
A 氏　　名 1 2 3 勝率 差 順位

沢田　茂 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

沢田　富久美 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

和田　重信 静岡 浜松庭球クラブ

杉山　克子 静岡 浜松テニックス

若松　隆 千葉 柏クラブ

吉田　えり子 千葉 柏クラブ

B 氏　　名 4 5 6 勝率 差 順位

中塚　道子 岡山 倉敷さわやか会

青山　佳裕 岡山 ＪＦＥスチール西日本

明地　正純 愛媛 堀之内クラブ

藤方　理恵 愛媛 道後庭球連盟

肥後　弘明 大阪 守口ＮＴＣ

三浦　陽子 大阪 ゆうゆうクラブ

C 氏　　名 7 8 9 勝率 差 順位

新開　均 徳島 永遠クラブ

伴戸　明己 北海道 札幌白石クラブ

岩月　良弥 愛知 岡崎壮年ソフトテニスクラブ

岩月　美雪 愛知 岡崎壮年ソフトテニスクラブ

大丸　美秋 広島 がんばろう会

蔀　政弘 福岡 サンデークラブ

D 氏　　名 10 11 12 勝率 差 順位

尾方　明美 熊本 球央會

白石　宅男 熊本 帯山クラブ

越智　栄美子 愛媛 西条市ソフトテニス連盟

大野　高資 愛媛 堀之内クラブ

宮岸　真弓 北海道 のんびりクラブ

高橋　健一 北海道 暁クラブ

E 氏　　名 13 14 15 勝率 差 順位

本田　みな子 島根 津田クラブ

渡部　良 島根 蒼翠会

石原　達夫 静岡 さぎの宮クラブ

相澤　秀子 静岡 さぎの宮クラブ

藤平　八朗 千葉 市原ドリーム

白石　浩子 愛媛 愛媛県レディース協会
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F 氏　　名 16 17 18 勝率 差 順位

嶋村　志津代 高知 小津クラブ

嶋村　貴彰 高知 小津クラブ

小関　良子 北海道 青葉ソフトテニスクラブ

小関　一義 北海道 青葉ソフトテニスクラブ

小栗　康史 静岡 さぎの宮クラブ

小栗　明美 静岡 さぎの宮クラブ

G 氏　　名 19 20 21 勝率 差 順位

加地　英子 千葉 流山クラブ

加地　尚春 千葉 流山クラブ

八木　博 愛媛 今治ソフトテニス連盟

八木　千代子 愛媛 今治ソフトテニス連盟

林　浩二 福岡 サンデークラブ

岡松　由記子 福岡 綾小路クラブ

H 氏　　名 22 23 24 勝率 差 順位

美和　貞子 静岡 浜松テニックス

市川　広邦 静岡 浜松庭球クラブ

松本　厚子 岡山 高梁ソフトテニス協会

片山　栄二郎 岡山 粒江ソフトテニスクラブ

原田　和昌 兵庫 加古川クラブ

柏原　敦子 兵庫 明石レディス

I 氏　　名 25 26 27 勝率 差 順位

増田　加奈 愛知 岡崎バード

近藤　信彦 愛媛 三島ソフトテニスクラブ

桐原　善次 千葉 あづまテニスクラブ

田中　礼子 千葉 流山ＥＭＴ

津田　辰雄 奈良 奈良ソフトテニスクラブ

西井　千里 奈良 奈良ソフトテニスクラブ

J 氏　　名 28 29 30 勝率 差 順位

吉本　安男 北海道 北見ソフトテニス連盟

津田　妙子 北海道 旭川迷球会

中西　美代 愛媛 愛媛県レディース協会

大塚　英一 愛媛 松前ソフトテニスクラブ

高林　サチ子 静岡 さぎの宮クラブ

佐野　邦明 静岡 浜松庭球クラブ

K 氏　　名 31 32 33 勝率 差 順位

宮田　啓資 徳島 永遠クラブ

渡辺　須磨子 徳島 徳島庭球倶楽部

宮脇　龍司 広島 呉ソフトテニス百才会

宮脇　真智子 広島 呉ソフトテニス百才会

小林　孝志 埼玉 秩父COCクラブ

小林　きみ子 埼玉 秩父COCクラブ
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