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   【 ２人チーム戦  Ａ組 】 

ﾚｰﾝ チーム名 第 1投球者 第２投球者 チーム名 第３投球者 第４投球者 

1 和歌山Ｃ 本多 聡美 5 梅木富士子 5    

2 京都Ｂ 奥村 鈴子 15 斉ノ内真由美    

3 京都Ｇ 藤丸ミキ子 成田真由美    

4 和歌山Ａ 松村 佳美 川口 尚美    

5 京都Ｆ 村田 優子 徳永 道子 20    

6 大阪Ａ 田吹  薫 10 尾辻 桂子 5    

7 和歌山Ｂ 野田 康子 10 平野 満里 5    

8 京都Ａ 北山 明美 5 奥  享子 5    

9 京都Ｃ 湯浅まゆみ 5 上田 紀代 25    

10 京都Ｈ 長谷川和子 5 福原 秀子 20    

11 京都Ｅ 中嶋美知子 10 山崎 勝子 15    

12 メイクＡ 福島 佳子     

13 奈良Ａ 山下美由紀 細井 徳子    

14 京都Ｄ 森脇眞理子 5 篠田ひろみ 15    

15 滋賀Ｂ 田中 佳一 5 上田 隆一 10    

16 和歌山Ｄ 石田 鎭雄 5 本多 正記 5    

17 奈良Ｂ 山根 鉄造 15 中馬 秋義    

18 兵庫Ｃ 仲植 広宣 上村 広一 10    

19 京都Ｅ 久保田 明 10 田中 寿志 10    

20 大阪Ｄ 森垣  勉 20 森下 義雄 31    
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   【 ２人チーム戦  Ｂ組 】 

ﾚｰﾝ チーム名 第 1投球者 第２投球者 チーム名 第３投球者 第４投球者 

1 京都Ｂ 坂本 健治 辻  康博    

2 京都Ｌ 中村 敬一 10 中谷 眞二 10 奈良Ｃ 山中 俊明 20 田中 廣志 10 

3 大阪Ａ 今井 康弘 長島 則夫    

4 和歌山Ｃ 川口 勝洋 山﨑 俊承 京都Ｋ 三谷 繁雄 30 増田 義夫 10 

5 兵庫Ｂ 竹内 隆司 10 山岡 末男 10    

6 和歌山Ｅ 関  敏彦 黒田  修 15 京都Ｃ マドレ秀弘 15 高田  勇 10 

7 京都Ａ 市川 正明 播本 雄輔 15    

8 和歌山Ｈ 金谷 佳哉 仲岡 伸哲 5 大阪Ｂ 松井 正信 10 河合 義幸 5 

9 和歌山Ｉ 西田 一善 10 山本  満    

10 大阪Ｃ 槌谷  敏 尾辻 利章 5 京都Ｄ 岡部 俊樹 山田  孝 5 

11 兵庫Ａ 橋本  敏 10 藪内 賢一 10    

12 滋賀Ａ 兼田 啓二 5 中村  尚 5 京都Ｉ 並河 包恭 10 東海 信昭 

13 京都Ｆ 安田 一博 10 長谷川良一 15    

14 和歌山Ｆ 槇野 岩雄 5 福島 正久 大阪Ｅ 和田 至志 藤本 安宏 5 

15 奈良Ａ 麻田 倍男 33 友廣 徹也 15    

16 京都Ｇ 廣岡 康博 5 吉川 伸一 5 和歌山Ａ 森本 眞司 和田 譲治 

17 和歌山Ｂ 三浦 弘男 5 大浦 正美 5    

18 京都Ｈ 内藤  隆 10 山口 照美 5 メイクＡ 永田照三郎 20  

19 和歌山Ｇ 山上 幸義 林  永晃    

20 京都Ｊ 川崎 治夫 10 中野 美芳 15    
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【 シングルス戦  Ａ組 】 

前半 後半 第 1投球者 所 属 第２投球者 所 属 第３投球者 所 属 

1 11 石田 鎭雄 5 和歌山 山根 鉄造 15 奈良   

2 12 田中 佳一 5 滋賀 仲植 広宣 兵庫   

3 13 中馬 秋義 奈良 本多 正記 5 和歌山   

4 14 田中 寿志 10 京都 上田 隆一 10 滋賀   

5 15 森下 義雄 31 大阪 久保田 明 10 京都   

6 16 上村 広一 10 兵庫 森垣  勉 20 大阪   

7 17 藤丸ミキ子 京都 中嶋美知子 10 京都   

8 18 川口 尚美 和歌山 福島 佳子 和歌山   

9 19 山崎 勝子 15 京都 森脇眞理子 5 京都   

10 20 村田 優子 京都 平野 満里 5 和歌山   

11 1 北山 明美 5 京都 上田 紀代 25 京都   

12 2 細井 徳子 奈良     

13 3 野田 康子 10 和歌山 奥  享子 5 京都   

14 4 湯浅まゆみ 5 京都 田吹  薫 10 大阪   

15 5 梅木富士子 5 和歌山 福原 秀子 20 京都   

16 6 篠田ひろみ 15 京都 成田真由美 京都   

17 7 徳永 道子 20 京都 本多 聡美 5 和歌山   

18 8 長谷川和子 5 京都 山下美由紀 奈良   

19 9 尾辻 桂子 5 大阪 松村 佳美 和歌山   

20 10 斉ノ内真由美 京都 奥村 鈴子 15 京都   
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【 シングルス戦  Ｂ組 】 

前半 後半 第 1投球者 所 属 第２投球者 所 属 第３投球者 所 属 

1 12 黒田  修 15 和歌山 高田  勇 10 京都 松井 正信 10 大阪 

2 13 河合 義幸 5 大阪 市川 正明 京都 林  永晃 和歌山 

3 14 槌谷  敏 大阪 岡部 俊樹 京都 橋本  敏 10 兵庫 

4 15 兼田 啓二 5 滋賀 内藤  隆 10 京都 山上 幸義 和歌山 

5 16 山本  満 和歌山 山田  孝 5 京都 藪内 賢一 10 兵庫 

6 17 東海 信昭 京都 和田 至志 大阪 森本 眞司 和歌山 

7 18 坂本 健治 京都 中村  尚 5 滋賀 並河 包恭 10 京都 

8 19 川口 勝洋 和歌山 中村 敬一 10 京都 友廣 徹也 15 奈良 

9 20 山中 俊明 20 奈良 和田 譲治 和歌山   

10 1 安田 一博 10 京都 川崎 治夫 10 京都 永田照三郎 20 大阪 

11 2 槇野 岩雄 5 和歌山 藤本 安宏 5 大阪   

12 3 竹内 隆司 10 兵庫 マドレ秀弘 15 京都 関  敏彦 和歌山 

13 4 仲岡 伸哲 5 和歌山 麻田 倍男 33 奈良 吉川 伸一 5 京都 

14 5 尾辻 利章 5 大阪 中野 美芳 15 京都 三浦 弘男 5 和歌山 

15 6 山口 照美 5 京都 辻  康博 京都 西田 一善 10 和歌山 

16 7 長島 則夫 大阪 田中 廣志 10 奈良 増田 義夫 10 京都 

17 8 中谷 眞二 10 京都 山﨑 俊承 和歌山 長谷川良一 15 京都 

18 9 廣岡 康博 5 京都 播本 雄輔 15 京都 福島 正久 和歌山 

19 10 大浦 正美 5 和歌山 今井 康弘 大阪 三谷 繁雄 30 京都 

20 11 山岡 末男 10 兵庫 金谷 佳哉 和歌山   
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