
参加9の国と地域　247名(男子141･女子106)

○男子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 SON YONG MOK(大韓民国) 1,378 優　勝 日　本(武田･飯田･市川･東) 5,262
準優勝 PINAULA JIM(ｸﾞｱﾑ) 1,331 準優勝 日　本(川島･前田･加地･吉本) 5,074
第３位 服　部　良　成(日本･長崎) 1,329 第３位 大　韓　民　国 5,070
第４位 藪　下　浩　一(日本･愛知) 1,318 第８位 日　本(谷･古堅･島袋･藪下) 4,803
第５位 武　田　孝　史(日本･富山) 1,317 第10位 日　本(小比類巻･糸賀･金子･小幡) 4,722
第９位 市　川　正　明(日本･京都) 1,302 第14位 日　本(鎌田･國友･辻･服部) 4,596
第11位 吉　本　隆　夫(日本･熊本) 1,294 第15位 日　本(川南･前田盛･加藤･成田) 4,380
第16位 小　幡　章　夫(日本･愛知) 1,255
第17位 飯　田　　　剛(日本･三重) 1,254 《オールエベンツ》１８Ｇ
第19位 前　田　知　一(日本･石川) 1,247 第１位 SON YONG MOK(大韓民国) 4,139
第23位 谷　　　昌　樹(日本･熊本) 1,219 第２位 市　川　正　明(日本･京都) 4,037
第24位 小比類巻　正昭(日本･青森) 1,218 第３位 吉　本　隆　夫(日本･熊本) 3,953
第26位 辻　　　貴　司(日本･長崎) 1,211 第４位 藪　下　浩　一(日本･愛知) 3,873
第27位 加　地　敏　浩(日本･兵庫) 1,205 第５位 武　田　孝　史(日本･富山) 3,858
第28位 川　島　　　徹(日本･神奈川) 1,205 第６位 服　部　良　成(日本･長崎) 3,855
第30位 糸　賀　祥　雄(日本･埼玉) 1,202 第９位 前　田　知　一(日本･石川) 3,823
第33位 川　南　由起男(日本･神奈川) 1,195 第10位 東　　　秀　雄(日本･石川) 3,814
第34位 東　　　秀　雄(日本･石川) 1,193 第11位 川　島　　　徹(日本･神奈川) 3,807
第39位 國　友　俊　康(日本･福岡) 1,172 第18位 谷　　　昌　樹(日本･熊本) 3,703
第43位 古　堅　政　浩(日本･沖縄) 1,158 第23位 辻　　　貴　司(日本･長崎) 3,663
第45位 鎌　田　幸　義(日本･和歌山) 1,155 第24位 小比類巻　正昭(日本･青森) 3,642
第46位 島　袋　善　幸(日本･沖縄) 1,155 第30位 小　幡　章　夫(日本･愛知) 3,610
第52位 金　子　正　春(日本･埼玉) 1,138 第34位 飯　田　　　剛(日本･三重) 3,571
第60位 前田盛　　　淳(日本･沖縄) 1,085 第39位 糸　賀　祥　雄(日本･埼玉) 3,516

第40位 川　南　由起男(日本･神奈川) 3,513
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第43位 加　地　敏　浩(日本･兵庫) 3,492
優　勝 大　韓　民　国 2,631 第47位 金　子　正　春(日本･埼玉) 3,453
準優勝 日　本(辻･服部) 2,618 第48位 古　堅　政　浩(日本･沖縄) 3,448
第３位 日　本(谷･藪下) 2,585 第52位 鎌　田　幸　義(日本･和歌山) 3,416
第５位 日　本(川島･前田) 2,562 第57位 國　友　俊　康(日本･福岡) 3,345
第６位 日　本(武田･東) 2,553 第58位 島　袋　善　幸(日本･沖縄) 3,312
第９位 日　本(加地･吉本) 2,488 第62位 前田盛　　　淳(日本･沖縄) 3,274
第17位 日　本(飯田･市川) 2,399
第18位 日　本(小比類巻･小幡) 2,380 《マスターズ戦》１６Ｇ
第22位 日　本(糸賀･金子) 2,306 優　勝 DALI PAIMAN(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 3,733(110)
第27位 日　本(川南･前田盛) 2,226 準優勝 AWANG HAIRON(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 3,674(110)
第29位 日　本(鎌田･國友) 2,198 第３位 SON YONG MOK(大韓民国) 3,670( 85)
第33位 日　本(古堅･島袋) 2,098 第９位 吉　本　隆　夫(日本･熊本) 3,500( 80)

第10位 市　川　正　明(日本･京都) 3,472( 80)
第11位 武　田　孝　史(日本･富山) 3,464( 80)
第13位 藪　下　浩　一(日本･愛知) 3,301( 40)

○女子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 鈴　木　英　子(日本･福島) 1,339 優　勝 大　韓　民　国 4,585
準優勝 LEE HWA JA(大韓民国) 1,311 準優勝 大　韓　民　国 4,552
第３位 太　田　千　恵(日本･神奈川) 1,208 第３位 大　韓　民　国 4,519
第５位 仁　科　成　美(日本･岡山) 1,179 銅ﾒﾀﾞﾙ 日　本(吉田･柳川･渡邊･鈴木) 4,468
第８位 吉　田　由美子(日本･埼玉) 1,158 第５位 日　本(奥･髙橋･太田･仁科) 4,241
第11位 高　木　則　子(日本･福井) 1,136 第７位 日　本(宮倉･林田･谷口･高木) 4,172
第15位 渡　邊　美　和(日本･福岡) 1,116 第10位 日　本(菊川･大底･外間･伊佐) 4,044
第16位 髙　橋　尚　代(日本･東京) 1,109
第27位 奥　　　享　子(日本･京都) 1,068 《オールエベンツ》１８Ｇ
第28位 外　間　明　美(日本･沖縄) 1,066 第１位 鈴　木　英　子(日本･福島) 3,681
第29位 菊　川　曜　子(日本･長崎) 1,059 第２位 LEE HWA JA(大韓民国) 3,658
第30位 大　底　京　子(日本･沖縄) 1,054 第３位 YUN BO YOUNG(大韓民国) 3,553
第33位 柳　川　穂　波(日本･三重) 1,040 第８位 太　田　千　恵(日本･神奈川) 3,453
第39位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 1,020 第10位 渡　邊　美　和(日本･福岡) 3,382
第40位 林　田　尚　恵(日本･島根) 1,020 第13位 林　田　尚　恵(日本･島根) 3,338
第45位 谷　口　久美子(日本･福岡) 993 第17位 髙　橋　尚　代(日本･東京) 3,275
第54位 伊　佐　弘　代(日本･沖縄) 913 第19位 柳　川　穂　波(日本･三重) 3,270

第20位 奥　　　享　子(日本･京都) 3,239
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第22位 吉　田　由美子(日本･埼玉) 3,234
優　勝 大　韓　民　国 2,473 第27位 仁　科　成　美(日本･岡山) 3,213
準優勝 大　韓　民　国 2,378 第28位 高　木　則　子(日本･福井) 3,194
第３位 大　韓　民　国 2,349 第29位 谷　口　久美子(日本･福岡) 3,138
銅ﾒﾀﾞﾙ 日　本(渡邊･鈴木) 2,303 第30位 外　間　明　美(日本･沖縄) 3,113
第６位 日　本(髙橋･太田) 2,220 第35位 菊　川　曜　子(日本･長崎) 3,087
第７位 日　本(奥･仁科) 2,155 第44位 大　底　京　子(日本･沖縄) 2,953
第８位 日　本(吉田･柳川) 2,143 第46位 宮　倉　祐　子(日本･島根) 2,942
第９位 日　本(宮倉･林田) 2,137 第48位 伊　佐　弘　代(日本･沖縄) 2,920
第10位 日　本(谷口･高木) 2,134
第17位 日　本(外間･伊佐) 2,042 《マスターズ戦》１６Ｇ
第26位 日　本(菊川･大底) 1,895 優　勝 鈴　木　英　子(日本･福島) 3,437(105)

準優勝 渡　邊　美　和(日本･福岡) 3,434(130)
第３位 林　田　尚　恵(日本･島根) 3,390( 90)
銅ﾒﾀﾞﾙ BAKER JANET(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,190(125)
第４位 太　田　千　恵(日本･神奈川) 3,199( 90)
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参加9の国と地域　247名(男子141･女子106)

○男子グランドシニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 播　本　雄　輔(日本･京都） 1,414 優　勝 日　本(岩井･播本･神下･菊川) 4,953
準優勝 豊　浦　　　健(日本･神奈川) 1,386 準優勝 オーストラリア 4,844
第３位 前　田　良　一(日本･石川) 1,347 第３位 日　本(松井･濱田･藤山･上山) 4,824
銅ﾒﾀﾞﾙ CHOI BYUNG IK(大韓民国) 1,327 第４位 日　本(板垣･大西･高田･橋本) 4,801
第６位 菊　川　隆　行(日本･長崎) 1,300 第７位 日　本(遠藤･豊浦･中川･前田) 4,694
第８位 遠　藤　邦　夫(日本･福島) 1,288 第10位 日　本(溝口･黒畑･川合･鈴木) 4,388
第10位 上　山　　　正(日本･栃木) 1,258 第11位 日　本(吉田･謝花･金城) 3,535
第11位 松　井　正　信(日本･大阪) 1,258
第12位 橋　本　　　敏(日本･兵庫) 1,248 《オールエベンツ》１８Ｇ
第14位 吉　田　　　実(日本･広島) 1,244 第１位 播　本　雄　輔(日本･京都） 3,890
第15位 岩　井　親　孝(日本･富山） 1,244 第２位 神　下　克　己(日本･徳島） 3,880
第20位 神　下　克　己(日本･徳島） 1,207 第３位 上　山　　　正(日本･栃木) 3,830
第21位 鈴　木　隆　博(日本･三重) 1,205 銅ﾒﾀﾞﾙ MAY MICK(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,811
第22位 高　田　　　勇(日本･京都) 1,202 第５位 前　田　良　一(日本･石川) 3,806
第24位 濱　田　常　男(日本･大阪) 1,178 第７位 菊　川　隆　行(日本･長崎) 3,775
第25位 黒　畑　幸　作(日本･北海道) 1,168 第８位 松　井　正　信(日本･大阪) 3,770
第29位 成　田　直　晴(日本･沖縄) 1,156 第９位 吉　田　　　実(日本･広島) 3,769
第31位 謝　花　喜　信(日本･沖縄) 1,149 第11位 豊　浦　　　健(日本･神奈川) 3,710
第33位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取) 1,132 第12位 岩　井　親　孝(日本･富山） 3,707
第36位 中　川　外　治(日本･石川) 1,127 第13位 橋　本　　　敏(日本･兵庫) 3,652
第37位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 1,126 第14位 遠　藤　邦　夫(日本･福島) 3,602
第44位 藤　山　篤　美(日本･長崎) 1,097 第17位 濱　田　常　男(日本･大阪) 3,593
第45位 金　城　徳　光(日本･沖縄) 1,091 第27位 高　田　　　勇(日本･京都) 3,443
第47位 川　合　孝　晴(日本･三重) 1,066 第28位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 3,428
第54位 溝　口　芳　明(日本･広島) 1,021 第32位 金　城　徳　光(日本･沖縄) 3,410
第55位 田　中　義　徳(日本･北海道） 1,021 第36位 成　田　直　晴(日本･沖縄) 3,374
第56位 大　西　　　守(日本･千葉) 1,008 第38位 黒　畑　幸　作(日本･北海道) 3,359

第39位 大　西　　　守(日本･千葉) 3,359
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第42位 鈴　木　隆　博(日本･三重) 3,340
優　勝 日　本(神下･菊川) 2,633 第44位 謝　花　喜　信(日本･沖縄) 3,321
準優勝 日　本(岩井･播本) 2,501 第47位 中　川　外　治(日本･石川) 3,288
第３位 大　韓　民　国 2,486 第49位 藤　山　篤　美(日本･長崎) 3,232
第４位 日　本(松井･濱田) 2,427 第50位 川　合　孝　晴(日本･三重) 3,197
第７位 日　本(藤山･上山) 2,383 第51位 溝　口　芳　明(日本･広島) 3,183
第８位 日　本(遠藤･豊浦) 2,375 第52位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取) 3,158
第11位 日　本(高田･橋本) 2,316
第16位 日　本(謝花･金城) 2,255 《マスターズ戦》１６Ｇ
第19位 日　本(中川･前田) 2,189 優　勝 CHOI YOON CHIL(大韓民国) 3,586(120)
第20位 日　本(板垣･大西) 2,181 準優勝 前　田　良　一(日本･石川) 3,553(120)
第22位 日　本(溝口･黒畑) 2,168 第３位 JANG SEOK WOO(大韓民国) 3,552(100)
第24位 日　本(加藤･成田) 2,091 第４位 上　山　　　正(日本･栃木) 3,538(110)
第25位 日　本(川合･鈴木) 2,063 第５位 神　下　克　己(日本･徳島） 3,518(100)
第29位 日　本(吉田･田中) 1,250 第７位 播　本　雄　輔(日本･京都） 3,361(100)

○女子グランドシニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《４人チーム戦》４×６Ｇ
優　勝 鳥谷部　エイ子(日本･青森) 1,201 優　勝 大　韓　民　国 4,342
準優勝 LEE KEUM JA(大韓民国) 1,158 準優勝 日　本(郡司･平田･谷本･竹本) 4,307
第３位 JANG AE SIM(大韓民国) 1,156 第３位 日　本(唐津･浜辺･吉川･鳥谷部) 4,239
第４位 中　　　ヒロ子(日本･福井) 1,150 第５位 日　本(藤村･板垣･中･小池) 4,195
第５位 吉　川　朋　子(日本･三重) 1,149 第８位 日　本(濱元･髙本･井川･赤嶺) 3,830
第６位 郡　司　加代子(日本･神奈川) 1,147
第７位 平　田　千鶴子(日本･岡山) 1,123 《オールエベンツ》１８Ｇ
第８位 浜　辺　津那子(日本･島根) 1,118 第１位 中　　　ヒロ子(日本･福井) 3,438
第11位 小　池　和　美(日本･京都） 1,109 第２位 平　田　千鶴子(日本･岡山) 3,425
第12位 髙　本　正　子(日本･愛知） 1,104 第３位 浜　辺　津那子(日本･島根) 3,370
第13位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 1,078 銅ﾒﾀﾞﾙ KIM JIN BOK(大韓民国) 3,347
第14位 濱　元　小夜子(日本･愛知) 1,077 第６位 鳥谷部　エイ子(日本･青森) 3,311
第15位 田　中　和　子(日本･北海道） 1,065 第８位 吉　川　朋　子(日本･三重) 3,222
第23位 赤　嶺　洋　子(日本･沖縄) 1,019 第９位 郡　司　加代子(日本･神奈川) 3,186
第25位 谷　本　則　子(日本･北海道) 989 第10位 小　池　和　美(日本･京都） 3,173
第28位 井　川　静　江(日本･北海道) 979 第12位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 3,155
第29位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 979 第19位 井　川　静　江(日本･北海道) 3,075
第31位 藤　村　由美子(日本･静岡) 978 第20位 赤　嶺　洋　子(日本･沖縄) 3,063
第35位 与那覇　英　子(日本･沖縄) 940 第21位 竹　本　佐知子(日本･広島) 3,055
第37位 竹　本　佐知子(日本･広島) 936 第22位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 3,054

第23位 谷　本　則　子(日本･北海道) 3,039
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第25位 藤　村　由美子(日本･静岡) 3,025
優　勝 日　本(中･小池) 2,222 第27位 髙　本　正　子(日本･愛知） 3,008
準優勝 大　韓　民　国 2,221 第32位 濱　元　小夜子(日本･愛知) 2,931
第３位 大　韓　民　国 2,199
第４位 日　本(唐津･浜辺) 2,178 《マスターズ戦》１６Ｇ
第５位 日　本(田中･井川) 2,147 優　勝 HWANG WOL YOUNG(大韓民国) 3,230(120)
第７位 日　本(郡司･平田) 2,111 準優勝 鳥谷部　エイ子(日本･青森) 3,193(120)
第９位 日　本(吉川･鳥谷部) 2,095 第３位 KIM JIN BOK(大韓民国) 3,060(105)
第10位 日　本(谷本･竹本) 2,092 第５位 浜　辺　津那子(日本･島根) 2,998( 90)
第12位 日　本(藤村･板垣) 2,057 第６位 平　田　千鶴子(日本･岡山) 2,979( 95)
第18位 日　本(濱元･髙本) 1,893 第10位 中　　　ヒロ子(日本･福井) 2,852(110)
第19位 日　本(赤嶺･与那覇) 1,855
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