
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝
やまだ かずひろ じょうど ただお あだち けいた しおじ たかあき
山田 和弘 城土 忠雄 足立 慶太 塩治 孝章
やぎはし ひろし わたなべ たいち わたなべ みつあき ふなみず さとる
八木橋 洋 渡辺 太一 渡邉 光昭 船水 聡
(日南･ぎんなん会) (長津田･ぎんなん会) (竹山Ａ) (シャッフル)
むらやま みつお いいじま ふじお うすい けんいち わかな みつひさ
村山 満夫 飯島 富士夫 臼井 健一 若菜 光久
たなか よしみ なかの よしお ながた みのる いのうえ しげみつ
田中 哲美 中野 義雄 永田 稔 井上 重光
(長津田) (テルサＭＩＨＯ) (テルサＭＩＨＯ) (シャッフル)
まつい さとる おぐち まさみ やまがみ たく
松井 悟 尾口 正美 山上 琢
よこやま のりたか やと たかし わかた たかひろ
横山 則隆 谷戸 隆司 若田 高広
(竹山) (日南Ｂ) (テルサＭＩＨＯ･テルサＭＩＮＯ)
こみや しげる いしい ひろし
小宮 茂 石井 洋
とがし まさみ あんどう よしあき
冨樫 征見 安藤 喜章
(オールディーズ･鴨居) (オールディーズ)
ささき なおこ わたなべ まゆみ おぎわら とうこ うちだ みつよ
佐々木 尚子 渡辺 真弓 荻原 東子 内田 光世
はしもと めぐみ みつはし なおこ やすだ けいこ ばでん しょうこ
橋本 めぐみ 三橋 直子 安田 佳子 馬殿 昌子
(長津田･日南) (長津田Ａ) (長津田･いぶき野) (スカイブルー)
かとう みゆき たにぐち れいこ しままき ちほこ なかの みか
加藤 美由紀 谷口 玲子 嶋巻 千穂子 中野 美香
わだ まきこ みながわ はるみ あじき かずこ たなべ のりこ
和田 牧子 源川 晴美 安食 和子 田辺 紀子
(ファンタジー) (ワンステップ･日南) (マッチポイント) (テルサＭＩＨＯ)
かさい ゆみ もりしま まなみ
笠井 由美 森島 愛美
あめみや ゆうこ もり れいこ
雨宮 祐子 森 玲子
(ファンタジー) (ファンタジー)
あんどう まさこ すずき まさこ
安藤 昌子 鈴木 雅子
みしま えみこ もりた ちか
三島 恵美子 森田 千歌
(オールディーズ･ファンタジー) (ファンタジー)

種　　　目 優　　　勝 準　優　勝
やまだ かずひろ いしぜき たいち じょうど ただお
山田 和弘 石関 太一 城土 忠雄
(日南) (長津田) (長津田)
あだち けいた やました こうじ
足立 慶太 山下 浩司
(竹山) (竹山Ａ)
たなか おさむ いしい ひろし ふじかけ こうじ おいかわ たいき
田中 修 石井 洋 藤懸 恒治 及川 泰樹
(竹山) (オールディーズ) (鴨居Ｂ) (ＴＥＡＭ ＫＯ－ＫＩ)
はしもと めぐみ ささき なおこ こいずみ ゆみ みつはし なおこ
橋本 めぐみ 佐々木 尚子 小泉 ユミ 三橋 直子
(日南) (長津田Ａ) (ＮＴＢＣ) (長津田Ａ)

第25回　シングルス大会
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三　　　　　　位

男子単１部

男子単２部

男子単３部

女子単１部
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三　　　　　　位

３０男子複

４０男子複

４５男子複

５０男子複

３０女子複

４０女子複

４５女子複

５０女子複


