
A 氏　　名 1 2 3 4 勝率 差 順位

今村　由美子 愛知 碧南市ソフトテニス協会

金本　智 愛知 菱友クラブ

高岡　幸子 愛媛 愛媛県レディース協会

日野　雅文 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

関口　寿 広島 ＳＳＴ

信岡　美智子 広島 福山どんがめクラブ

西原　亨 高知 追手前クラブ

岩原　尚子 高知 あけぼのクラブ

B 氏　　名 5 6 7 勝率 差 順位

西　邦夫 石川 ふたばクラブ

西　千鶴 石川 ふたばクラブ

木藤　公子 愛媛 西条市ソフトテニス連盟

津吉　信也 愛媛 今治ソフトテニス連盟

山本　悦子 愛知 すみれクラブ

若佐　昇 兵庫 宝塚クラブ

C 氏　　名 8 9 10 勝率 差 順位

男座　潔 広島 楽くらぶ

中原　孝子 広島 がんばろう会

善家　清隆 愛媛 広見ソフトテニスクラブ

篠原　秀美 愛媛 愛媛県レディース協会

山本　幸輝 三重 松阪クラブ

和泉　泰子 愛媛 八幡浜ソフトテニスクラブ

D 氏　　名 11 12 13 勝率 差 順位

稲田　和子 兵庫 三田クラブ

稲田　清美 兵庫 篠山クラブ

芝田　眞次 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

藤野　仁美 愛媛 今治ソフトテニス連盟

松本　優 岡山 高梁ソフトテニス協会

藤田　幸子 岡山 竜王ソフトテニスクラブ

E 氏　　名 14 15 16 勝率 差 順位

坂見　美和子 愛媛 愛媛アカエムクラブ

藤野　直志 愛媛 今治ソフトテニス連盟

田辺　芳恵 広島 広島Ｌ・Ｃ

牧野　正巳 愛知 桜台倶楽部

徳永　浩美 福岡 粕屋ソフトテニス連盟

松元　里美 福岡 粕屋ソフトテニス連盟
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F 氏　　名 17 18 19 勝率 差 順位

脇山　日佐男 兵庫 神戸山手クラブ

菅　美弥子 兵庫 垂水クラブ

伊東　孝夫 愛媛 松山ＳＴＣ

伊東　直子 愛媛 松山ＳＴＣ

田中　祥子 広島 呉クリンクラブ

宮原　俊文 広島 日本製鋼所広島製作所

G 氏　　名 20 21 22 勝率 差 順位

塩木　洋一 香川 坦石クラブ

塩木　信子 香川 坦石クラブ

宮村　進 愛知 名古屋ＯＧクラブ

宮村　京子 愛知 名古屋ＯＧクラブ

山田　和宏 愛媛 今治ソフトテニス連盟

窪田　みつ子 愛媛 今治ソフトテニス連盟

H 氏　　名 23 24 25 勝率 差 順位

相澤　真里子 鳥取 東伯クラブ

中井　克彦 鳥取 ハワイクラブ

原田　隆 岐阜 ＴＥＡＭ　ＫＵＭＡ

原田　久美子 岐阜 ＴＥＡＭ　ＫＵＭＡ

稲田　次美 愛媛 愛媛県レディース協会

阿部　結 愛媛 今治ソフトテニス連盟

I 氏　　名 26 27 28 勝率 差 順位

宮地　郁夫 岡山 しらかベクラブ

大嶌　治美 福岡 福大クラブ

近藤　ひとみ 愛媛 三島ソフトテニスクラブ

久山　秀司 愛知 ウイングクラブ

和田　博明 兵庫 神戸山手クラブ

上山　親子 大阪 ファニー

J 氏　　名 29 30 31 32 勝率 差 順位

鋤田　洋子 広島 呉クリンクラブ

鋤田　俊次 広島 藤の木ソフトテニスクラブ

鈴木　尚志 愛媛 宇和島ソフトテニス連盟

岡田　佳枝 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

三尾　浩二 愛知 菱友クラブ

大嶋　美智子 愛知 春日井ソフトテニスクラブ

鍋島　満子 高知 菜花クラブ

太田　和久 高知 四万十黒尊クラブ
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