
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

いたに　かずや さかなか　けんた さかい　けんた かわにし　としや

井谷 和弥 坂中 賢太 佐海 健太 川西 俊也

たかしな　ともや よねだ　けんじ みやけ　たつや きたしま　つばさ

高階 知也 米田 健司 三宅 達也 北島 翼

(トリッキーパンダース) (近畿大学) (ミズノ) (近畿大学)

あさだ　だいすけ あくつ ゆたか きたつじ　かずたか つかざき　けいいち

朝田 大輔 阿久津 博将 北辻 和孝 柄崎 圭一

ふじた　たかし もりもと　いさお きむら　ひろし やまだ　みつひこ

藤田 岳志 森本 功 木村 寛 山田 光彦

(三国クラブ) (ミズノ･大阪ガス) (大阪フェニックス･大阪府教職員) (ＡＴＭ)

ありた　けいいち ほった　ゆうじ よしもり　ふみひこ まえだ　けんご

有田 圭一 堀田 又治 吉森 文彦 前田 憲吾

ありた　ひろし しいや　みつお あらき　なおと やなむら　あきお

有田 浩史 椎屋 美律生 荒木 直人 柳村 晃央

(大阪フェニックス) (ミズノ･阪急電鉄) (勝山ＯＢ会) (鴨谷グース･ＳＢＣ)

くにのぶ　けんじ とくだ　よしき てらお　まなぶ かみや　しょうご

國信 建臣 徳田 喜芳 寺尾 学 神谷 省吾

こやま　あきら みさか　ひろし まの　いさお いわつ　ひさしげ

小山 顕 三坂 裕士 真野 功 岩津 寿茂

(ＡＴＭ･ＩＬＬＣ) (鴨谷グース･箕面クラブ) (かえる団･ＨＩＷＡＫＡＩ) (だぶるば～ど･ＡＴＭ)

みいち　まさひろ はやみず　えいじ そのべ　かずひこ たなか　たかゆき

見市 昌弘 早水 栄治 園部 一彦 田中 隆行

まさおか　たけし きた　つとむ よねだ　ゆうじ むねすえ　ながゆき

正岡 毅 喜多 努 米田 祐治 棟居 長行

(畷シャトルズ) (大阪ガス･パナソニック) (大阪ガス･ウィングス) (プレンティグローバルリンクス)

たなか　かずひろ いくた　けんいち さとう　あきひこ たなか　しんぺい

田中 一寛 生田 健一 佐藤 彰彦 田中 真平

おか　みつひろ ごとう　のりあき みやもと　ふじお いしざき　かずお

岡 充洋 後藤 徳章 宮本 芙士夫 石崎 一男

(大阪フェニックス･ＳＢＣ) (枚方殿一クラブ) (塩野義製薬･ＩＬＬＣ) (大阪ガス･北清水クラブ)

かわまえ　あきひろ なす　てつたろう のまき　よしゆき しぶや　せいいち

川前 明裕 那須 哲太郎 野牧 喜幸 渋谷 誠一

ゆげ　よしお まつしげ　けいぞう はたの　ゆきお なかの　たかお

弓削 義雄 松重 惠三 幡野 幸夫 中野 隆夫

男子５０複

男子５５複

男子３０複

男子３５複

男子４０複

男子４５複
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男子複



(大阪フェニックス･ＮＡＫＡＹＯＳＩ ＰＯＷＥＲＳ) (Ｐａｎａｓｏｉｃ生産革新本部･大阪府実連) (ＳＯＢ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (弥生クラブ)

やまかわ まさかず やまだ　としかつ きたで　たかし もり　えいじ

山川 正一 山田 敏勝 北出 隆 森 映二

まつなみ　しんじ えざき　こういち ひがし　としかず しろぐち　たみお

松浪 新治 江崎 孝一 東 寿一 城口 民雄

(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ生産革新本部･ＳＢＣ) (さくらＢＣ･ＴＷＣ) (Ｙ ＣＬＵＢ･ミドリＢＣ) (ギースクラブ･九中クラブ)

すぎたに　よしあき かたおか　あきかつ みなみ　しょうご たけした　ゆきお

杉谷 義明 片岡 昭勝 南 昌伍 竹下 幸男

いとう　えいじ たかだ　かつみ うめだ　よしはる おかもと　てつお

伊藤 英二 高田 克己 梅田 芳治 岡本 哲男

(九中クラブ･Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ) (池田クラブ･箕面クラブ) (ＡＴＭ) (北清水クラブ･ＨＩＷＡＫＡＩ)

おかうえ　あつひと ひめの　きんや たにぐち　こうじ まつばら　きよし

岡上 充仁 姫野 欣也 谷口 孝次 松原 清

まつだ　さとし かたやま　しゅうじ しかた　こういち ふじい　しげお

松田 倢 片山 修治 四方 光市 藤井 茂夫

(北清水クラブ･ＳＯＢ) (Ｐａｎａｓｏｎｉｃ Ｒ＆Ｄ･大阪府実連) (九中クラブ･池田クラブ) (九中クラブ)

いたに　かずや つねやま　あきら ひろせ　こうき しものはしる

井谷 和弥 常山 明良 広瀬 功樹 下農 走

(トリッキーパンダース) (東大阪大学柏原高校) (近畿大学) (東大阪大学柏原高校)

あかがわ　まこと きむら　ゆたか にしむら　あきふみ ふじた　たかし

赤川 誠 木村 寛 西村 明文 藤田 岳志

(Ｙ ＣＬＵＢ) (大阪府教職員) (中之島クラブ) (三国クラブ)

なかた　まさき あらき　なおと しいや　みつお ほった　ゆうじ

仲田 真基 荒木 直人 椎屋 美律生 堀田 又治

(池田クラブ) (勝山ＯＢ会) (阪急電鉄) (ミズノ)

ながた　いちろう まの　いさお さとう　としや おおい　たかお

永田 一郎 真野 功 佐藤 俊哉 大井 貴夫

(Ｙ ＣＬＵＢ) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (阪急電鉄) (大阪ガス)

まさおか　たけし たなか　たかゆき ふじた　ひさし なかじま　としあき

正岡 毅 田中 隆行 藤田 久 中嶋 敏明

(畷シャトルズ) (プレンティグローバルリンクス) (三国クラブ) (ミズノ)

くすもと　なおき おおの　こうじ たけうち　としかず ながやま　たけひろ

楠本 直樹 大野 孝二 竹内 寿和 長山 武弘

(豊中クラブ) (阪急電鉄) (塩野義製薬) (Ｐａｎａｓｏｎｉｃ生産革新本部)

のまき　よしゆき ハタノ　ユキオ なす　てつたろう とだ　まさかず

野牧 喜幸 幡野 幸夫 那須 哲太郎 戸田 昌和

(ＳＯＢ) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (Ｐａｎａｓｏｎｉｃ生産革新本部) (Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ)

ひがし　としかず はら　たけし きたで　たかし やまかわ　まさかず

男子６０単

男子４０単

男子４５単

男子５０単

男子５５単

男子７０複

男子単

男子３０単

男子３５単

男子５５複

男子６０複

男子６５複



東 寿一 原 健 北出 隆 山川 正一

(ミドリＢＣ) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (Ｙ ＣＬＵＢ) (Ｐａｎａｓｏｎｉｃ生産革新本部)

おかもと　てつお さかい　まさひろ あかさわ　たてき たけした　ゆきお

岡本 哲男 酒井 正博 赤澤 建樹 竹下 幸男

(ＨＩＷＡＫＡＩ) (鴨谷グース) (Ｐａｎａｓｏｎｉｃ生産革新本部) (北清水クラブ)

おか　くにおみ たにぐち　こうじ しかた　こういち はたなか　よしお

岡 国臣 谷口 孝次 四方 光市 畠中 芳雄

(阪南クラブ) (九中クラブ) (池田クラブ) (大阪府実連)

きど　みさき もり　みずほ きのした　みき うえだ　いくみ

木戸 美咲 森 みず穂 木下 美紀 植田 いくみ

いまい　ゆうほ ゆうき　あん ささき　あや なかや　みずき

今井 優歩 結城 杏 佐々木 彩 中屋 瑞希

(四天王寺) (四天王寺) (大阪府実連･ヨネックス) (四天王寺)

もとき　ちえ あけち　はるな やしま　ともこ こもだ　みゆき

元木 千恵 明地 晴菜 八島杜 申子 薦田 美幸

かじわら　ゆき おご　しずか やまも　とえみ こもだ　ともみ

梶原 由妃 尾後 静香 山本 絵美 薦田 朋美

(友鳩サークル) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (プレンティグローバルリンクス) (ＡＴＭ)

つねい　りさ やなはら　まりこ ふじもと　みよこ よこい　えいこ

常井 理佐 柳原 真理子 藤本 美代子 横井 栄子

おかだ　じゅんこ こうだ　きよみ たかだ　ふみこ もくもと　のぶこ

岡田 順子 江田 清美 高田 冨美子 杢本 暢子

(桜ヶ丘クラブ･清水クラブ) (あいクラブ･ＩＬＬＣ) (ＳＯＢ) (ＡＴＭ)

たけだ　ゆみこ やすだ　まゆみ ありた　あきこ つじもと　りえこ

竹田 由美子 保田 真由美 有田 明希子 辻本 里江子

なりひら　　かおる うえじ　ゆかこ としかわ　みき せんぎく　よしみ

成平 薫 上地 友佳子 利川 三貴 千菊 佳美

(東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ) (泉ヶ丘クラブ･ＳＣＲＡＴＣＨ) (大阪フェニックス) (大阪フェニックス･ＳＣＲＡＴＣＨ)

とうごう　ひとみ いしもと　ゆきこ おかべ　けいこ いしざき　うきこ

東郷 仁美 石本 志子 岡部 佳子 石崎 有紀子

ばんどう　ちかこ まつもと　みわ なかむら　ゆうこ ふくい　はるみ

阪東 近子 松本 美和 中村 祐子 福井 治美

(茨木クラブ) (高嶺クラブ･鴨谷クラブ) (高嶺クラブ･スウィング) (清水クラブ･河内長野クラブ)

もりた　すがこ かなた　ちえこ うがわ　ちよこ うめき　みゆき

森田 須賀子 金田 智惠子 宇川 千代子 梅木 深雪

にしばやし　ともこ みずたに　ゆきこ いのうえ　みどり ながた　ゆうこ

西林 知子 水谷 幸子 井上 みどり 永田 優子

(泉ヶ丘クラブ･ふるーる) (フレンドリークラブ) (フレンドリークラブ) (ＯＳＬ･ＩＬＬＣ)

女子５０複

女子３０複

女子３５複

女子４０複

女子４５複

男子６０単

男子６５単

男子７０単

女子複



ひろせ　ときこ まつみや　まちこ なかじま　しずか こが　ちえこ

広瀬 登喜子 松宮 マチ子 中嶋 静 古賀 千悦子

つねゆき　えつこ うまこし　かつこ もりなが　きょうこ やまかわ　きみこ

常行 悦子 馬越 加津子 森永 恭子 山川 公子

(豊中シスターズ) (清水クラブ･枚方フライデー) (高嶺クラブ) (ＧＡＮＢＡＲＯ･黎明クラブ)

もりもと　けいこ わなか　たみこ たかぎ　みきこ やすふく　ともこ

森元 惠子 和中 多美子 高木 美紀子 安福 知子

まつだ　くにこ きだ　みちこ おかだ　ひろみ みつくち　なおこ

松田 久弐子 木田 美智子 岡田 宏美 三口 直子

(東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (ＧＡＮＢＡＲＯ･豊中シスターズ) (泉ヶ丘クラブ･熊取クラブ) (ＷＩＮ)

かねだ　きみこ

兼田 公子

たかざわ　せつみ

高澤 節巳

（清水ｸﾗﾌﾞ・ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ）

もり　みずほ うえだ　いくみ いまい　ゆうほ きど　みさき

森 みず穂 植田 いくみ 今井 優歩 木戸 美咲

(四天王寺) (四天王寺) (四天王寺) (四天王寺)

はしづめ　くみ みさき　みき やまもと　えみ うえやま　あずみ

橋詰 久美 御前 美希 山本 絵美 上山 あずみ

(Ｙ ＣＬＵＢ) (豊中シスターズ) (プレンティグローバルリンクス) (ＦＩＯＲＥ)

ふるかわ　しずか くさなぎ　みゆき いとう　みき づし　まい

古川 静香 草薙 美幸 伊藤 美紀 都志 麻衣

ふるかわ　ゆうすけ こばやし　ひろや こばやし　たかあき あぶかわ　ともみつ

古川 裕輔 小林 寛哉 小林 考章 虻川 友光

(大阪府実連) (Ｗｈｉｔｅ Ａｎｇｅｌ･トリッキーパンダース) (Ｗａｋｏｕ ｃｌｕｂ･三国クラブ) (三国クラブ)

かじわら　ゆき やとう　えつこ やまだ　さやか すずき　よしみ

梶原 由妃 谷藤 悦子 山田 さやか 鈴木 良実

おかだ　じゅん のじま　たけし よしおか　ひでき ふなおか　よういちろう

岡田 淳 野島 丈嗣 吉岡 秀輝 船岡 陽一郎

(友鳩クラブ･ゴーセン) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･童心クラブ) (友鳩サークル) (相生クラブ)

よこうち　まゆみ こもだ　みゆき きのさだ　ゆかり にしだ　のりこ

横内 真弓 薦田 美幸 紀之定 ゆかり 西田 典子

ふくい　たけし いわつ　ひさしげ かとう　まさのぶ やなむら　あきお

福井 武司 岩津 寿茂 加藤 正伸 柳村 晃央

(ＳＯＢ) (ＡＴＭ) (熊のプーさん) (フレンドリークラブ･ＳＢＣ)

うえじ　ゆかこ はやしだ　みか としかわ　みき ありた　あきこ

上地 友佳子 林田 美香 利川 三貴 有田 明希子

女子単

女子３０単

混合複

混合複３０

混合複３５

混合複４０

女子５５複

女子６０複

女子７０複



うえじ　みのる こやま　あきら たなか　かずひろ ありた　けいいち

上地 稔 小山 顕 田中 一寛 有田 圭一

(ＳＣＲＡＴＣＨ･泉北バード) (ＩＬＬＣ) (大阪フェニックス) (大阪フェニックス)

しんもと　あけみ たけだ　ともこ うええだ　じゅんこ やました　えみこ

真本 朱実 竹田 朋子 上枝 淳子 山下 恵美子

いくた　けんいち たなか　さとし そのべ　かずひこ しまだ　こうじ

生田 健一 田中 聡 園部 一彦 島田 耕二

(枚方殿一クラブ) (池田クラブ) (三国クラブ･大阪ガス) (Ｗａｋｏｕ ｃｌｕｂ･Ｙ ＣＬＵＢ)

もりた　すがこ つねゆき　えつこ いしざき　うきこ なかむら　かつこ

森田 須賀子 常行 悦子 石崎 有紀子 中村 かつ子

おか　みつひろ のろ　ひろき いしざき　かずお くらもと　えいじ

岡 充洋 野呂 裕紀 石崎 一男 蔵本 英二

(泉ヶ丘クラブ･ＳＢＣ) (豊中シスターズ･豊中クラブ) (清水クラブ･北清水クラブ) (スウィング･阪急電鉄)

いのうえ　みどり たはら　さだこ つちや　きみこ こたに　えみこ

井上 みどり 田原 貞子 土屋 記巳子 小谷 恵美子

あけの　ひさし なかの　たかお こんどう　たかひこ たちばな　よしあき

明野 寿 中野 隆夫 近藤 隆彦 立花 良明

(フレンドリー･大阪府実連) (河内長野クラブ･ＦＢＣ) (ＧＡＮＢＡＲＯ･大阪ガス) (高石クラブ･大阪府実連)

きだ　みちこ まつだ　くにこ やまべ　かずよ かねだ きみこ

木田 美智子 松田 久弐子 山辺 数代 兼田 公子

まつむら　よしゆき まつなみ　しんじ たかだ　しんいちろう すぎたに よしあき

松村 禎之 松浪 新治 高田 真一郎 杉谷 義明

(豊中シスターズ･池田クラブ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･ＳＢＣ) (フレンドリークラブ･友鳩サークル) (清水クラブ･九中クラブ)

混合複６０

混合複４０

混合複４５

混合複５０

混合複５５


