
ＮＯ 所 　属 チーム名 氏　名 得　点 順位 チーム名 合計得点 平均得点

下関 老人大学 中林喜美男 91 1 下関役員 438 87.6

下関 老人大学 村田　裕紀 95 2 宇部Ｆ 464 92.8

下関 老人大学 門出　浩之 97 3 小月 465 93

下関 老人大学 森本　和宏 97 4 宇部Ａ 468 93.6

下関 老人大学 愛屋　芳三 99 5 宇部Ｊ 469 93.8

美祢 来福四 小藤　義道 88 6 萩クラブ 470 94

美祢 来福四 小藤　尚子 95 7 秋穂Ａ 471 94.2

美祢 来福四 伊藤カツコ 96 8 小野田Ｂ 474 94.8

美祢 来福四 林　美代子 101 9 日置Ａ 478 95.6

美祢 来福四 伊藤　照雄 102 10 山口Ｅ 479 95.8

美祢 来福三 東條アキエ 97 11 小野田Ａ 479 95.8

美祢 来福三 元田美恵子 99 12 老人大学 479 95.8

美祢 来福三 吉次　直子 106 13 宇部Ｈ 480 96

美祢 来福三 松本　節子 107 14 山陽Ｄ 481 96.2

美祢 来福三 吉次　　巧 113 15 来福四 482 96.4

下関 役員 松永　隆徳 83 16 小野田Ｃ 484 96.8

下関 役員 加田　直義 83 17 小郡Ｃ 485 97

下関 役員 末永　　博 87 18 山陽Ａ 485 97

下関 役員 三浦　兼三 87 19 日置Ｂ 486 97.2

下関 役員 空谷　光夫 98 20 菊川絆 486 97.2

萩 萩クラブ 田中　真幸 85 21 山陽Ｃ 489 97.8

萩 萩クラブ 山崎　　博 92 22 上野 489 97.8

萩 萩クラブ 里　　武松 93 23 若返り会 489 97.8

萩 萩クラブ 井町　正弘 97 24 宇部Ｇ 490 98

萩 萩クラブ 幸坂　良生 103 25 宇部Ｄ 491 98.2

日置 日置Ｃ 石堀　　宏 92 26 宇部Ｂ 492 98.4

日置 日置Ｃ 永尾　澄子 96 27 山口Ａ 493 98.6

日置 日置Ｃ 永尾真八朗 101 28 秋穂Ｂ 495 99

日置 日置Ｃ 藤岡　　功 112 29 三隅Ａ 495 99

日置 日置Ｃ 下村　　博 114 30 山陽Ｂ 496 99.2

日置 日置Ｂ 河村智香子 94 31 河原 501 100.2

日置 日置Ｂ 伊藤　秀男 97 32 小郡Ａ 504 100.8

日置 日置Ｂ 佐藤　　誠 97 33 宇部Ｅ 504 100.8

日置 日置Ｂ 佐藤　保子 98 34 小郡Ｂ 508 101.6

日置 日置Ｂ 先野　貞子 100 35 山口Ｆ 509 101.8

日置 日置Ａ 梅田スミエ 86 36 長門Ｂ 509 101.8

日置 日置Ａ 上田　隆子 91 37 宇部Ｉ 515 103

日置 日置Ａ 梅田　　潔 94 38 日置Ｃ 515 103

日置 日置Ａ 秋枝　正義 102 39 長門Ａ 520 104

日置 日置Ａ 秋枝　八重 105 40 来福三 522 104.4

団体別成績順団体戦参加者成績表   
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ＮＯ 所 　属 チーム名 氏　名 得　点 順位 チーム名 合計得点 平均得点

長門 長門Ｂ 岡崎寿和子 98 41 山口Ｂ 524 104.8

長門 長門Ｂ 上田　米子 98 42 山口Ｄ 531 106.2

長門 長門Ｂ 山根ヨシエ 104 43 山口Ｃ 551 110.2

長門 長門Ｂ 中野　和代 104 44 旭Ｂ 570 114

長門 長門Ｂ 横山　良子 105 45 旭Ａ 586 117.2

長門 長門Ａ 長谷川和治 95

長門 長門Ａ 田原　孝弘 102

長門 長門Ａ 下岡　　功 104

長門 長門Ａ 金子一二三 107

長門 長門Ａ 近藤　　登 112

美祢 上野 三嶋八重子 92

美祢 上野 三吉　丹冶 94

美祢 上野 三好　隆明 96

美祢 上野 篠田　芳伸 102

美祢 上野 斉藤　国男 105

小野田 小野田Ｃ 久坂　五月 88

小野田 小野田Ｃ 山形　悉達 92

小野田 小野田Ｃ 高橋　　勲 96

小野田 小野田Ｃ 山本　文子 100

小野田 小野田Ｃ 縄田　次男 108

小野田 小野田Ｂ 小松　　侃 87

小野田 小野田Ｂ 松風　勇次 89

小野田 小野田Ｂ 田村　征巳 94

小野田 小野田Ｂ 吉武　博昭 97

小野田 小野田Ｂ 山縣　志郎 107

小野田 小野田Ａ 副島　義克 87

小野田 小野田Ａ 藤井　博美 92

小野田 小野田Ａ 村田　忠一 98

小野田 小野田Ａ 光岡百紀枝 99

小野田 小野田Ａ 能美　哲典 103

下関 小月 廣岡　　進 89

下関 小月 角田　英機 91

下関 小月 中山　良明 92

下関 小月 岡田　辰見 96

下関 小月 西奥　　葵 97

小郡 小郡Ｃ 右田　輝夫 91

小郡 小郡Ｃ 山田　　浩 92

小郡 小郡Ｃ 永冨　洸二 99

小郡 小郡Ｃ 山田　政子 100

小郡 小郡Ｃ 岡村　末子 103

小郡 小郡Ｂ 今井　重子 100
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ＮＯ 所 　属 チーム名 氏　名 得　点 順位 チーム名 合計得点 平均得点

小郡 小郡Ｂ 古川　三男 100

小郡 小郡Ｂ 吉永　敦子 101

小郡 小郡Ｂ 田村　光明 101

小郡 小郡Ｂ 藤津ナミ子 106

小郡 小郡Ａ 杉本　久美 91

小郡 小郡Ａ 薬師川久仁子 95

小郡 小郡Ａ 原田　　悟 102

小郡 小郡Ａ 松村　寛子 107

小郡 小郡Ａ 広中美津子 109

秋穂 秋穂Ｂ 山下　勝右 95

秋穂 秋穂Ｂ 福田　礼子 96

秋穂 秋穂Ｂ 長繁　昌代 98

秋穂 秋穂Ｂ 田中　義明 102

秋穂 秋穂Ｂ 西村　佳勲 104

秋穂 秋穂Ａ 渡辺　次朗 84

秋穂 秋穂Ａ 石本さよ子 91

秋穂 秋穂Ａ 木村富士男 92

秋穂 秋穂Ａ 安井　　晃 98

秋穂 秋穂Ａ 久保　和子 106

下関 若返り会 原田　　忍 93

下関 若返り会 中川　　弦 95

下関 若返り会 松坂　吉泰 99

下関 若返り会 池内　賢二 100

下関 若返り会 松野下博朗 102

山陽 山陽Ｄ 谷川　一夫 89

山陽 山陽Ｄ 末広　正二 94

山陽 山陽Ｄ 益田　道春 96

山陽 山陽Ｄ 竹原ミスエ 98

山陽 山陽Ｄ 土井　　明 104

山陽 山陽Ｃ 内藤　政子 84

山陽 山陽Ｃ 矢阪　康子 94

山陽 山陽Ｃ 綿貫美代子 97

山陽 山陽Ｃ 苑田　昌江 105

山陽 山陽Ｃ 渡辺　富子 109

山陽 山陽Ｂ 縄田　敏男 89

山陽 山陽Ｂ 吉武　菅人 95

山陽 山陽Ｂ 田中　信正 98

山陽 山陽Ｂ 藤本　恭三 106

山陽 山陽Ｂ 上田　　進 108

山陽 山陽Ａ 小川　　清 90

山陽 山陽Ａ 粟座　力夫 91
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ＮＯ 所 　属 チーム名 氏　名 得　点 順位 チーム名 合計得点 平均得点

山陽 山陽Ａ 中山　正治 92

山陽 山陽Ａ 磯部　実熊 104

山陽 山陽Ａ 原田トキイ 108

山口 山口Ｆ 吉井　正明 93

山口 山口Ｆ 吉井　尚子 97

山口 山口Ｆ 古橋　清一 99

山口 山口Ｆ 福富　豊子 107

山口 山口Ｆ 古橋多枝子 113

山口 山口Ｅ 小林　武司 87

山口 山口Ｅ 平井　勝重 93

山口 山口Ｅ 木村　岩男 95

山口 山口Ｅ 長崎　康司 99

山口 山口Ｅ 竹田　数馬 105

山口 山口Ｄ 西林　隆雄 101

山口 山口Ｄ 藤永　一枝 102

山口 山口Ｄ 村岡八代委 106

山口 山口Ｄ 和田　輝美 108

山口 山口Ｄ 小川　豊子 114

山口 山口Ｃ 金築　　進 103

山口 山口Ｃ 金川　富雄 108

山口 山口Ｃ 中村　正昭 110

山口 山口Ｃ 村岡　哲雄 113

山口 山口Ｃ 村井　義雄 117

山口　 山口Ｂ 関谷　　勳 101

山口 山口Ｂ 藤川　　旭 102

山口 山口Ｂ 吉屋　和枝 105

山口 山口Ｂ 松冨登志子 106

山口 山口Ｂ 関谷冨枝子 110

山口 山口Ａ 新谷　富幸 89

山口 山口Ａ 熊野　文子 98

山口 山口Ａ 井上　保利 99

山口 山口Ａ 経廣　正幸 102

山口 山口Ａ 西村　愛子 105

三隅 三隅Ａ 池本久仁子 91

三隅 三隅Ａ 大田　忠男 93

三隅 三隅Ａ 石村　久江 95

三隅 三隅Ａ 石村　政一 107

三隅 三隅Ａ 大谷フジ枝 109

下関 菊川絆 田坂　昌宏 95

下関 菊川絆 末味サツキ 96

下関 菊川絆 野村　健時 98
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ＮＯ 所 　属 チーム名 氏　名 得　点 順位 チーム名 合計得点 平均得点

下関 菊川絆 岸田　佳子 98

下関 菊川絆 重戸　征和 99

美祢 河原 信本　国行 92

美祢 河原 三嶋　善冶 95

美祢 河原 宗像　恒雄 95

美祢 河原 茂住美代子 106

美祢 河原 宗像　蘭子 113

宇部 宇部Ｊ 三浦　利美 90

宇部 宇部Ｊ 佐貫　兼次 92

宇部 宇部Ｊ 佐貫ヨシ子 93

宇部 宇部Ｊ 河内　　栄 95

宇部 宇部Ｊ 三浦　玉枝 99

宇部 宇部Ｉ 岩木　松子 97

宇部 宇部Ｉ 小林　幾代 97

宇部 宇部Ｉ 国藤美千子 105

宇部 宇部Ｉ 国藤　満子 107

宇部 宇部Ｉ 前山マツ子 109

宇部 宇部Ｈ 小林　訓子 90

宇部 宇部Ｈ 城戸　道子 92

宇部 宇部Ｈ 内田美智恵 96

宇部 宇部Ｈ 西田千代子 97

宇部 宇部Ｈ 住吉　民枝 105

宇部 宇部Ｇ 原田　倫子 94

宇部 宇部Ｇ 徳永美都子 95

宇部 宇部Ｇ 村田美代子 97

宇部 宇部Ｇ 柳田　博子 100

宇部 宇部Ｇ 田中　益子 104

宇部 宇部Ｆ 河村　哲夫 85

宇部 宇部Ｆ 秋本　尚武 88

宇部 宇部Ｆ 深井日東生 93

宇部 宇部Ｆ 林　　和子 93

宇部 宇部Ｆ 松岡美也子 105

宇部 宇部Ｅ 住吉　隆雄 96

宇部 宇部Ｅ 藤井　　翼 98

宇部 宇部Ｅ 山田　信義 100

宇部 宇部Ｅ 村田　国嘉 101

宇部 宇部Ｅ 有木　芳孝 109

宇部 宇部Ｄ 兼本　英夫 89

宇部 宇部Ｄ 内田　　昇 91

宇部 宇部Ｄ 柴崎　　勝 101

宇部 宇部Ｄ 磯谷　　猛 103

34

35

36

37

38

39

40

41



ＮＯ 所 　属 チーム名 氏　名 得　点 順位 チーム名 合計得点 平均得点

宇部 宇部Ｄ 堀　　昭毅 107

宇部 宇部Ｃ 松岡　寿雄 88

宇部 宇部Ｃ 平中　　馨 96

宇部 宇部Ｃ 原田　保雄 99

宇部 宇部Ｃ 田中　則夫 100

宇部 宇部Ｃ 藤本　定夫 108

宇部 宇部Ｂ 岩木　邦雄 97

宇部 宇部Ｂ 安部　義祐 97

宇部 宇部Ｂ 林　　一男 97

宇部 宇部Ｂ 久我　英雄 98

宇部 宇部Ｂ 弘重　昌憲 103

宇部 宇部Ａ 萬行　康博 89

宇部 宇部Ａ 多賀谷誠光 90

宇部 宇部Ａ 蔵藤　　進 93

宇部 宇部Ａ 箱田　征治 95

宇部 宇部Ａ 井関　良次 101

旭 旭Ｂ 永田　文貞 92

旭 旭Ｂ 山本キヨ子 104

旭 旭Ｂ 阿部カネヨ 110

旭 旭Ｂ 山田　光子 110

旭 旭Ｂ 山本ミツエ 154
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