
種　目 種　　別 成 績 氏　　　名 市町名

優　 勝 内　山　　　明 宇部市

準優勝 長　沼　　　実 山口市

優　 勝 髙　村　愼　治 光市

準優勝 乗　金　公　生 美祢市

３　 位 田　中　信　二 美祢市

優　 勝 山　本　一二三 岩国市

準優勝 山　本　三　郎 周南市

３　 位 宮　内　晋　平 山口市

優　 勝 三　浦　和　子 防府市

準優勝 増　原　初　子 美祢市

優　 勝 山　下　朱　美 周南市

準優勝 宮　田　一　美 山口市

優　 勝 大　江　恵美子 光市

準優勝 磯　金　寿南子 周南市

３　 位 大　西　洋　子 山口市

三　宮　博　明 岩国市

田　内　正　己 岩国市

柏　村　和　幸 岩国市

矢　野　泰　嗣 岩国市

重　永　一　弘 周南市

横　田　三　男 周南市

国　村　　　巧 岩国市

椎　木　和　彦 周南市

山　本　公　雄 防府市

細　川　完　勝 防府市

盛　合　広　一 下関市

中　村　　　隆 下関市

テニス

男子ダブルス
６０歳以上の部

優　 勝

準優勝

３位

男子ダブルス
７０歳以上の部

優　 勝

準優勝

３位
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卓　球

男子６０歳以上
個人戦

男子６５歳以上
個人戦

男子７０歳以上
個人戦

女子６０歳以上
個人戦

女子６５歳以上
個人戦

女子７０歳以上
個人戦



杉　本　和　子 山口市

中　原　久美子 山口市

窪　田　洋　子 柳井市

濱　田　朋　恵 柳井市

兵　頭　和　子 山口市

藤　井　典　子 美祢市

白　川　延　昭 下関市

西　嶋　眞　彌 下関市

伊　藤　　　勝 下松市

柿　村　尚　登 美祢市

髙　谷　祥　子 下関市

玉　木　悦　子 防府市

白　木　智恵美 下関市

高　松　泰　枝 長門市

梶　山　眞美江 下関市

筒　井　信　恵 田布施町

久保田　範　子 長門市

原　田　美知子 下関市

大　野　七　郎 下関市

石　田　淑　子 下松市

武　谷　昭　三 柳井市

木　下　富　江 長門市

市　原　哲　夫 防府市

市　原　かほる 防府市

優　 勝 大内シニア 山口市

準優勝 山口クラブ 山口市

３　 位 山口シニア西京クラブ 山口市

３　 位 岩国翠耀クラブ 岩国市

優　 勝 古市 周南市

準優勝 岩畠Ａ 防府市

３　 位 地神堂C 防府市

ソフトボール

ペタンク

３位

３位

混合ダブルス

優　 勝

準優勝

３位

優　 勝

準優勝

３位

ソフトテニス

男子ダブルス

優　 勝

準優勝

女子ダブルス

優　 勝

準優勝

テニス

女子ダブルス



優　 勝 田　村　　　豊 下松市

準優勝 髙　中　邦　夫 柳井市

３　 位 兼　石　龍　夫 防府市

優　 勝 田　中　由美子 宇部市

準優勝 満　長　明　子 下松市

３　 位 林　　　　朋子 山口市

優　 勝 河　村　直　輝 周南市

準優勝 納　冨　雅　行 下関市

３位 川　口　光　行 下松市

優　 勝 辻　井　　　弘 山口市

準優勝 森　口　明　雄 岩国市

３位 中　島　好　人 山陽小野田市

３位 山　本　　　勇 周南市

優　 勝 赤　岸　宏　美 岩国市

準優勝 安　藝　俊　男 光市

３位 山　﨑　　　始 山口市

優　 勝 小　川　末　次 下関市

準優勝 大　橋　正　明 美祢市

３　 位 小　林　泰　明 山口市

優　 勝 長　尾　　　悟 山口市

準優勝 三　吉　　　喬 光市

３　 位 村　田　常　治 山口市

優　 勝 山　口　正　美 下関市

準優勝 川　瀬　貴　義 周防大島町

３　 位 安　部　和　幸 山口市

将　棋

健康マージャン

剣　道

６５歳未満

６５歳以上
７０歳未満

７０歳以上

囲　碁

弓　道

男子個人戦

女子個人戦


