪堅- 悟史木村和美讐葦薫永紫器青木真也態簡 
(東京.香川) �(茨城.福岡) 忠���ﾂ霪igｲ��宙ﾞ仂｢�8ﾈｹ竰�忠�Xﾞ2��(愛知)(愛知)(神奈川)(京都)(北海道)(東京)(千葉)(東京) 

準優勝 �;�gｸﾘ韵r�浦�｢��大貫勝 中島真実 �ｩ諟ﾆ)z(����8ﾈｹ竰�島田麻子 山田雅子 冢ﾈﾞ云r�ﾘ(ﾋIz(柵�吉川応史 (山口) 俚):�ﾉｸﾟB�W�68ｧ欝b�一戸和美 (東京) ��陏ｨ���(���(i8�IOﾂ�籠嘉子山本卓也警盤山崎康世悲話籍嘉子東太朗諜難 
(東京) �(大分.佐賀) 忠Y�｢��忠8ﾈｹ竰�宙ﾅ�F竰�(神奈川)(高知)(福島)(高知)(東京)(神奈川.茨城)(三重)(千葉) 

3位 5位 9位 �8ﾉ_Y�b�一ﾘ髯8r��野村和弘 斉藤康弘 �:��8-�*餔ﾂ��8ﾈｹ竰�比脅)Ii夕子 福井奈美 兀�69�ﾘ自���IOiOﾉ�2�佐野智久 (静岡) 傴ﾉgｸ椹Eb�哩�9�9&｢�大石瞳 (福岡) �7�騫X����)gｸ�ﾆ"�鰐嘉穂桑野晃一蕪TTII圭一朝倉美香諜塞き誹蒜金山紀幸諜薫伸 (千葉) �(東京.熊本) 忠Y�｢��忠���ﾂ��忠8ﾈｹ�(蟹U���(大阪.熊本)(福井)(大阪)(群馬)(埼玉)(埼玉)(島根)(東京) 

石原信之 侏Hﾊｹ&｢��I�ﾉ�ﾒ�尾田理恵 �8y�ｩthｴ倡��:���i餔ﾈ���末永隆丸 島田麻子 俘)68��躋�中溝健亮 佐野智久 俥)8ﾉ�騏)Oﾂ�田制杏佐子 浅野加奈子 �8h艙��}���自Vi�胤ﾉ�ﾈ蓼釐���H蓼ﾎﾈﾗX夜>��ｨ��|掩怨��

(東京) 忠��=��ﾂ��Xﾞ2��(愛媛) 忠��=��ﾂ��(鹿児島.大分) 宙ﾄigｲ��(茨城.静岡) 宙�(ﾆ���(東京) 忠+xﾞる8ﾈｹ竰��Xﾞ2忠��=��ﾂ忠��=��ﾂ忠��=��ﾂ忠8ﾈｹ竰�8ﾈｹ竰�8ﾈｹ竰�

野村和弘 凭冦謁右b�ｶY&��H自��光岡由佳 ��Ym鞍)Oﾂ��冏ｹ�ﾙOﾂ�鈴木利之 石田麻依 �9:�]ｸ��本沢豊 白垣賢一 冦右h岔+ﾈ���田中泰子 高麗直子 ���)笘卷68ｴﾘ齎���ｸ�,ｹnﾉOﾉ����ｹi�伊ﾈ･(ﾆ)$ｩ&隴ｨ�)^弔ﾘﾅ靱��

(千葉) 忠��=��ﾂ��(神奈川) 忠�ywB��(神奈川.東京) 宙�(ﾆ���(神奈川) 宙�髯8r��(東京) 忠8ﾈｹ竰畏��ﾂ宙垰>｢忠Y�8r忠<盈ｒ�8ﾈｹ粨蟹U�忠8ﾈｹ竰萎仂｢��

潮田恭平 ��ﾉm��vR�|ﾘｭｹ��ﾔr�御前美希 儖i69yﾘﾆ"�zy68*�+�+2�篠同値明 池田絢香 ���乂r�岩本邦宏 甲斐義樹 仆IgｹuIOﾂ�海福亜矢子 田代聡美 �+9>8�969u8耳ﾆ豫�)(i}�k韈��Hｽ靜ｸﾛx侭(i�ｩ�9jH攤ﾇ��

(神奈川) 忠8ﾈｹ竰�(大阪) 宙蟹U���(神奈川) 忠��=��ﾂ��(和歌山) 忠�8圓��(神奈川i) 宙ﾞ仂｢��Xﾞ2忠8ﾈｹ竰浦�｢��YZ｢宙蟹&ﾒ忠8ﾈｹ竰映ｸ､9;鋳浦�｢忠�X��ﾂ�

山本満 (富山) 乘�68躡nR�ｻHｶﾈｴﾘｴｲ�上山あずみ (大阪) 做曳ｸ廩ｴ��J)Oi�y���松下文雅 元木千恵 伜)�ﾘ��r��I&ﾒ��田中精一 赤嶺隼人 俚):���ｴr��I&ﾒ��加藤千里 山下美幸 �>8�9')69{)k霾(ﾔi�ZI}�ｷiOﾈ��艀ｮﾙ.hｬ�'ｨｹﾘﾛ):�ﾕ�ｨｷｹgｹ;冰����ﾆ�耳躋�

(三重) �(京都) 忠�Xﾞ2��忠8ﾈｹ竰�宙蟹&ﾒ��(神奈川.東京)(埼玉)(埼玉)(千葉)(京都)(静岡)(三重)(東京) 

原賢男 伜)gｹi��(i8液冢r�長瀬史香 ��:�_ﾈ���揵nﾈ鮖&ﾘﾘ��峰浩志 山田雅子 亳ynﾈﾉ)�驟��車祥幸 吉川応史 �ｩgｹh8ｴﾘ���小金井美和 高橋百恵 �69(i��｢�69(i�x��抦ｷｸ�)�兌i���96饐9���)>�ｸﾗY+9E��Ytiu8自(i�ｩ�9jB�k曳ｸﾕ�2�

(神奈川) 忠W亥"��(北海道) 忠<盈ｒ�(福岡.佐賀) 忠8ﾈｹ竰�(富山.山口) 忠8ﾈｹ竰�(神奈川) 忠8ﾈｹ竰�+ynﾂ忠�8圓忠8ﾈｹ竰萎仂｢忠��=��ﾂ忠��=��ﾂ忠Y�｢��

谷平裕二 �$ｩ�ﾈ�(裵�¥ｩ���謦�立田あずさ 偃yOih8ﾛ倡��m頴x蓼醴�大河原正晴 田制杏佐子 兀�ｭｹ���ﾂ�佐藤隆晴 荒木直人 冏ｸｻﾙ|����石橋律子 中島香 仗霾ｸ��蓼揵i8ﾏx�ｨﾎｹ7��5x��<xﾆ����'ﾉ>�;�ﾈ艀蟷|u��

(群馬) 忠W亥"��(愛媛) 忠8ﾈｹ竰�(東京) 宙ﾘ��ﾂ��(埼玉.大阪) 忠��=��ﾂ��(東京.神奈川) 忠��=��ﾂ忠�YZ｢忠Y�B忠8ﾈｹ竰�8ﾈｹ竰���=��ﾂ忠+ynﾂ忠��=��ﾂ雹�72��

長谷川路紘 (京都) ��9nﾈｴﾉ�b�(h圷ﾕxﾅｲ�笹渕麻美 (福岡) 侏9m��xﾆ"�ｨ�ﾋIu)Mﾂ�多田崇史 宮澤礼 �68ﾞ(ﾏｨ謦��IU���森村和史 松本俊一 伜)695H������=��ﾂ��黒田こずえ 瀬川友紀 �+8ｭ��e�y[ﾘﾇ����ﾅ�'ｨ�)��Oﾈﾄ�ｸｽ�=雹i�蔭ﾘ顥69jｹVhｶ2�

(茨城) �(大阪) 忠8ﾈｹ粳�ywB��宙ﾅ�F竰�忠+偃b��(福岡)(大分)(神奈川)(京都)(東京)(沖縄.兵庫)(富山)(京都+ 

加藤一昔 倅��8ﾖ疫"�:�ｪｨﾏY���野田美歩 兒�H*�.H-ﾒ�(i,8肩ﾕﾒ�板垣孝 柿本麻里 傅ﾈ棹ﾋ9uB�大石幸生 宍戸基 �69�ｩ��V2�坂東真由美 中島小巻 �69]8�2�ﾘ(ｻIU8ﾆ)7�靄ｹd����9Ei:��碓ﾈﾆ$任ﾘｮﾙ�xﾎｩz8�)gｸｶ�諸�ｸ･��

(神奈川) 忠8ﾈｹ竰�(兵庫) 忠��=��ﾂ��(神奈川) 宙ﾘ)&ﾒ��(三重) 忠�ywB��(山形〃熊本) 忠��=��ﾂ忠8ﾈｹ竰慰ﾉ8r忠8ﾈｹ竰�ｨ�"宙圷�"忠�ywB宙ﾞ仂｢��

水口誠太 ���>y��nr��ﾈ圷ﾔxｴ��伊藤いづみ 僮)�霍iOﾈ�����6ﾙ�8脂Oﾂ�川崎和宗 工藤裕子 �>ﾉl靫ｹWb�深井祐介 矢田智之 ���69Lﾘ���大西陽子 桟元琴美 ��駅H��ｽ�:�ﾔｸ自^ﾉ�����IOi�x��EｩOｩ+9Oｨ�(ﾋHｴﾘﾕ�I��

(壁_良) 忠;�8r��(裡套川) 忠Y�｢韭ﾘ髯8r��(埼玉) 忠Y�B��(新潟) 宙蟹&ﾒ��(兵庫) 忠��=��ﾂ�8ﾈｹ竰姐ｸ�鋳慰ﾉ8r忠8ﾈｹ竰浦�｢鞆(椶忠8ﾈｹ竰浦�｢忠�x･ﾘ+ZB�

宮下英之 傅ﾉ8yuH爾�ﾚｨｭﾘﾘ駝��伊藤朋子 伜)68+8.(*��_Hｯ9�9Oﾂ�吉本秀晴 楠恵 伜(ﾞ��R�有田浩史 小川貴史 俛Y68+�+�*b�山本久美恵 遊佐恵美 仗顋�ﾅﾈﾛ(�盈一�ｨ���ﾈ�ｸ蓼ｴﾘ袙鑓��ｼhﾎｸﾆ伜(��ｶ8�2�

(神奈川) 宙ﾞ仂｢��(栃木) 忠�Xﾞ2��(神奈)用 宙蟹&ﾒ��(大阪) 忠+偃b��(神奈川) 宙綬��)8ﾈｹ竰閏ｨﾌ鋳��Xﾞ2饉ｨﾌ鋳��Xﾞ2忠Y�｢宙ﾔﾉ8r忠+偃b忠fｸ､9;鋳�

山田正史 �8y68ｫ�Eb�k��靱���草ノ瀬郁美 俥)gｸ獅���皐ﾘ��B�吉開亮介 山崎志保 ��9nﾈﾕ���虻川友光 永井智 冉ｹ69tﾈｯ"�三好千景 宮西昌美 佩ｩ[阯ﾉgｸﾉぺﾛ):�ﾊｸ爾��X�(���itﾉ69k隸8���鮎�+8ｩhﾆ(�9:�uH譏ｻ�ｲ�

__｣東京) 宙ﾞ仂｢��(鹿児島) 忠8ﾈｹ粳�hｨ2��(東京) 忠<盈ｒ�(大阪.兵庫) 忠��=��ﾂ��__I査上皿 宙蟹&ﾒ忠��=��ﾂ宙ﾞ仂｢忠�Xﾞ2忠8ﾈｹ竰萎仂｢�8ﾈｹ竰閏ｨﾌ鋳��抱�7奉�

佐藤恭平 俑�皐揄�ﾂ�U9�9{(ﾔｲ�小野亜希子 凭冦洩鞏��鉑68ﾆ倡��平子将太 羽鳥めぐみ 侏I68�ﾎ��宮原弘昌 千葉晃久 傴ﾉgｹvﾘ���山下由記子 松村めぐみ 豫Hｹ�8xﾘ)8ym)+9wIuI8ﾎ��)Oﾉ9��X��顋mim��ｨﾔiwxﾇ慰��

(千葉) 宙綬�鋳�(東京) 忠�Xﾞ2��(埼玉.愛媛) 忠��=��ﾂ��(埼玉) 忠8ﾈｹ竰�(埼玉) 忠��=��ﾂ忠W亥"宙蟹&ﾒ忠Y�｢宙ﾅ�F竰�8ﾈｹ竰飴�72忠�Xﾞ2��

杉川友和 亅��ｩ�9k��+y$ｩ�ﾈ�2�坂本郁 俟)N9�y-����(ﾞ育Y]ｲ�山内良斗 山内直子 �ｩ69_ﾉjB�伊藤平 田辺栄司 冦穎ﾉ�ｩd����飯田由紀乃 田中友美 �$yyX嫌:��ﾙ��ﾇ�<y>�､8ｷiOﾈ���)Xiﾆ(ﾙH��鉙�耳皐ﾏｸ葈ﾔB�Y�(hﾔhｫ��

(鳥取) 忠���ﾂ��(東京) 忠8ﾈｹ竰�(兵庫) 宙ﾘ)&ﾒ��(愛媛) 宙ｯ)Xﾂ��(北海道) 忠8ﾈｹ竰��ywB宙圷�"宙圷�"忠�Xﾞ2忠8ﾈｹ竰���=��ﾂ忠[ｨﾌ鋳�



第31回全日本シニアバドミントン選手権大会　推薦者-覧表　(2/3)

第30回全日本シニアバドミントン選手権大会ベスト1 6　2013｡11,16-18　愛媛県

種目 鼎Uu2�45WD 鼎UВ�50MS 鉄�ﾔB�50WS 鉄�tB�50XD 鉄Tﾕ2�55MD 鉄Uu3SUtCSUГc�ﾕ3c�ﾔCc�u3c�tB�
45女子単 鼎X���Z��45混合複 鉄�&ｨ��%��50男子複 鉄����%��50女子複 鉄�ﾚﾈﾘyZ��55男子単 鉄Y&ｨ��Z��55女子単55女子複55混合複60男子単60男子複60女子単60女子複 

参加数 �3��76 都��83 涛R�48 涛2�89 都R�65 �3�S�SゴssC#cC��

優勝 ��詹'�ﾕﾙOﾂ�櫛山久美子 川島満 仆H�ｨﾔhﾅｲ�ｿ伜(ｷiOﾈ���江藤正治 冓hﾞ)������9��ｷb�菊池葉子 倅�ﾙ+ﾈ���ﾚ�,9uIOﾂ�葛葉昌彦 井上美智代 ��ﾈﾏｹW�Wb�池田隆治 落合久夫 ��i69dﾈ��ﾎｸ�xｸ攤ﾝI~ﾈ鉙鯖'���)餤ﾉ��:�gｸ楮��X�2�
(岩手) 忠fｸ､9;鋳�(北海道) 宙ﾄigｲ��(富山) 忠8ﾈｹ竰�(神奈川,埼玉) 忠Y�B��(京都) 忠8ﾈｹ竰�亡う (香川)(大阪.奈良)(山形)(高知)(東京)(東京)(東京) 

準優勝 �(ｷhﾚｨｻ����上田晴世 千葉昌恵 ��ﾙ69�ﾙEb��ﾙ68ﾆ8���大和田勉 �:�gｸﾆ(樞��ﾉOh�8���松尾真澄 儉)$ｨ莱�2�ﾟ�>�ﾆ8���神代和久 渡辺浩子 ��:�H韆｢�榎博久 高野一男 侘ｹ69vﾘ���隰I��珒���(�)�ﾈﾔｹ���i���ﾉjｸ��ﾞｹ�雹ﾒ�
(福岡) 忠8ﾈｹ竰�(東京) 忠8ﾈｹ竰�(香川) 宙�(ﾏｲ��(奈良) 忠W亥"���=��ﾂ��(福岡) 忠��=��ﾂ餾�B��一"〟 (岐阜)(富山.香川)(東京.大阪)(愛知)(東京)(兵庫)(兵庫.奈良) 

3位 5位 9位 儻�68ﾅﾈ���竹田由美子 成平薫 僮)m椅ｹ�驟��ﾔ�:�,�*�-ﾒ�楠本直樹 俚)69���抦����野村和代 兀�8x嫌,8���ﾄｹ8yOﾉV2�宮本芙士天 井下由紀子 ��靈I�y�"�川口敏夫 近藤修弘 伜)gｹdﾘ��]�dﾈ��Ohﾞ��B�鉙ﾋH�Oﾈ借ﾊ亅�?�ｭ8�ﾉWh�)gｸ蓼釐���袷8贅�____i_神奈川) 忠�Xﾞ2��(東京) 忠�Xﾞ2��(福岡) 忠��=��ﾂ��(東京.香川) 忠�Xﾞ2靫ﾉ8r��(東京) 宙ｹ�72��(奈良)(宮城.東京)(広島)-愛媛)(神奈川)(福井)(愛知) 

香山百合子 俤i:�鄕���g�')u(ｴ倡��山口博士 荒木健秋 �H�9l��神谷敏幸 管敏明 俚):�*ｸ.h-ﾒ�長瀬加能子 北林真弓 傴ﾉ�ﾈﾅ�k��ﾚ�,9uIOﾂ�奥山和也 冩hﾆ井���I�Y�8ｴ��株本球美難薄霞龍江山岸義則鵠讃山川美佐江諒毒筆 

(岡山) 忠8ﾈｹ竰�(埼玉) 宙綬�鋳�(東京.長崎) 忠�ywB��(埼玉) 忠��=��ﾂ鞐仂｢��(北海道) 忠8ﾈｹ竰�(徳島)(静岡)(神奈川)(富山)(神奈川)(福島)(東京.三重) 

堀池由紀子 伜)6>��u)Oﾂ��ﾙ68ﾆ8���川島康行 川島満 �6饐8�ﾕ��藤田進 河村則彦 傚�Hﾆ"�佐々木裕子 中村恒子 兢ｸ怏�8ﾕ��ｶxﾞ碓ﾉ'����日高道男 仗ｮ�h��Tb�ﾛ)nﾉk餤b�山地啓子蒜薯誓悪霊高橋清罷誤永井香代子難聾 

(東京) 忠8ﾈｹ竰�(千葉.北海道) 忠<盈ｒ�(山口) 宙ｹ�72��(東京) 宙��椶��(宮崎) 忠�8圓��(愛媛)(山形.千葉)(愛知)(神奈川)(愛媛)(福島)(高知) 

谷川佐由里 亶i]ｹ68鏸肪�嫌8ﾈﾔｹ�2�西-訓 岩崎千春 ��Ynﾈﾔi?��田中-寛 貴田昌史 ��Ym慰�ﾂ�平川はるみ 渡辺浩子 �69(bﾘｫ��髦ｼｨﾔｹ�2�森研二 ����(ﾔ顆"���圷ｷh躋�茂木幸子繰言雷悲籠伊藤張-難監行勝木章子言藩害 

(兵庫) 忠��=��ﾂ��(埼玉) 忠�Xﾞ2��(大阪.奈良) 忠Y�8r��(千葉.神奈川) 忠�Xﾞ2�=驂r��(茨城) 忠8ﾈｹ竰�〇日 (群馬)(東京)(神奈川)(岩手)(北海道.宮城)(山形)(宮城) 

中村玲子 倚�ｨｻ��8�����:�Oﾉ&ﾘ醴�浜田洋彰 小林絵美 傅ﾉ')H靫ｲ�笠井孝之 渡辺勝浩 俚(�盈疫H���加藤悦子 岩垣徳子 ��i69�8ｮﾂ�nXｭIu)Oﾈ���小梶隆司 俘(ｻH楨Wb�ﾄ�圷ﾏR�伊東ひとみ麓茶粥茄子山本清二誤読佐々木せ-子撃琵 

(神奈川) 忠fｸ､9;鋳�(福岡) 忠8ﾈｹ竰�(栃木) 忠8ﾈｹ竰�(埼玉) 宙蟹&ﾒ��(滋賀) ��"�映ｸ､9;鋳�(石川)(大阪)(東京)(京都)(石川)(岩手)(愛媛) 

田辺貴恵 ��冏ｸｷiOﾂ�UYu(ｴ刋��荒木康伸 山田眞由美 丿���{)F��宮本芙士夫 上原明 伜)gｹ5H���町田佳枝 菅谷美香 舒(皐諟���Y�8x嫌,8���幡野幸夫 儖hﾞ��B�ｧ�68�ﾗ2�里村たか子諾嘉講書馨大島清琵蒜三井房子諾言霊 

(福井) 宙��椶��(東京) 忠��=��ﾂ��(大阪.香川) 宙圷�"��(神奈川) 忠8ﾈｹ竰�(大阪) 宙ﾔﾉ8r��(沖縄)(埼玉.東京)(静岡)(栃木)(静岡)(山口)(埼玉.山梨) 

内田直美 亳ygｹ����9�ﾈ���2�田中隆行 林田美香 �-�);儘��後藤智彦 磯孝男 傲�,9�騷(���高橋寿美子 佐藤美代子 冩i�8ﾉｹy��oi�9�����若杉一宏 亶ﾈﾞﾘｶ�u���ﾉ��騏B�水野良子云監護工難鬼子徳田進諒誤億田幸子語隷 

(神奈川) 宙ﾘ)&ﾒ��(大阪) 宙ﾘ)&ﾒ��(千葉) 宙�(ﾆ���(宮城.山形) 宙ｹ�72��(群馬) 忠�Xﾞ2��(愛知)(愛媛)(福井)(京都)(愛媛)(愛知)(愛媛) 

安藤恵美 �:�68嫌,8���?ｨ岑ﾏX���長田浩之 宮川里恵 ��Y,ｹ�ﾙ5B�厚川勇 江川博康 ��ﾈ�(ﾔｸ���須田美由喜 小庭洋子 做以�;几"��ﾈ颱ﾈ���大島浩一 冉ｹnﾉ��W���I:�ﾘB�黒光律子諾荒理謹呈婁西村和孝課董二森多恵子,hkJi書籍 

(茨城) 宙蟹U���(北海道) 宙蟹&ﾒ��(東京) 忠fｸ､9;鋳�(東京) 忠[ｨﾌ鋳�(福島) 宙ｮ(薰��(愛媛)(神奈川)(東京)(山口)(愛媛)(三重)(福島) 

若月美智子 儘�:�,�*�-ﾒ��968���8���宮本道雄 宮本美絵 亊ｸ�)�H��江藤正治 三次圭介 丶��ｩ��Oﾂ�井下由紀子 松原春美 傅ﾈ����;��(ｴﾙOﾈ���小口弘之 �;��)Y��抦ｷｸﾔhｶr�古平圭子鮨籠饗藷原健螺整安田れい子諦琵 

(東京) 忠8ﾈｹ竰�(東京) 宙ﾅ�F竰�(熊本) 忠[ｨﾌ鋳�(昼島) 忠Y�｢��(茨城) 忠Y�｢��ノ○○ヽ一一一一一- (兵庫)(埼玉.神奈川)(新潟.冨山)(大阪)(岐阜)(静岡)(東京) 

大川内京子 ��Y8ﾈﾆ)z(���ﾘ(･�餔ﾂ�近藤盾 上田佳代子 俚)69���高楠光一 村本幹夫 乂ﾘ鯖�x���川本ゆきみ 米田真佐子 �i69�ﾈﾔb�揵nﾈ鮖uH���名嶋隆 ��ｸ鯖�ﾒ�､�侭�Y�"�奥郁欝)監代難豊永吉知彦譲葉浩末廣伸子娯諌言 

(神奈川) 忠[ｨﾌ鋳�(東京) 忠Y�｢��(石川) 忠<盈ｒ�(山口) 忠8ﾈｹ竰�(茨城) 忠8ﾈｹ粨�)yﾂ��円仁二二i (兵庫)(三重)(東京.山形)(神奈)用(栃木)(大分)(兵庫) 

大江美奈 倅�ﾙ�y���69(hﾔﾈ���加藤孝 石原美香子 �n�hﾋ倡2�岩渕信司 新田正喜 亳Y'(-�.ｸ-ﾒ�木暮英代 山田芳香 ��ｸ�)�B�ｭｸ皐,ﾘ.�-ﾒ�洞口勝 ��ｨﾋ8��Oﾂ�ｭｸ�(�Oﾂ�藤原恵子繕琵嵩堤菊地正詫欝原岡かずえ霜害琵 

(兵庫) 崩ﾆ���免ﾂ��(東京) 宙蟹&ﾒ��(愛知) 忠��=��ﾂ��(群馬.東京) 忠��=笙w��(茨城) 忠�)�り�(ﾆ���(滋賀)(神奈川)(栃木)(宮城)(富缶)(沖縄)(古口) 

平山久仁子 僮I$ｩ��Oﾂ�8ﾈ､9}�+ﾉOﾂ�西尾修治 武田かおり ����h�)��高橋輝彰 藤溝正幸 僵ﾙ69u(��yﾒ�堂山貴美子 古賀ひとみ �hﾊ傴ｩu��ｨ�ﾋI[b�宮島実 ��Hﾔb�ﾛ):�自��田口幸子謹莱舗調子林高志讃黛則直井む-子諒薯 

(東京) 忠8ﾈｹ粨�(ﾆ���(香川) 忠+xﾞｒ�(岩手) 忠��=��ﾂ��(福岡) 宙ｹ�72��(栃木) 宙圷�"��/ヽJLi (東京)(愛媛)(佐賀.熊本)(茨城)(神奈川)(東京)(神奈川) 

落合愛美 亊ｸ皐,ﾘ.�-ﾒ�nﾉ69u(ｴ倡��渡辺敏昭 長瀬加能子 豫yW�k��早水栄治 宮本幸弘 �+y~IOﾉ?��柴田和子 佐藤智恵子 冦��ｨｮﾈｷi&｢�m��ｨ����人見佳克 ��ｩ.X爾�鉙�敢蔗�奥山淳子譲薄絹課藤森龍二講説根本洋美菩諸宗 

_ー｣垣_塞) 忠��=��ﾂ��(埼玉) 忠+xﾞｒ�(大阪.広島) 挽襄��垰>｢��(神奈川) 忠�讀白��(栃木) 忠�Xﾞ2��亡=lP (北海道)(神奈川)(東京.埼玉)(岡山)(福島)(神奈川)(千葉) 

山田純子 凅靼x蟹Oﾂ��(ﾞ�育��国枝英樹 -瀬淑枝 乂ﾘ皐ﾔiEb�松下泰司 稲垣慎二 �(i,8ﾆ)Oﾂ�菊地葉子 花岡久仁子 傅ﾉnﾉOﾉ�ﾒ�fｹ}��霍ﾂ�村元英美 假�皐蒴&｢�ﾛ):����永田悦子崖謹言競嵩武松本弘之蒜吉雄前田小夜子諜藷 

(神奈川) 忠<盈ｒ�(神奈川) 忠<盈ｒ�(鳥取.島根) 忠8ﾈｹ竰�(東京) 宙ﾞ仂｢��(青森) 忠8ﾈｹ竰�JLiヽ (北海道)(群馬)(東京)(茨城)(東京)(福井)(愛媛) 
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種目 田�В�65MS 田TﾔB�65WS 田UtB�65XD 都�ﾕ2�70MD 都�u2�70WD70XD75MS75MD75WS75WD75XD 
60混合複 田Y&ｨ��%��65男子複 田X���%��65女子複 田XﾚﾈﾘyZ��70男子単 都�&ｨ��Z��70女子単 都����Z�s�ﾚﾈﾘyZ�sY&ｨ��%�sY&ｨ��Z�sX���%�sX���Z�sXﾚﾈﾘyZ��

参加数 田r�49 鼎��16 �3B�38 �3��31 ��"�2325121471213 

優勝 兀��(ｻ2�&ﾙD�ﾉn倡��歳嶋廣久 侘8ｻI�ﾘｴ��ﾎ9:��ﾒ�金子澄子 佰Y(iH餔ﾂ���$ｩ�y-���東田和弘 土庵清子 卞�68�"�山本洋彦 廣田彰 兢�ｼｹdﾈ���諒露語護中西久昌謹言常江原美智子蒜篤学瀦豊子 
(神奈川) 宙ﾄigｲ��(宮城) 忠��=��ﾂ��(東京.石川) 忠=驂r��(宮崎) 忠��=��ﾂ霍ｸﾞｒ�(北海道) 宙蟹&ﾒ靼)&ﾒ忠Y�8r靼)&ﾒ忠[ｨﾌ鋳�8ﾈｹ粳[ｨﾌ鋳�+xﾞｒ萎仂｢ﾉ+xﾞｒ���=��ﾂ��

準優勝 冏委ｹjｲ�Y�ｹeｸ���松井秋男 (東京) 傴ﾈ皐�&｢�6饐9+ﾉ�ﾂ�藤原三和 (神奈川) 倬仂ｩvﾘ���7���H���渡辺直人 米ロ順子 俚):��������YZ｢��小山包博 小川昌之 儺�69��醴��I&ﾒ��道家幸山本敏夫 本田綾子誤器佐々木繁夫#)f蓄甫中村恭子諾晃子大塚かつ江 
(奈良) �(東京.神奈川) �(大阪.奈良) 忠��=貳白�8ﾈｹ竰�忠��=��ﾂ��宙蟹&ﾒ�+xﾞｒ�I&ﾒ鞐仂｢忠[ｨﾌ鋳���=��ﾂ忠fｸ､9;鋳�8ﾈｹ粨ｯ)Xﾂ宙蟹&ﾒ鞐仂｢��

3位 5位 9位 俚):��2�n��9�ﾘ���岡本哲男 (大阪) 亊Hｷｸｶx��嫌:���ﾏR�戸田眞澄 (愛知) 亶ｹgｹvX���¥H8ﾘ����吉田憲一 藤田二三 �69(hﾔ�?����ywB��和田五郎 千葉進 伜)gｸ+X+育���I&ﾒ��清水操友金利- 近藤明子野村宣子高橋幸治郎結末郎村田勝子豊嘉吉鷲龍三 (東京) �(神奈川) �(東京) 宙ｹ�72��宙ｮ(薰霍ｸ�鋳�忠��=��ﾂ忠[ｨﾌ鋳�8ﾈｹ竰���=��ﾂ忠�ywB忠8ﾈｹ竰��Xﾞ2��

高橋栄一 竹田かすみ �8ﾈ�ﾒ�宮崎茂樹 前田剛 �>ﾙgｹU8ﾘx���清水公子 佐藤美恵子 �')69�ﾘ��ﾛ):�7ﾘ686ﾒ�堀越進 傴ﾉ69�i?���ﾋH毎爾�遠藤夫美子 �>�ﾘｹﾙ+9�I�ﾘ(ｻH鬨･)lﾈ揵�ﾉih��>佗稲握���

(東京.山梨) 忠�Xﾞ2��(神奈川) 忠Y�｢��(埼玉) 忠��=��ﾂ��(神奈川l) 忠���ﾂ��(福島) 宙ｹ�72��Xﾞ2忠��=��ﾂ忠��=��ﾂ忠�Xﾞ2饉ｨﾌ鋳浦�｢忠��=��ﾂ忠�Xﾞ2��

斧政男 須田美江 俚):���吉田寛 近藤繁 伜(岔u(ｴ倡��木田美智子 岡田宏美 傴ﾉ69�i?�����$ｩ�y-���小山包博 冏ｹ68ﾕxﾅｲ��ﾞ液8謦�西田ヨシエ 佗�ﾙY�ﾎｨﾄY68ﾔ�Hﾎﾉ)騙ｸﾙI���

(神奈)ii) 宙ｮ(薰��(千葉) 忠�8圓��(大阪) 忠���ﾂ��(神奈川) 忠�hｨ2��8圓��(神奈川) ��"�姐ｸ�帝Y�8r忠��=��ﾂ隸)Xﾂ忠��=��ﾂ忠��=��ﾂ靼�末鋳�8ﾈｹ竰浦�B�8ﾈｹ竰�

山本秀夫 荒木房子 亳Y')�x鴿��堀明 歳嶋廣久 ���68����金子澄子 楠本百合子 �6��ﾉ�傚���(ﾋH-ﾈ+8���梅田泰三 ��:�繒�ｻI68ﾙ�謦�伊藤躍子 佩ｸ��ﾗ(攤ｽ雜y�ｨﾔ��ﾇ�ｮﾉ�ﾘｹ韈�顋V9Eﾉ�b�

(石川.新潟) 忠8ﾈｹ竰�(熊本) 忠��=��ﾂ��(神奈川.福岡) 忠8ﾈｹ竰�(神奈川) 宙蟹U���(神奈川) 忠8ﾈｹ竰���=��ﾂ�/����r宙ﾄigｲ忠�Xﾞ2忠Y�8r宙ﾘ)&ﾒ餾�8r��

平井克英 土田美加 仗�:�tX謦����=��ﾂ��内田淳吉 堀越進 �ｨ�)69��������=��ﾂ��石川澄子 篠原まさ子 ��鞁Y�9�B�<�H﨓���原栄一 (石川) �68��oY��蝿ｿxﾔ���松屋美智子 (東京) 仗霓靆ﾙNｸ耳揵nﾈ�+xｺ9wI&ｨﾘ(ｻH蕀�x��ﾙI�)�8艀ｧr�

(千葉.東京) �(東京.神奈川) �(栃木.東京) 忠[ｨﾌ鋳�忠��=��ﾂ��忠8ﾈｹ竰�I&ﾒ忠��=��ﾂ忠��=��ﾂ闃IU�忠��=笙w�浦�｢靫ﾉ8r宙ﾘ)&ﾒ餾�8r��

阿佐野康 田倉ティ子 伜)gｹW�Tb�甘粕完治 池田信章 �?ｩNHﾏh���藤條禎子 桑山栄子 兀餾I�ITb���$ｩ��Oﾂ�三浦紀重 侈�菇�8��$ｩY�謦�遠田マチ子 仗韲��(ﾛﾈﾎｹKｹ69(ioXﾙHﾕ����:�-ﾘ.(��>�ﾈ宰��

(東京) 忠Y�B��(神奈川) 宙ｯ)Xﾂ��(東京) 忠[ｨﾌ鋳�(沖縄) 忠��=��ﾂ��(東京) 忠8ﾈｹ竰姐ｸﾞるY�｢忠�ywB宙ﾘ)&ﾒ忠��=��ﾂ忠�Xﾞ2韭ﾘ髯8r忠��=��ﾂ��

川村啓三 朴初恵 傅ﾉ�ﾈﾆ����8ﾈｹ竰�田中嘉昭 比田庄衛 �(i�ｩ,ｨ���亥(ﾏｲ��伊藤良子 山下由紀子 俚)nﾉl餮b�嫌:�|x���島田稔 (東京) �$ｨﾏｸﾔh鶯�賈_ｸﾏX�2�的場幸枝 (兵庫) 小山綾子 (神奈川) 仗馥9~ﾈﾇ�ﾗ(鉑gｹ$9jI+8ﾉﾘﾗX��ｹﾒ�

(東京) �(福井) �(長野.静岡) 宙蟹&ﾒ�+ynﾂ��忠�Xﾞ2��忠8ﾈｹ竰�I&ﾒ忠�ywB忠��=��ﾂ忠8ﾈｹ粳��=��ﾂ��

横関貞夫 �����)Wb���ywB��園部繁夫 佰Y(iH餔ﾂ��8ﾈｹ竰�福永典子 亶ｸﾞ瑛韵r�山本洋彦 (神奈川) �>ﾈ葈ﾍ���(i�ﾈ4x7韈�4ﾉm綾ｸ譎�顯ﾉ�H讖(hｭｹ���~冦��2�
鈴木節子 剴寤芟�v 刪ﾉ藤多江 �inﾉ��V2�僭�69dh���俘.�i��I�Y[ﾘ7�5H�)gｹW�Whﾘ(ｻH蕀�x��ｼｨ皐ｴ倡��
(神奈川) �(愛知) �(神奈川) 忠��=��ﾂ��忠�Xﾞ2��忠Y�B��Xﾞ2忠8ﾈｹ竰�8ﾈｹ粨蟹&ﾒ忠��=��ﾂ忠��=��ﾂ�8ﾈｹ竰�

中山和則 从ﾙOh�(��閏ｨﾌ鋳�岩田恒夫 傅ﾈﾞ(ﾆ)Oﾈ������=��ﾂ��坂下靖子 �Hﾏｹ�ﾙWb�安藤守 (愛媛) 凭冦飲�ﾂ�兢�ｼｹdﾈ��ﾛ)Hﾉ6���i|yWi�ｩ68���~冦因I�ﾒ�
田中妙子 剄笆{和親 剪|村明子 ��ﾉ�ﾈﾏh���伜)�ﾈﾔ�｢�俚(�盈�'�ﾆ(���ﾙ68���]��(�8����:�-ﾘ.(���)m嬰h���
(福井) �(愛知) �(北海道.神奈川) 忠[ｨﾌ鋳�宙蟹&ﾒ��忠fｸ､9;鋳���=��ﾂ宙��椶��Xﾞ2忠�ywB���=��ﾂ忠��=��ﾂ�8ﾈｹ竰�

藤森秀信 ����ﾉH�����鋳�山本敏彦 傅ﾉ69�����浦�B��中辻瑠美子 冢ﾉ�ﾉdﾂ�松原浩章 (福岡) 兀餾I�ITb�曽根昭代 (京都) 中西エミ子 (福井) ��ﾙ68����)68楮ﾔ��ｨ�9{(ｶ��
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