
１位 決勝戦

２位 0

３位 １１－６ 松尾・泥谷

３位 １１－４ （ふきのとう）

１１－５

　宮越由里・日野仁美　　（ふきのとう）

　松尾慶子・泥谷恭子　　（ふきのとう）

　尾辻良子・矢野美保　　（ぱんぷきん）

　下永ひとみ・安藤真智子　　（のぎく）

３

宮越・日野

（ふきのとう）

宮
越
・
日
野

（
ふ
き
の
と
う

）

白土・小園

6

2

3

松尾・泥谷

5

8

4

（おびすぎ）

（ふきのとう）

（ぱんぷきん）

（大塚サクラ）

鴨林・中島

1

１部ダブルス

（日向ママ）

尾辻・矢野

宮越・日野
（ふきのとう）

王・田中
（華菜クラブ）

　下永・安藤
（のぎく）

中村・伊東
（ふきのとう）

上西・寺崎

9

7



決勝戦

１位 １１－４

２位 １１－１３ 2

３位 １１－５ 岩切・小玉

３位 ７－１１ （ぱんぷきん）

１１－２

14 谷口・山下 （のぎく） 坂田・一政 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） 28

13 池田・永山 （ぱんぷきん） 木村・熊田 （日向ママ） 27

12 池永・市原 （Ｔ－ＯＮＥ） 二ノ宮・有田 （ＳＰＯＬＯＮ） 26

11 黒木・清川 （ふきのとう） 佐伯・倉永 （ふきのとう） 25

10 根井・井 （水曜会） 永田・坂本 （たんぽぽ） 24

9 山下・河野 （大塚サクラ） 西原・藤元 （日向ママ） 23

8 堀田・木村 （日向ママ） 橋元・吉越 （のぎく） 22

7 帯田・松井 （華菜クラブ） 宮本・甲斐 （日向ママ） 21

6 中村・村岡 （悠悠くらぶ） 内田・三﨑 （華菜クラブ） 20

岡崎・川田 （のぎく） 18

5 菊田・矢野 （日向ママ） 宮口・岩下 （あじさい） 19

3 田村・下登 （のぎく） 平澤・田中 （おびすぎ） 17

黒
木
・
永
井

（
日
向
マ
マ

）

4 谷本・筒井 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ）

2 後藤・戸髙 （あじさい） 井上・本部 （悠悠くらぶ） 16

　坂田敏子・一政祐子　　（ＧＯＯＤＬＵＣＫ） （日向ママ）

２部ダブルス

1 黒木・永井 （日向ママ） 岩切・小玉 （ぱんぷきん） 15

　黒木陽子・永井潤子　　（日向ママ）

　岩切文代・小玉美穂　　（ぱんぷきん） 3
　谷口夏子・山下幹子　　（のぎく） 黒木・永井



決勝戦

１位 １１－７

２位 ９－１１ 2

３位 ９－１１ 壱岐・大岩

３位 １１－５ （のぎく）

１２－１０

21 壱岐・大岩 （のぎく） 樋口・川上 （ぱんぷきん） 42

20 中武・森 （大塚サクラ） 松本・山元 （たんぽぽ） 41

19 岩下・原 （あじさい） 太田・黒木 （延岡パァーム） 40

18 弓削・溝口 （都レディース） 長友・是永 （大塚サクラ） 39

17 千知岩・堀 （悠悠くらぶ） 河内・青山 （あじさい） 38

16 三宅・田頭 （日向ママ） 児玉・中薗 （小林マミー） 37

15 柚木崎・日高 （ふきのとう） 籾木・関 （水曜会） 36

14 実広・仁田脇 （たんぽぽ） 桑原・西郷 （Ｔ－ＯＮＥ） 35

13 田中・津隈 （Ｔ－ＯＮＥ） 高牟礼・尾川 （日向ママ） 34

12 御手洗・矢野 （ＳＰＯＬＯＮ） 萩森・三森 （大塚サクラ） 33

11 児玉・内窪 （ＫＡＴＳＵＯＫＡ） 冨岡・松川 （悠悠くらぶ） 32

10 芝吹・川原 （たんぽぽ） 留守・大堀 （ふきのとう） 31

9 野辺・沖 （華菜クラブ） 沼口・壱岐 （悠悠くらぶ） 30

8 棄権土師・太田 （ふきのとう） 井野・斉藤 （たんぽぽ） 29

山本・中津 （おびすぎ） 27

7 鈴木・宮川 （大塚サクラ） 山口・三原 （太陽クラブ） 28

5 山脇・行武 （大塚サクラ） 矢野・深瀬 （悠悠くらぶ） 26

留
守
・
大
堀

（
ふ
き
の
と
う

）

6 日高・外山 （ぱんぷきん）

4 大田原・加藤 （悠悠くらぶ） 高木・有田 （Ｔ－ＯＮＥ） 25

3 坂元・大木 （あじさい） 福浦・大山 （華菜クラブ） 24

2 後藤・坂元 （おびすぎ） 菊野・窪田 （さわやか） 23

　吉田文江・松田和美　　（Ｔ－ＯＮＥ） （ふきのとう）

３部ダブルス

1 吉田・松田 （Ｔ－ＯＮＥ） 川添・宇佐見 （日向ママ） 22

　留守和子・大堀京子　　（ふきのとう）

　壱岐康子・大岩循子　　（のぎく） 3
　樋口由子・川上美江子　（ぱんぷきん） 留守・大堀



１位 決勝戦

２位 ８－１１ 1

３位 １１－３ 馬崎・川原

３位 １１－６ （太陽クラブ）

１１－６

馬崎・川原 （太陽クラブ） 27

13 徳村・高村 （おびすぎ） 宮森・岡崎 （日向ママ） 26

12 斉藤・中園 （さわやか） 岩切・富 （さわやか） 25

11 中原・溝口 （華菜クラブ） 甲斐・高橋 （延岡パァーム） 24

10 松原・森山 （大塚サクラ） 湊・松平 （華菜クラブ） 23

9 片桐・高崎 （太陽クラブ） 瀬之口・仮屋 （楽友クラブ） 22

8 棄権田中・前田 （日向ママ） 江藤・園田 （ＴＯＤＡＹ） 21

7 川並・柳田 （Ｔ－ＯＮＥ） 佐藤・梅原 （大塚サクラ） 20

（楽友クラブ） 18

6 右松・山腰 （あじさい） 児玉・浮田 （さわやか） 19

16

4 高橋・原口 （楽友クラブ） 今村・高木 （日向ママ） 17

3 川崎・甲斐 （太陽クラブ） 田
部
・
入
田

（
ふ
き
の
と
う

）

藤本・前田 （Ｔ－ＯＮＥ）

5 渡邊・井上 （たんぽぽ） 岩切・黒木

2 吉田・佐藤 （さわやか） 佐藤・後藤 （すずかけ） 15

　今村都子・高木静代　　（日向ママ） （ふきのとう）

4部ダブルス

1 田部・入田 （ふきのとう） 福嶋・石田 （ふきのとう） 14

　田部瑩　・入田トミ子　　（ふきのとう）

　川原康子・馬崎弘子　　（太陽クラブ） ３
　徳村節子・高村常子　　（おびすぎ） 田部・入田



１位 　松尾　慶子 （ふきのとう） 決勝戦

２位 　宮越　由里 （ふきのとう） 0

３位 　谷口　夏子 （のぎく） 11-4 宮越

３位 　清川　理子 （ぱんぷきん） 11-7 （ふきのとう）

15-13

7 清川 （ぱんぷきん）

6 宮口 （あじさい） 松尾 （ふきのとう） 13

5 足利 （Ｃｈｕーりっぷ） 井 （水曜会） 12

4 棄権寺崎 （おびすぎ） 中島 （日向ママ） 11

田中 （おびすぎ） 9

3 安藤 （のぎく） 矢野 （ぱんぷきん） 10

1 宮越 （ふきのとう） 谷口 （のぎく） 8

松
尾

（
ふ
き
の
と
う

）

2 田中 （華菜クラブ）

３

松尾

（ふきのとう）

４９歳以下シングルス



１位 　坂田　敏子 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） 決勝戦

２位 　小玉　美穂 （ぱんぷきん） 0

３位 　田村　浅美 （のぎく） １１‐７ 小玉

３位 　日野　仁美 （ふきのとう） １１‐８ （ぱんぷきん）

１１‐６

17 小玉 （ぱんぷきん）

16 藤元 （日向ママ） 坂田 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） 33

15 永田 （たんぽぽ） 二ノ宮 （ＳＰＯＬＯＮ） 32

14 倉永 （ふきのとう） 鴨林 （日向ママ） 31

13 大岩 （のぎく） 佐伯 （ふきのとう） 30

12 三﨑 （華菜クラブ） 宇佐見 （日向ママ） 29

11 河野 （大塚サクラ） 尾辻 （ぱんぷきん） 28

10 永井 （日向ママ） 山本 （おびすぎ） 27

9 下永 （のぎく） 白土 （大塚サクラ） 26

8 中村 （ふきのとう） 伊東 （ふきのとう） 25

7 木村 （日向ママ） 上西 （楽友クラブ） 24

松井 （華菜クラブ） 22

6 小園 （大塚サクラ） 矢野 （日向ママ） 23

4 池永 （Ｔ－ＯＮＥ） 宮本 （日向ママ） 21

坂
田

（
Ｇ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｋ

）

5 本部 （悠悠くらぶ）

3 王 （華菜クラブ） 戸髙 （あじさい） 20

2 熊田 （日向ママ） 池田 （ぱんぷきん） 19

1 日野 （ふきのとう） 田村 （のぎく） 18

３

坂田

（ＧＯＯＤＬＵＣＫ）

５０歳代シングルス



１位 　岩切　文代 （ぱんぷきん） 決勝戦

２位 　田部　瑩 （ふきのとう） 0

３位 　黒木　陽子 （日向ママ） １２－１０ 田部

３位 　一政　祐子 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） １１－６ （ふきのとう）

１１－６

18 松田 （Ｔ－ＯＮＥ） 一政 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） 36

17 井野 （たんぽぽ） 鈴木 （大塚サクラ） 35

16 児玉 （ＫＡＴＳＵＯＫＡ） 坂元 （おびすぎ） 34

15 日高 （ふきのとう） 帯田 （華菜クラブ） 33

14 谷本 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） 甲斐 （日向ママ） 32

13 岡崎 （のぎく） 御手洗 （ＳＰＯＬＯＮ） 31

12 三森 （大塚サクラ） 下登 （のぎく） 30

11 壱岐 （悠悠くらぶ） 黒木 （延岡パァーム） 29

10 黒木 （日向ママ） 泥谷 （ふきのとう） 28

9 堀田 （日向ママ） 田部 （ふきのとう） 27

8 筒井 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） 中村 （悠悠くらぶ） 26

川田 （のぎく） 24

7 大山 （華菜クラブ） 菊田 （日向ママ） 25

5 山下 （大塚サクラ） 田中 （おびすぎ）棄権 23

岩
切

（
ぱ
ん
ぷ
き
ん

）

6 橋元 （のぎく）

4 有田 （ＳＰＯＬＯＮ） 長友 （大塚サクラ） 22

3 佐藤 （あじさい） 岩下 （あじさい） 21

2 窪田 　（さわやか） 市原 （Ｔ－ＯＮＥ） 20

1 岩切 （ぱんぷきん） 木村 （日向ママ） 19

３

岩切

（ぱんぷきん）

６０～６４歳シングルス



１位 決勝戦

２位 0

３位 １２－１０ 三原

３位 １１－８ （太陽クラブ）

１１－３

17 川崎 （太陽クラブ）

16 野辺 （華菜クラブ） 千知岩 （悠悠くらぶ） 33

3215 大田原 （悠悠くらぶ） 内田 （水曜会）

14 江藤 （ＴＯＤＡＹ） 溝口 （都レディース） 31

13 河内 （あじさい） 山脇 （大塚サクラ） 30

2912 佐藤 （さわやか） 坂本 （たんぽぽ）

11 梅原 （大塚サクラ） 原 （あじさい） 28

10 児玉 （小林マミー） 前田 （日向ママ） 27

269 棄権川上 （ぱんぷきん） 徳村 （おびすぎ）

8 津隈 （Ｔ－ＯＮＥ） 吉越 （のぎく） 25

7 村岡 （悠悠くらぶ） 萩森 （大塚サクラ） 24

236 高橋 （延岡パァーム） 田中 （Ｔ－ＯＮＥ）

5 松平 （華菜クラブ）
川
崎

（
太
陽
ク
ラ
ブ

）

田頭 （日向ママ） 22

214 籾木 （水曜会） 仁田脇 （たんぽぽ）

3 佐藤 （すずかけ） 山口 （太陽クラブ） 20

2 井上 （たんぽぽ） 大木 （悠悠くらぶ） 19

18

　富岡　千津子　　（悠悠くらぶ） 　　（太陽クラブ）

６５～６９歳シングルス (1)
1 大堀 （ふきのとう） 樋口 （ぱんぷきん）棄権

　川崎　喜久子　　（太陽クラブ）

　三原　文子　　　（太陽クラブ） ３

　吉越　芳子　　　（のぎく） 川崎



太田 （ふきのとう） 65

堀 （悠悠くらぶ） 66

64

49 馬崎 （太陽クラブ）

48 森 （大塚サクラ） 尾川 （日向ママ）

青山 （あじさい） 福浦 （華菜クラブ） 63

高橋 （たんぽぽ） 62

47

61

46 冨 （さわやか）

45 川原 （たんぽぽ） 弓削 （都レディース）

外山 （ぱんぷきん） 坂元 （あじさい） 60

柳田 （Ｔ－ＯＮＥ） 59

44

58

43 山下 （のぎく）

42 沖 （華菜クラブ） 三宅 （日向ママ）

富岡 （悠悠くらぶ） 日高 （ぱんぷきん） 57

三原 （太陽クラブ） 56

41

55

40 行武 （大塚サクラ）

39 永山 （ぱんぷきん） 有田 （Ｔ－ＯＮＥ）

高木 （Ｔ－ＯＮＥ） 深瀬 （悠悠くらぶ） 54

53

三
原

（
太
陽
ク
ラ
ブ

）

38

37 棄権土師 （ふきのとう） 実広 （たんぽぽ）

山元 （たんぽぽ） 後藤 （おびすぎ） 52

関 （水曜会） 51

36

50

35 棄権甲斐 （延岡パァーム）

34 西郷 （ひまわり） 中薗 （小林マミー）

６５～６９歳シングルス (2)



１位 決勝戦

２位 0

３位 １１－７ 留守

３位 １１－９ （ふきのとう）

１２－１０

21 黒木 （ふきのとう）

20 岡崎 （日向ママ） 中津 （おびすぎ） 41

19 浮田 （さわやか） 芝吹 （たんぽぽ） 40

18 岩下 （あじさい） 高橋 （楽友クラブ） 39

17 桑原 （Ｔ－ＯＮＥ） 西原 （日向ママ） 38

16 園田 （ＴＯＤＡＹ） 矢野 （悠悠くらぶ） 37

15 高牟礼 （日向ママ） 石田 （ふきのとう） 36

14 後藤 （すずかけ） 加藤 （悠悠くらぶ） 35

13 松原 （大塚サクラ） 中武 （大塚サクラ） 34

12 松川 （悠悠くらぶ） 中園 （さわやか） 33

11 留守 （ふきのとう） 後藤 （あじさい） 32

10 宮川 （大塚サクラ） 内窪 （ＫＡＴＳＵＯＫＡ） 31

（悠悠くらぶ） 29

9 右松 （あじさい） 山腰 （あじさい） 30

27

7 原口 （楽友クラブ） 甲斐 （延岡パァーム） 28

6 棄権田中 （日向ママ）
中
津

（
お
び
す
ぎ

）

川並 （Ｔ－ＯＮＥ）

8 斉藤 （たんぽぽ） 沼口

5 平澤 （おびすぎ） 湊 （華菜クラブ） 26

4 柚木崎 （ふきのとう） 高木 （日向ママ） 25

3 片桐 （太陽クラブ） 是永 （大塚サクラ） 24

2 斉藤 （さわやか） 菊野 （さわやか） 23

　松川　和子　　（悠悠くらぶ） （おびすぎ）

７０～７４歳シングルス
1 井上 （悠悠くらぶ） 入田 （ふきのとう） 22

　中津　孝子　　（おびすぎ）

　留守　和子　　（ふきのとう） ３
　甲斐　キヌエ　（延岡パァーム） 中津



１位 　川添　保子 （日向ママ） 決勝戦

２位 　福嶋　幸子 （ふきのとう） １１－８ 1

３位 　髙﨑　美代 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） ５－１１ 福嶋

３位 　川原　康子 （太陽クラブ） １２－１０ （ふきのとう）

１１－７

11 宮森 （日向ママ） 今村 （日向ママ） 22

10 瀬之口 （楽友クラブ） 根井 （水曜会） 21

9 甲斐 （太陽クラブ） 吉田 （さわやか） 20

8 溝口 （華菜クラブ） 岩切 （楽友クラブ） 19

7 棄権押川 （Ｔ－ＯＮＥ） 川原 （太陽クラブ） 18

6 高崎 （ＧＯＯＤＬＵＣＫ） 中原 （華菜クラブ） 17

5 高村 （おびすぎ） 仮屋 （楽友クラブ） 16

藤本 （Ｔ－ＯＮＥ） 14

4 佐藤 （大塚サクラ) 森山 （大塚サクラ) 15

2 黒木 （楽友クラブ） 児玉 （さわやか） 13

川
添

（
日
向
マ
マ

）

3 岩切 （さわやか）

1 川添 （日向ママ） 福嶋 （ふきのとう） 12

３

川添

（日向ママ）

７５歳以上シングルス


