
優　勝 Dionsio Averilla(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 1,225 優　勝 中　司　水　穂(日本･兵庫) 1,114
準優勝 Kang Won Ik(韓国) 1,207 準優勝 Choi Sook Ja(韓国) 1,107
第３位 佐　藤　道　雄(日本･愛知) 1,203 準優勝 Lucy Tan(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 1,107
第９位 坂　口　明　美(日本･福岡) 1,133 第７位 笹　森　玲　子(日本･宮城) 1,061
第11位 吉　田　節　男(日本･東京) 1,123 第７位 榎　本　弘　子(日本･神奈川) 1,061
第15位 中　川　満寿雄(日本･愛知) 1,101 第９位 原　田　房　子(日本･東京) 1,053
第18位 大　池　伴　好(日本･東京) 1,092 第11位 水　上　正　子(日本･福岡) 1,051
第24位 栗　田　二　郎(日本･愛知) 1,082 第13位 原　　　章　代(日本･兵庫) 1,046
第26位 斉　藤　勝　治(日本･秋田) 1,066 第14位 高　橋　ユキ子(日本･埼玉) 1,037
第28位 田　中　義　徳(日本･北海道) 1,060 第15位 大　橋　幸　子(日本･福岡) 1,035
第34位 白　倉　光　雄(日本･山梨) 1,042 第16位 鈴　木　百合子(日本･岡山) 1,031
第35位 國　武　能　夫(日本･福岡) 1,040 第20位 鴫　田　裕　子(日本･兵庫) 1,013
第36位 佐々木　正　尚(日本･埼玉) 1,033 第21位 三　宅　伸　子(日本･大阪) 1,001
第37位 加　藤　昌　弘(日本･東京) 1,031 第22位 小　池　和　美(日本･京都) 998
第56位 小　林　嘉　雄(日本･茨城) 994 第23位 高　谷　満　枝(日本･大阪) 997
第59位 志　田　晃二郎(日本･東京) 976 第27位 荒　木　明　子(日本･福岡) 976
第61位 吉　田　琢　美(日本･大阪) 966 第28位 青　木　鈴　枝(日本･東京) 967
第62位 堀　　　　　勇(日本･秋田) 961 第29位 松　浦　茂　子(日本･兵庫) 964
第65位 宮　崎　尚　士(日本･福岡) 946 第36位 宮　崎　眞知子(日本･大阪) 944
第66位 大　山　武　義(日本･青森) 934 第37位 関　根　信　子(日本･東京) 941
第67位 堀　田　義　男(日本･三重) 924 第38位 西　川　みち子(日本･京都) 918
第72位 野　口　　　忠(日本･東京) 810 第44位 楠　原　夏　子(日本･東京) 855

優　勝 グァム 2,296 優　勝 日　本(笹森･高橋) 2,186
準優勝 日　本(中川･佐藤) 2,267 準優勝 日　本(荒木･大橋) 2,156
第３位 シンガポール 2,261 第３位 日　本(原田･青木) 2,146
第11位 日　本(國武･宮崎) 2,149 第４位 日　本(小池･三宅) 2,136
第17位 日　本(坂口･佐々木) 2,107 第５位 日　本(鈴木･水上) 2,132
第18位 日　本(田中･白倉) 2,105 第８位 日　本(榎本･高谷) 2,045
第19位 日　本(志田･吉田節) 2,100 第９位 日　本( 原 ･中司) 2,040
第22位 日　本(栗田･堀田) 2,060 第10位 日　本(松浦･鴫田) 2,036
第23位 日　本(加藤･大池) 2,044 第13位 日　本(楠原･関根) 1,976
第24位 日　本( 堀 ･斉藤) 2,034 第16位 日　本(西川･宮崎) 1,909
第28位 日　本(大山･小林) 1,986
第34位 日　本(野口･吉田琢) 1,862

優　勝 グァム 4,409 優　勝 日　本(笹森･高橋･榎本･高谷) 4,328
準優勝 韓　国 4,388 準優勝 シンガポール 4,111
第３位 韓　国 4,250 第３位 韓　国 4,095
第４位 日　本 4,233 第４位 日　本(松浦･鴫田･原･中司) 4,091

(坂口･佐々木･國武･宮崎) 第５位 日　本(原田･青木･楠原･関根) 4,088
第７位 日　本 4,139 第５位 日　本(鈴木･水上･荒木･大橋) 4,088

(加藤･大池･志田･吉田節) 第７位 日　本(小池･三宅･西川･宮崎) 4,017
第11位 日　本(栗田･堀田･中川･佐藤) 4,035
第15位 日　本 3,908

(田中･白倉･野口･吉田琢)
第17位 日　本(大山･小林･堀･斉藤) 3,748

《男子シングルス》６Ｇ 《女子シングルス》６Ｇ

《男子２人チーム戦》２×６Ｇ 《女子２人チーム戦》２×６Ｇ

《男子４人チーム戦》４×６Ｇ 《女子４人チーム戦》４×６Ｇ
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第１位 Dionsio Averilla(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 3,485 第１位 原　田　房　子(日本･東京) 3,264
第２位 Wang Kwang Ja(韓国) 3,458 第２位 笹　森　玲　子(日本･宮城) 3,238
第３位 Chito Nacion(ｸﾞｧﾑ) 3,440 第３位 大　橋　幸　子(日本･福岡) 3,210
第４位 中　川　満寿雄(日本･愛知) 3,360 第４位 小　池　和　美(日本･京都) 3,191
第６位 坂　口　明　美(日本･福岡) 3,325 第５位 高　谷　満　枝(日本･大阪) 3,178
第７位 吉　田　節　男(日本･東京) 3,319 第６位 高　橋　ユキ子(日本･埼玉) 3,170
第８位 佐　藤　道　雄(日本･愛知) 3,318 第７位 中　司　水　穂(日本･兵庫) 3,164
第16位 栗　田　二　郎(日本･愛知) 3,266 第８位 鈴　木　百合子(日本･岡山) 3,162
第21位 田　中　義　徳(日本･北海道) 3,230 第11位 水　上　正　子(日本･福岡) 3,132
第22位 大　池　伴　好(日本･東京) 3,204 第12位 榎　本　弘　子(日本･神奈川) 3,129
第27位 斉　藤　勝　治(日本･秋田) 3,163 第15位 原　　　章　代(日本･兵庫) 3,093
第33位 宮　崎　尚　士(日本･福岡) 3,132 第18位 青　木　鈴　枝(日本･東京) 3,066
第36位 國　武　能　夫(日本･福岡) 3,122 第20位 松　浦　茂　子(日本･兵庫) 3,052
第45位 佐々木　正　尚(日本･埼玉) 3,062 第21位 三　宅　伸　子(日本･大阪) 3,048
第46位 白　倉　光　雄(日本･山梨) 3,060 第25位 関　根　信　子(日本･東京) 3,020
第52位 加　藤　昌　弘(日本･東京) 3,034 第28位 鴫　田　裕　子(日本･兵庫) 2,995
第55位 小　林　嘉　雄(日本･茨城) 2,988 第29位 荒　木　明　子(日本･福岡) 2,965
第58位 志　田　晃二郎(日本･東京) 2,948 第31位 宮　崎　眞知子(日本･大阪) 2,935
第59位 吉　田　琢　美(日本･大阪) 2,906 第38位 西　川　みち子(日本･京都) 2,749
第64位 堀　　　　　勇(日本･秋田) 2,828 第40位 楠　原　夏　子(日本･東京) 2,676
第66位 大　山　武　義(日本･青森) 2,744
第68位 堀　田　義　男(日本･三重) 2,728
第70位 野　口　　　忠(日本･東京) 2,557

優　勝 坂　口　明　美(日本･福岡) 3,261(115) 優　勝 原　田　房　子(日本･東京) 3,312(130)
準優勝 Chito Nacion(ｸﾞｧﾑ) 3,214(110) 準優勝 原　　　章　代(日本･兵庫) 3,105(130)
第３位 Shorty Madeley(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ) 3,124( 95) 第３位 大　橋　幸　子(日本･福岡) 3,055(115)

第８位 吉　田　節　男(日本･東京) 3,021( 90) 第４位 高　谷　満　枝(日本･大阪) 2,996(110)
第10位 中　川　満寿雄(日本･愛知) 3,018( 70) 第８位 笹　森　玲　子(日本･宮城) 2,900( 60)
第12位 栗　田　二　郎(日本･愛知) 3,001(110) 第９位 高　橋　ユキ子(日本･埼玉) 2,896( 70)
第13位 佐　藤　道　雄(日本･愛知) 2,929( 30) 第10位 鈴　木　百合子(日本･岡山) 2,846( 50)

第11位 水　上　正　子(日本･福岡) 2,838( 80)
第12位 中　司　水　穂(日本･兵庫) 2,837( 50)
第13位 榎　本　弘　子(日本･神奈川)2,790( 50)
第14位 小　池　和　美(日本･京都) 2,772( 50)

《男子マスターズ》

《男子オールエベンツ》 《女子オールエベンツ》

《女子マスターズ》
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