
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

一般男子複 酒見 昌平 高田 英志 有田 友紀 山田 耕輔

岡田 淳 八重倉 里史 平田 真一郎 中務 敬太

(ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ･ゴーセン) (西部電気工業（株）) (セピア･福岡酸素) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ)

３０男子複 中森 茂雄 小松 大樹 野﨑 勉 城戸 孝夫

末次 司 脇坂 真 峰 浩志 城戸 洋欣

(セピア) (Ｂｅ－ＦｒｅｅＺ･城南高校) (サタナイ･バドグラフィティ) (セピア･荒尾クラブ)

４０男子複 浜田 洋彰 野中 宏修 佐田 聡 谷川 俊幸

佐藤 浩 荒木 邦夫 中村 正巳 小田 信平

(福岡市役所) (九大教職員･福岡県庁) (西日本シティ銀行) (老司クラブ･柏原クラブ)

５０男子複 竹之内 正人 小宮 孝吉 一木 善明 吉田 謙二

堀内 英治 江口 博 倉内 朋幸 牛島 日出夫

(小郡ＳＴＡ) (大牟田クラブ･佐賀県) (ヴィンテージ福岡･ＳＴＡＹＧＯＬＤ) (西国分･金丸)

６０男子複 城井 五十二 新美 吉武 澤見 実 山本 恭治

吉田 哲雄 廣瀬 勇夫 羽江 雄司 片山 雅文

(ヴィンテージ福岡) (ヴィンテージ福岡) (三池クラブ･高田クラブ) (若松ヤングプラザ)

７０男子複 下村 武 後藤 研

河野 龍彦 宮部 五郎

(堤クラブ･美野島クラブ) (香住ケ丘クラブ･クラブ絆)

一般女子複 小野 智子 上中 康恵 渡邊 有紀 野田 一美

大塚 悠華 山田 世志美 竹中 朋佳 水篠 慶子

(シャトルホークス･バドグラフィティ) (中井クラブ･西日本シティ銀行) (老司クラブ･ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (バドグラフィティ)

３０女子複 池尻 昭子 外園 和美 原口 明子 中小原 知子

野中 愛子 近藤 麻規子 村田 明子 藤原 友子

(チームアンバランス･サタナイ) (ウイングクラブ) (藤崎クラブ･早良クラブ) (サーティーズ･シャトルキング)

４０女子複 阿久根 恭子 仁田原 智都代 茂呂 純子 小林 絵美

古賀 春美 田中 恵子 坂口 ゆかり 九郎丸 留美子

(レディーバード･老司クラブ) (福岡市役所･Ａ．Ａ) (ネオ・ビー･バード) (ＡＡ･あおぞら)

５０女子複 谷脇 洋子 梅田 眞澄 権藤 加世子 梶嶋 真弓

小路 千鶴代 岡室 さと子 永松 利枝子 吉貝 真理子

(ＡＡ･シーガル) (ＦＣＣ･クリヤーレディース) (親和) (瑞穂)

一般男子単 大賀 将裕 三小田 昌弘 坂本 博史 八重倉 里史

(福岡県警察) (九州経済産業局) (九州大学) (西部電気工業（株）)

３０男子単 野﨑 勉 中森 茂雄 城戸 洋欣 森 和弘

(サタナイ) (セピア) (荒尾クラブ) (ＴＯＴＯ)

４０男子単 佐藤 浩 野中 宏修 中村 正巳 宮崎 賢一

(Best4) (福岡市役所) (九大教職員) (西日本シティ銀行) (北九州市役所)

５０男子単 佐田 聡 小宮 孝吉 長野 義詔 平野 清太

(西日本シティ銀行) (大牟田クラブ) (四王寺クラブ) (飯塚)

６０男子単 吉田 哲雄 城井 五十二 山本 恭治 坂田 陽一

(ヴィンテージ福岡) (ヴィンテージ福岡) (若松ヤングプラザ) (サンクス)

７０男子単 廣瀬 勇夫 角田 允 後藤 研

(ヴィンテージ福岡) (庄内) (香住ケ丘クラブ)

４０女子単 今福 智子 田中 恵子 仁田原 智都代

(若松ヤングプラザ) (Ａ．Ａ) (福岡市役所)

一般混合複 古賀 久臣 高田 英志 酒見 昌平 山田 耕輔

小野 智子 野崎 恵美 竹中 朋佳 渡邊 有紀

(ＳＴＡＹＧＯＬＤ･シャトルホークス) (西部電気工業（株）･サタナイ) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ) (ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ･老司クラブ)

３０混合複 岡田 淳 峰 浩志 城戸 孝夫 池田 修士

池尻 昭子 大塚 悠華 白石 久美子 上中 康恵

(ゴーセン･ＫＬＢＣ) (バドグラフィティ) (セピア･フリーバード) (北九州市役所･中井クラブ)

４０混合複 谷川 俊幸 浜田 洋彰 龍田 克彦 坂本 義文

古賀 春美 小林 絵美 龍田 早苗 東濱 恵美

(老司クラブ) (福岡市役所･ＡＡクラブ) (広島県) (フレームショット･ＫＡＬＥＮ)

５０混合複 江口 博 岡室 利彦 池端 康弘 小田 昭彦

谷脇 洋子 岡室 さと子 池端 香代子 小田 三千代

(北方エンゼルス･ＡＡ) (四王寺･クリヤーレディース) (小郡クラブ･イーグレッツ) (柏原クラブ)
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