
2011.11.23～30
参加7の国と地域　201名(男子122･女子79) ｸﾞｧﾑ･ｾﾝﾄﾗﾙﾚｰﾝｽﾞB/C

○男子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《ダブルス戦》２×６Ｇ
優　勝 Lee Gi-Yeol(大韓民国) 1,333 優　勝 中　華　台　北 2,520
準優勝 Campbell Andrew(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 1,273 準優勝 日　本(藤田･前田) 2,458
第３位 Tucker Roger(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ) 1,244 第３位 大　韓　民　国 2,367
第14位 藤　田　忠　志(日本･滋賀） 1,170 第16位 日　本(水野･小比類巻) 2,192
第18位 水　野　和　男(日本･東京） 1,160
第23位 小比類巻　正昭(日本･青森） 1,106 《４人チーム戦》４×６Ｇ
第36位 前　田　知　一(日本･石川） 1,041 優　勝 大　韓　民　国 4,672

準優勝 オーストラリア 4,658
《オールエベンツ》１８Ｇ 第３位 オーストラリア 4,578
第１位 Chen Ho-Tsai(中華台北) 3,726 第５位 日　本 4,531
第２位 Tucker Roger(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ) 3,720 (藤田･前田･水野･小比類巻)
第３位 Son Yong-Mok(大韓民国) 3,698
第９位 藤　田　忠　志(日本･滋賀） 3,513 《マスターズ戦》１６Ｇ
第17位 水　野　和　男(日本･東京） 3,402 優　勝 Chen Ho-Tsai(中華台北) 3,455(120)
第21位 前　田　知　一(日本･石川） 3,382 準優勝 Lee Gi-Yeol(大韓民国) 3,423(135)
第22位 小比類巻　正昭(日本･青森） 3,361 第３位 藤　田　忠　志(日本･滋賀） 3,408(105)

第14位 水　野　和　男(日本･東京） 3,038( 50)

○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 Kim Jong-Tuck(大韓民国) 1,314 優　勝 日本(高橋･播本･岩井･加藤) 4,682
準優勝 加　藤　幸　雄(日本･鳥取） 1,286 準優勝 日本(西田･神下･大池･西林) 4,664
第３位 西　田　一　善(日本･和歌山） 1,270 第３位 オーストラリア 4,648
第４位 神　下　克　己(日本･徳島） 1,242 第６位 日本(田中･真艸嶺･吉田･吉井) 4,541
第５位 北　　　勝　美(日本･福井） 1,228 第９位 日本(幸林･別役･前田･北) 4,256
第６位 高　橋　俊　博(日本･静岡） 1,211 第12位 日本(宮下･溝口･鎌田･板垣) 4,120
第８位 前　田　良　一(日本･石川） 1,190
第14位 吉　井　嘉　昭(日本･奈良） 1,144
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《オールエベンツ》１８Ｇ第14位 吉　井　嘉　昭(日本･奈良） 1,144
第15位 大　池　伴　好(日本･東京） 1,143 第１位 西　田　一　善(日本･和歌山） 3,664
第17位 真艸嶺　秀　弘(日本･京都） 1,131 第２位 高　橋　俊　博(日本･静岡） 3,652
第18位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 1,128 第３位 神　下　克　己(日本･徳島） 3,650
第20位 別　役　壽　章(日本･高知） 1,124 第４位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取） 3,649
第22位 播　本　雄　輔(日本･京都） 1,121 第８位 真艸嶺　秀　弘(日本･京都） 3,464
第30位 鎌　田　政　善(日本･福島） 1,101 第10位 前　田　良　一(日本･石川） 3,430
第42位 幸　林　周　逸(日本･青森） 1,076 第12位 吉　井　嘉　昭(日本･奈良） 3,405
第43位 荻　野　和　男(日本･広島） 1,075 第15位 大　池　伴　好(日本･東京） 3,391
第45位 西　林　康　憲(日本･千葉） 1,067 第18位 北　　　勝　美(日本･福井） 3,367
第48位 宮　下　章　一(日本･京都） 1,059 第20位 播　本　雄　輔(日本･京都） 3,363
第50位 田　中　義　徳(日本･北海道） 1,048 第27位 別　役　壽　章(日本･高知） 3,327
第58位 吉　田　節　男(日本･東京） 1,020 第32位 岩　井　親　孝(日本･富山） 3,299
第59位 溝　口　芳　明(日本･広島） 1,008 第34位 板　垣　幸　吉(日本･静岡） 3,277
第62位 岩　井　親　孝(日本･富山） 992 第36位 西　林　康　憲(日本･千葉） 3,268
第70位 中　谷　興　介(日本･鳥取） 928 第45位 宮　下　章　一(日本･京都） 3,202

第46位 幸　林　周　逸(日本･青森） 3,188
《ダブルス戦》２×６Ｇ 第49位 吉　田　節　男(日本･東京） 3,166
優　勝 大　韓　民　国 2,379 第51位 中　谷　興　介(日本･鳥取） 3,127
準優勝 日　本(西田･神下) 2,368 第53位 鎌　田　政　善(日本･福島） 3,125
第３位 日　本(岩井･加藤) 2,358 第55位 田　中　義　徳(日本･北海道） 3,110
第６位 日　本(高橋･播本) 2,313 第62位 溝　口　芳　明(日本･広島） 2,956
第９位 日　本(前田･北) 2,275 第71位 荻　野　和　男(日本･広島） 2,129
第14位 日　本(大池･西林) 2,219
第18位 日　本(田中･真艸嶺) 2,170 《マスターズ戦》１６Ｇ
第19位 日　本(幸林･別役) 2,163 優　勝 西　田　一　善(日本･和歌山） 3,423(110)
第24位 日　本(中谷･荻野) 2,103 準優勝 Lee Hai-Ki(大韓民国) 3,391(120)
第26位 日　本(吉田･吉井) 2,091 第３位 Choi Yoon-Chil(大韓民国) 3,338(105)
第27位 日　本(宮下･溝口) 2,072 第５位 神　下　克　己(日本･徳島） 3,245(100)
第28位 日　本(鎌田･板垣) 2,072 第８位 高　橋　俊　博(日本･静岡） 3,138( 80)

第14位 加　藤　幸　雄(日本･鳥取） 3,033( 60)

《オールエベンツ》１８Ｇ



2011.11.23～30
参加7の国と地域　201名(男子122･女子79) ｸﾞｧﾑ･ｾﾝﾄﾗﾙﾚｰﾝｽﾞB/C

○女子シニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《ダブルス戦》２×６Ｇ
優　勝 Kim Myo-Seon(大韓民国) 1,222 優　勝 グ　ァ　ム 2,326
準優勝 Kang Soon-Ja(大韓民国) 1,176 準優勝 オーストラリア 2,285
第３位 竹　本　佐知子(日本･広島） 1,164 第３位 大　韓　民　国 2,259
第13位 柳　川　穂　波(日本･三重） 1,071 第６位 日　本(宮倉･濱口) 2,162
第16位 古　岡　美保子(日本･富山） 1,032 第10位 日　本(古岡･木村) 2,105
第21位 平　田　智恵子(日本･熊本） 1,010 第12位 日　本(竹本･林田) 2,078
第22位 濱　口　朋　子(日本･三重） 1,010 第13位 日　本(平田･柳川) 2,059
第24位 宮　倉　祐　子(日本･島根） 995
第26位 林　田　尚　恵(日本･島根） 977 《４人チーム戦》４×６Ｇ
第32位 木　村　成　子(日本･滋賀） 932 優　勝 オーストラリア 4,512

準優勝 大　韓　民　国 4,478
《オールエベンツ》１８Ｇ 第３位 大　韓　民　国 4,455
第１位 Lee Gyeong-Suk(大韓民国) 3,445 第４位 日本(平田･柳川･竹本･林田) 4,292
第２位 Flynn Robyn(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,432 第６位 日本(古岡･木村･宮倉･濱口) 4,092
第３位 Baker Jeanette(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,406
第８位 竹　本　佐知子(日本･広島） 3,307 《マスターズ戦》１６Ｇ
第14位 柳　川　穂　波(日本･三重） 3,243 優　勝 Hird Julie(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,215(100)
第18位 濱　口　朋　子(日本･三重） 3,174 準優勝 Lee Gyeong-Suk(大韓民国) 3,207(115)
第19位 古　岡　美保子(日本･富山） 3,159 第３位 Baker Jeanette(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,201( 90)
第20位 宮　倉　祐　子(日本･島根） 3,091 第７位 古　岡　美保子(日本･富山） 2,943( 80)
第23位 林　田　尚　恵(日本･島根） 3,058 第10位 竹　本　佐知子(日本･広島） 2,900( 70)
第24位 平　田　智恵子(日本･熊本） 3,043 第14位 濱　口　朋　子(日本･三重） 2,668( 60)
第27位 木　村　成　子(日本･滋賀） 2,904 第16位 柳　川　穂　波(日本･三重） 2,117( 25)

○女子グランドシニア部門
《シングルス戦》６Ｇ 《ダブルス戦》２×６Ｇ
優　勝 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 1,205 優　勝 日　本(角井･小池) 2,269
準優勝 小　池　和　美(日本･京都） 1,162 準優勝 大　韓　民　国 2,200
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準優勝 小　池　和　美(日本･京都） 1,162 準優勝 大　韓　民　国 2,200
第３位 Kirkwood Brenda(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 1,112 第３位 大　韓　民　国 2,189
第４位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 1,106 第４位 日　本(三宅･田中) 2,170
第10位 高　本　正　子(日本･愛知） 1,076 第６位 日　本(高本･茶谷) 2,143
第14位 三　宅　伸　子(日本･大阪） 1,058 第７位 日　本(橋本･浜元) 2,140
第16位 田　中　和　子(日本･北海道） 1,052 第８位 日　本(唐津･久慈) 2,131
第19位 橋　本　鈴　子(日本･香川） 1,033 第９位 日　本(小田･板垣) 2,126
第20位 浜　元　小夜子(日本･愛知） 1,026
第30位 久　慈　順　子(日本･岩手） 977 《４人チーム戦》４×６Ｇ
第33位 小　田　妙　子(日本･広島） 970 優　勝 オーストラリア 4,445
第38位 茶　谷　晴　美(日本･大阪） 893 準優勝 日本(高本･茶谷･唐津･久慈) 4,279
第40位 角　井　不二子(日本･富山） 893 第３位 大　韓　民　国 4,210

第４位 日本(橋本･浜元･角井･小池) 4,202
《オールエベンツ》１８Ｇ 第６位 日本(三宅･田中･小田･板垣) 4,082
第１位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 3,488
第２位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 3,466 《マスターズ戦》１６Ｇ
第３位 小　池　和　美(日本･京都） 3,437 優　勝 Webster Christiene(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,114( 90)
第６位 高　本　正　子(日本･愛知） 3,260 準優勝 Forrest Maxine(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 3,089( 80)
第９位 三　宅　伸　子(日本･大阪） 3,232 第３位 小　池　和　美(日本･京都） 3,077(110)
第13位 橋　本　鈴　子(日本･香川） 3,189 第４位 板　垣　愛　子(日本･静岡） 3,061(110)
第18位 田　中　和　子(日本･北海道） 3,122 第６位 唐　津　美佐子(日本･埼玉） 2,990( 85)
第21位 浜　元　小夜子(日本･愛知） 3,097 第14位 高　本　正　子(日本･愛知） 2,781( 50)
第23位 久　慈　順　子(日本･岩手） 3,076
第30位 角　井　不二子(日本･富山） 3,002
第36位 茶　谷　晴　美(日本･大阪） 2,902
第44位 小　田　妙　子(日本･広島） 2,722


