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新発売
サントリースポーツドリンク

ーF,山 売ヽ1613120円
サントリー株式会社

サントリースポーツトリンクNCAAは NCAA(全 米大学体青協会)

の正式なライセンス承認を得た唯―のスポーツトリンクです

、身      7シ ン:こなる。
融 認 悦 ノ Zたスポーガ リレ厖
4TTEIIVT701V / COSM′ εoC  ハイタミンBI、 B、 31、 C ミネラル カルシウムをミキシンク

スTTErvT′ Orv〃  コンピ互―ターが解答ι/_‐ 水をιの(数段の吸収速度

4ア TE7Vア′0/V///f地 球上のアスグー た́ちヘ

パアTE/VT/0/V′y PROGRハ MMED BY St//VTOPγ

NUTRITION lNFORttlATON(per Container)

Vitamin C 250m9

Vitamin Br 0.1m9

Vitamin Bz 0.8m9

Vitamin Be 0.7m9

Niacin 9mg

Pantothenic acid 27mg

Sodium (Na') 57mg

Poiassium (l{') aSmg

Calcium (Ca.-) 5m9

Magnesium (fitg..) lmg

Chlorine (Cl-) l9m9
Phosphoric acid (P0o3-) 30mg

20 Calories (per 100g)
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YOHEX GUPJAPA‖ OPE‖
ワ82

BADHl‖TO‖ GHAMPiO‖SHIPS

ヨネックスカップ
バドミントンジャバンオー7ン'82

1/14株)_1/17日 )

会場=夙川学院増谷記念体育館

神戸市立中央体育館

主催=日本ノヽドミントン協会 (NBA)

公認=国際′ヽドミントン通盟《BFl

主管〓兵庫県バ ドミントン協会

後撮 =兵暉県/神戸市 /兵暉県体百協会 /神戸市体育協会

協賛=ヨネ ツクススポーツ株式会社



発展と友情の大会 に 新たな飛躍の
スタートとして

アジアの諸国が示される各国際大会

への熱意が、今や国際バ ドミン トン競

技発展の大 きな要因となってお りま魂

特に、日本バ ドミントン協会は早 くよ

り先進的な立場にたち、今 日では国際

バ ドミン トン大会の年次予定の中でも

代表的競技会のひとつにかぞえられる

ジャパンオープンを、育成されてこら

れました。

ご承知の通 り、国際バ ドミントン連

盟 (IBF)は 、バ ドミントンの発展 と普

及のために,各国がそれぞれの自国の

大会に商業上の専門知識並びに賞金の

導入を認める“オープン・バ ドミン トン"

のいっそうの開発に努力する立場をと

っています。今回のジャパンオープン

'82が賞金付大会に加わるのはたいへん

喜ば しいことであ り,同時に本大会が

年をおって力強 く拡大されていくもの

と確信 してお ります。

私は、本大会 を通 じて多 くの友情が

さらにた くさんの友情 を生み、そ して

大成功 をおさめられることを切望いた

してお ります。

1岬ドバドミントン連盟

会長 クレイグ・リィデー
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1982年の年頭, 日本を代表する国際

都市として知られるここ神戸において,

世界19ヶ 国の本青鋭による『ヨネックス

カップ 。ジャパ ンオープン'82バ ドミン

トン選手権大会』 を開催できますこと

は,誠に喜ば しく私の欣快 とするとこ

ろであ ります。世界の トッププ レーヤ

ーの相競 う熱戦は, どの試合 も必ずゃ

見るものを魅了 してくれるものと期待

いたしてお ります。

いまや80年代は転換の時代 といわれ

国際社会におけるわが国の重要性 もひ

ときわ重 き感があります。バ ドミント

ンの世界 も,昨年お、たつの世界連盟が

めでた くひとつに結合 し,新 しい発展

がはじまりました。世界女子選手権 (ユ

ーバー杯)保持国であるわが国は, 技

術面は もとより世界のバ ドミン トン界

の リーダーとして,そ の果たさねばな

らぬ責務は極めて重大であ ります。

本大会は,新IBF発足後,わが国で

行われる初の国際大会であ ります。参

加された選手の方々,大会 を盛 りあげ

るファンの方 ,々そ してご後援 くださる

関係者各位の織 りなす熱意 と友情の環

が,必ずゃ本大会 を意義深い集いにし

てくれるものと確信いたしております。

スポーツごころを世界に

私共社標 |こ 「スポーツごころを世界

:こ」があ ります。

昨年 5月 世界の二大連盟 BFと WBF
が統合され,文字通 り「世界のスポー

ツ′じヽがひとつ」 となって新IBFが誕生

しました。

そして,本大会 を主催 されます日本

バ ドミン トン協会におかれましても2

ヵ月前,桜内新会長がご就任 され新生

スター ト致 しました。また,この国際

大会の歴史も回を重ね11回 を数えるこ

とになりますが,本大会が名実共新た

に第一回ヨネックスカップジャパンオ

ープンとして開催 されることにもなり

ました。誠に初づ くしの意義深い大会

と申さざるを得ません。弊社がこのよ

うな記念すべ き大会 を協賛させていた

だき, いささかな りともバ ドミントン

の普及振興 に参画 させ ていただ けま

したことは, まことに喜びにたえませ

ん。日頃「スポーッを通 じ社会に貢献

する」ことを理念 と致 します弊社 も,

挙げて本大会が盛大に繰 りひろげられ

わが国はもとより世界のバ ドミントン

の活性源 となって反映 されますよう祈

念 し, ごあいさつとさせていただ きま

す。

日本バドミントン協会

会長 桜内 義雄

ヨネックススポーッ株式会社

取締役社長 米 山   稔



Japan Open Promotes
Further Developrent of
World Badminton and
Friendship

One of the major developments
in the competitive field of Interna-
tional Badminton has been the
interest shown by Countries in
Asia for major International tour-
naments. The Nippon Badminton
Association led the way some years
ago and have developed their Tour-
nament into one of the leading
competitions in the badminton cal-
endar.

As all the world knows, the I.B.F.
are committed to the further devel-
opment of Open Badminton which
allows some Countries the oppor-
tunity of promoting and developing
the game in their own Countries
using commercial expertise and
prize money. It is good to welcome
the Japan Open 1982 to the list of
prize money events and I am sure
that the tournament will go from
strength to strength in the years to
come.

I look forward to renewing many
friendships in Japan at this tourna-
ment and I send my best wishes for
its continued success.

International Badminton Federation

President Craig Reedie

As a Start for a New Let's Deliver Sports
Leap Spririt to All the People

in the Worid

It is a matter for heartfelt gratifi-
cation that the Yonex Cup
Japan Open '82 Badminton Cham-
pionships are now being held in
Kobe, the Japanese city best
known for its cosmopolitan flavour,
with outstanding players from 19
countries around the world partici-
pating. I am sure that not a single
match of the tournament, in which
the world's top players will be
competing keenly with one anoth-
er, will fail to fascinate all the
spectators.

The 1980s is an era of change,
one in which, one feels, Japan's
role in the international communi-
ty will become increasingly impor-
tant. In the world of badminton,
too, with the two international.fed-
erations having been successfully
united last year, new growth has
begun. Japan, the holder of the
women's badminton world cham-
pionship award, the Uber Crp,
has a very important duty to fulfil
as one of the leaders in internation-
al badminton, a duty going beyond
the duty to make a contribution to
the sport in the area of the raising
of levels of technical attainment.

The 1982 Championships are the
first international tournament to
be held in Japan since the estab-
lishment of the new International
Badminton Federation. I am con-
fident that ties woven of the en-
thusiasm and friendship of all the
participating players, sponsors, or-
ganizing officials and spectators,
who encourage them and enjoy the
matches, will make this interna-
tional event extremely significant.

Nippon Badminton Association

President YoshioSakurauchi

It is our company motto "Let's
deliver sports spirit to all the
people in the world". Just like our
company motto, the two interna-
tional badminton organizations,
I.B.F. and W.B.F., were integrated
into one body in May last year. We
welcome this unification as a good

harmonious sports spirit.
It is quite timely for Nippon Bad-

minton Association to organize this
tournament right after the new
start having Mr. Sakurauchi as the
new chairman two months ago.

This tournament counts its his-
tory as the 11th by now, and is
newly named as "The 1st Yonex
Cup Japan Open", which would
mean the tournament becomes
upgraded quality and significant in
name and reality. We feel great
honor to be able to sponsor this
tournament to help develop and
promote the badminton game.

We sincerely hope this tourna-
ment will be successful in every re-
spects, and lead to promote the bad-
minton game in Japan as well as

all over the world in line with our
company concept "To contribute to
the society through the Sports".

Yonex Sports Co., Ltd.

President MinoruYoneyama



大会役員

大会会長

大会副会長

顧  間

参 与

大会委員長

副委員長

委 員

桜内 義雄

真藤  恒

小 口 政雄

今井 鎮雄

石渡 俊―

柴田 勝治

内藤  健

松下 正寿

渡辺 秀央

伊沢 三郎

川端 昇市

増谷  勲

小飼 栄一

相場 清一

岡本 武利

関根 義雄

浜中  誠

岩崎 純三

白山源二郎

永末 英一

宮崎 辰雄

今井  先

小宮 淳宏

宮崎 富夫

阿部  学

神沢  暁

遠井 稔男

和田  寿

岡崎   忠

田村   亨

林  義郎

森友徳兵衛

岡  久雄

玉井 俊一

宮沢 宏之

今北 基夫

里見 光徳

内藤 安雄

平林  弘嗣

坂井 時忠

地崎宇三郎

藤田 義光

米山  稔

角田 賢三

久山 勝之

本由木  学

池田 昌道

杉 田 安雄

野村  嘉明

吉持 節夫

Tournament Officers

President  YOSH10 SAKURAUCHI

Vice― President  HISASHI SHIN丁OH

MASA0 0GUCHI

SH!ZUO IMAI

一　

一

鉱

義

藤伊

北

Chairman  日ICH!KOGAI

Depuy Chairman  KOH!CH‖ 丁0

G‖ CHI KITA
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運営委員会

委員長

副委員長

委員

ォーナリー

レフリー

プレーヤーズ

セクレタリー

メディカル

ドクター

■総務 委 員会

委員長  平林 弘嗣

目1委長  境  良治

■競技委員会

委員長  仲山  巌

副委員長 川原崎 敏

■審判委 員会

委員長  塩飽  初

副委員長 久保  勲

■事務局

局長  吉持 節夫

今北 基夫

中山 広明

伊藤 鉱一

神沢  暁

北  義一

小飼 栄一

中山 糸己子

山本  次生

山本  次生

中山 糸己子

森下 一夫

中原  剛

柳井 法夫

松本 瑞生

口分 田みどり

相良 法良

萩原加代子

西村  温矢ロ

三宅  克重

南  真由美

奥村  晴一

月風部   明

白井規久夫

」ヽ 田 清二

田中 一郎

福 永 英隆

渡辺  博氏

柴 田 俊玄

浜 岡 夕起

Tournament Committees

Chalrman  MOT00 1MAKl丁A

Deputy Chairman  HIROAK!NAKAYAMA

KOHiCH‖ TO

SATORU KANttA

G‖ CHI KITA

EliCHI KOGAI

NORIKO NAKAYAMA

TSUGUO YAMAMOTO

Honorary Referee ttSUGUO YAMAMOTO

NORIKO NAKAYAMA

Player.s Secretary  KAZUO MORISHITA

TSUYOSHINAKAHARA

NOR10 YANAl

MedlcJ Doctor MIZUO MAttSUMO丁 0

MIDORI KUMODE

委員

柴 田 俊玄

長尾  昌樹

友金 珠 美

委員

松木  宏通

長谷川 徹

北村   健

栗 山 晃美

委員

栗   守

繁 田 啓文

審判員

大 田 耕責

谷 口  章

'可

嶋  四郎

大島 国治

高木  昭憲

藤城  武義

局員

平林  弘嗣

川原崎  敏

瀬川 欽也

佐野 康彦

東  千秋

松原 正則

高橋  巌

中原 幸人

豚座 ―利

京屋 孝治

宮脇 正晴

西原 四郎

片岡 正之

高原 信幸

宝来 明正

境  良治

松本 宏通

木島 行雄

飯 田 尚司

玉置 由紀子

水垣  清之

中條   宏

三上  史哉

神谷  修司

阿彦  周 宣

武村 俊 平

片 山 義敦

来 田 正雄

友金  利一

山田 孝 男

仲 山  巖

豚座  一利

神谷  衛

森下 一大

黄   恵建

北 中 英 武

寺尾  ― 秀

田中 福雄

大杉  正樹

山 口健 次郎

大年 隆次

入 口弥一郎

佐伯  良治

平松  重吉

横 山 真二

栗    守

久保   勲

中原   剛

安 田 綾子

山島田  収 :

矢賀 雅 人

岡田 克美

井 口 利江

仁 田 孝二

須 田 孝夫

佐 藤  武人

植松  虎雄

柴 田 建一

広 岡 輝 男

吉 田  昇

塩飽   初

神 谷  衛

佐 々木利彦

雑 賀冨士子

徳本   浩

胡 中 利雄

松 田 初 美

池西   実

武 田 博利

瀬野 俊策

上 藤  朝之

田中  至

福 冨 幸雄

竜 円 栄治

長谷川 徹

瀬川 欽也

補助員 関西学生バドミントン悼盟・兵庫県実業団バドミントン連盟・兵庫県家庭婦人バドミントン撞盟・兵庫県高等学校体育連盟バドミントン部



オープン化口寺代 と
バ ドミントン

Open Badminton and
the New Era of
Badminton

『ヨネックスカップ 。ジャパ ンオープ

ン』は日本で`初めての ｀
賞金つ きの国

際大会
″

です。昨年 もこの時期に同 じ

ジャパンオーフ ンという名称の大会が

東京で開かれましたが,こ のときは賞

金つ きではあ りませんで した。

日本で国際競技会が定期的に開かれる

ようになったのは,1972年 の日本対デ

ンマーク戦 (女子)が最初です。以来

10年,大会の名称 もや りかたも,いろ

いろ変わ りましたが,これでようゃく,

名実 ともに世界的な大会が誕生するこ

とになったわけです。

国際競技会でいう『ォープン』には大

別 してお、たつの意味があ ります。ひと

つは『外国選手の参加を認める』 とい

うことで,かつてのデンマーク 。オー

プン,カ ナダ 。オープンなどはその典

型で した。大会名にオープンの文字こ

そついていませんが,全英選手権 も最

も古 くから外国選手の参加を認めた大

会 として知られています。

もうひとつの意味は,ゴルフやテニス

の大会でよく使われていることからも

わかるように『プロ,アマの区別なく

参加できる大会』のことで,こ の場合

プロのためには賞金が用意されるのが

常識 となっています。

バ ドミン トン競技の世界では,国際大

会の｀
市場価値

″
が高まり,賞金活動 を

希望する著名選手が発、えてきたことか

ら,国際バ ドミントン連盟 (IBF)が
1979年,オ ープン化の扉を開きました。

これを受けて,世界最高の権威 と伝統

を誇る令英選手権 をはじめ, ii要 な国

際大会力淋ll次 いで賞金つ きの大会に衣

替えしました。すでにこの種のオープ

ン・ トーナメントは15を 数え,そ のほ

かにも,世界の トップスターだけを招

待 して行 う,マスターズのような大会

も登場 しています。

もちろん,年間を通 してほとんど毎週

のように世界のどこかで トーナメント

が開かれているゴルフやテニスに1ヒベ

ると,バ ドミントンのオープン大会は,

まだ数 も少 く,賞金総額 も大 きいとは

いえません。 しか し,テニスが本当に

L界的なスポーツになったのは, この

10年米で,そのきっかけは,ゃは り国

際競技会のオープン化でした。

賞金をかけた大会が行われるようにな

ったということは,それだけ
｀
見るス

ポーッ″
としての価値が■1が ったとい

うことで,同時に ス`ポーッ産業
″

と

しての市場 も広がってきたことを意味

します。近し羽平来, バ ドミン トンでも

雪だるま式にオープン大会がお、え,こ

れまでの常識 を破るようなブームが訪

れるか もしれません。

すでに IBFで は,ォ ープン大会の未

来の繁栄 を見越 して,現行のオープン

・ トーナメントを対象に,コ ンピュー

タ 。ランキング制度を導入 し,国際級

選手のランクづけを行うことを決めて

います。また,全英, ジャパ ンオープ

ンなど, 7つの年間主要大会の優勝者
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を集めて『グランプ リ』大会 を開 く計

画 も進め られています。

国際 トーナメン トを盛 んに し,いい選

手 を育ててい くためには,若手の強化

が大切です。 IBFで もこの趣 旨に沿

って, ジュニア世界選手権の構想が練

られてい ます。 また, ジャッジングの

レベル を高め,プレーヤーのモラル と

マナーの向上 をはか るため,国際審判

協会のごときもの をつ くるべ きだ, と

の声 も強 くなっています。

バ ドミン トンは西 ヨー ロッパで室内競

技 として発達 した関係_L,国際 カ レン

ダーは主 として秋か ら春先 までの約半

年 に限 られています。 しか し,オ ープ

ン・ トーナメン トがお、えれば,四季 を

問わず, 1年中が シーズ ンとい うお、う

に変わ って くるで しょう。テニスのデ

杯,フ ェデ レー シ ョン杯 に賞金がつ い

ているように,バ ドミン トンの国別チ

ーム対抗戦 であるユ杯, 卜杯 に も賞金

のかけ られ る日が来ないとはいえませ

ノし 。

1984年で IBFは ジュビリー (創立50

周年)を迎えます。そのときまでに,

世界のバ ドミントン界は,様相が一変

しているか もしれません。こうした新

しい流れの中で, 日本の果す鶴 lは大

きいものがあ ります。

日本バ ドミントン協会が結成され, I

BFに加盟 したのは戦後のことですが

以来,ユ杯に 5度 も優勝 して,全英で

も常に好成績 をあげてお り, またユ杯

を 3度 も東京で開催するなど, 日本は

その競技 レベル,大会運営能力を高 く

評価 され,頼 りがいのある国としての

声価を得ているからです。

今回のジャパ ンオープンも,その声価

にこたえ,世界に貢献する, という意

味を含んでいます。賞金総額 1千万円

は,マスターズの約 1千 2百万円に次

ぐものであ り,全英選手権の約 8百万

円をしのいでいます。

もちろん,賞金額が大 きいからという

だけでは い`い大会
″

とはいえません。

最 も大切なのは中味です。関係者 はこ

のジャパンオープンを育てることによ

って,世界のバ ドミントン界に新 しい

伝統 をつ くり出 し,合わせて
｀
もうひ

とつの全英選手権
″

といわれるように

したい。 と念願 しています。

ライセンス ト・プレーヤーズ

試合に出て賞金をかせ ぐスポーツ選手

のことを,ふつう プ`ロ″
といってい

ます。 しか し,バ ドミントンの世界で

は,これをライセンス ト・プレーヤー

ズ (licensed players)と 呼んでいま

す。IBFに はオ リンピック憲章の定め

(参加者資格)に準 じたアマ規定があり,

賞金に類するものは最高 5百スイスフ

ランまでならもらってもよいことにな

っています。

しか し,ラ イセンス ト・プレーヤーは

『その範囲を超えて賞金を受け取 った

り,商品宣伝などをやってもよい』 と

認められています。ライセンス ト・プ

レーヤーになりたいと希望するものは

所属の各国協会に申し出て,許可をも

らえばいいのです。 IBFは 各国協会

からの連絡 を受けて,これを加盟各国

協会に公示 します。

ライセンス ト・プレーヤーになると,

もちろんオリンピック (近い将来,バ

ドミントンがオ リンピックの実施種 目

になった場合)には出られませんし,

アジア大会や,これに準 じた総合競技

大会などにも出られません。ライセン

ス ト・プレーヤーは英国,ス ウェーデ

ンなどの トップ選手に多く, 日本には

現在のところ 1人 もお りません。

したがつて,オープン大会に出て上位

に勝ち残っても (準々決勝以上でない

と賞金は配分 されない),日 本選手は個

人で賞金を受け取 ることはできまミは

代わって日本協会が受け取 り,選手強

化などの関係に役立てることになりま

す。

真のプロ化ヘ

サンケイスポーツ新聞社

結 城   肇

日本のバ ドミン トン史上初めて賞金付 きのオ

ープン大会が誕生 した。アマチュア中心の保

守的な日本だけに,そ の意義は大 きい。 もは

や勝利の名誉だけでは一流選手を大会に集め

るのは難 しい。時の流れ とテニスやゴルフの

影響だろう。地理的に大 きなハ ンディのある

日本の大会に各国のスターを迎 えるには,賞

金を付けるしかないだろう。また,賞金付 き

のオープン大会に転換することで,選手や ト

ーナメン ト関係者が偽善か ら救われる。

1968年 に栄光のテニス トーナメン ト,ウ イン

ブル ドン大会がオープン化に踏み切 った最大

の理由は,裏金をもらってプレーするニセア

マの横行 と各主催者の偽善に嫌気がさしたた

めだ。

どの競技に しろ,力 と技の最高をめざす とこ

ろにプロもアマもない。そのアマ・プロの交

流は,ス ポーツの発展にプラスであることは

歴史が証明 している。ただ,現在のバ ドミン

トン界には真のプ回は存在 しない。アマチュ

ア資格 を保持 した まま賞金の もらえるライセ

ンスト・プレーヤー制度をIBFは採つている。

これは過渡的なもので,パ ドミン トン・プロ

カくまだ職業 として確立 していない証拠 といえ

る。本当にバ ドミン トンが世界のメジャース

ポーツ,人気競技 となるには,賞金付 きのオ

ープン大会を増や し,世界サーキッ トを創設

することだ。そしてラケッ ト1本で食 ってゆ

けるプロを養成することが大事だろう。

偏見を捨て,現状 を直視 し,今大会 を機 にジ

ャパンオープンも日本のバ ドミン トン界 も大

躍進 してほ しい。

卜金隅一一



世界 と日本の
バ ドミントン

Badminton of Japan
in the VVor:d

その前史

あるいはご存知か もしれませんが,バ
ドミントンという競技名は,英国のオ寸

の名前からとったものです。このバ ド

ミントンの前身となったのは,19世紀

の初めごろ,イ ンド・ボンベイ州プー

ナ地方で広 く行われ,それゆえ『プー

ナ』 と呼ばれた遊びで した。もちろん,

22根つ きにイ以た遊びは, インドばか り

でなく, ヨーロッパ各地でも古 くから

行われてお り,そ の証拠は絵L14な どに

残 されています。

日本でも天明 7年 (1787■ 1)に 出版 さ

れた樹 II忠良者『紅毛雑話』が,長崎

の出島でインド人らしい水夫がバ ドミ

ン トン風の羽根つ き遊びをカラー絵入

りで紹介。ワフ根 をウーラング,羽子板

をラケットとぃう云々」 と説明 してい

ます。フ
゜
一ナ遊びが英国にもたらされ

スl鵬午よ り糸り100■
「 も当許く, 日冽トノ、

`ま

バ ド

ミン トンに接 したことにな ります。

1873年のある日,英国の名門貴族ポー

フォー ト公の所領 グロスターシャー・

バ ドミン トンの『バ ドミントン荘』で,

パーテ ィが開かれました。その宴半ば

C雷 雨に見舞われ,参会者がたいく

つ しかけた日義 居合わせたインド帰 り

の将校が,あ りあわせのシャンペンの

栓のコルクを抜 き, これ |こ鳥】2根を差

して「いま,あちらでは,こ ういうも

のがはゃっている」 と,テ ニスのラケ

ットで軽 く打って見せ ました。こ油 ,ゞ

現在,一般に伝わっているバ ドミン ト

ンの起源です。

このゲームはまたたく間に英国中に広

が り,1887年には,現在の競技規則の

もと
`こ

なるものが作 られ,近代競技 と

して整備されました。各地にクラブが

結成され,1893年には英国 (イ ングラ

ンド)バ ドミン トン協会の設立 を見ま

した。1世界最古の競技会である全英選

手権 (オ ールイングランド・チャンピ

オンシップス)は 1899年にスター トし

ました。

:BFの結成

この同 じ年,それまでのイングランド

協会からアイルランドが独立, さらに

1911年 にはスコットランド,1928年 に

はウエールズに協会が結成され,結局,

大英帝国には 4つの協会が存在するこ

とにな りました。 (注,ア イルランドの

政治的独立は1937年 )

一方,英国の親類である米国,カ ナダ

にも第 1次大戦から帰国 した兵士など

がバ ドミン トンを持ち帰 り,西 ヨーロ

ッパにも普及が進んだので,1934年 ,

これら ｀先進国
″

代表がロンドン|こ集

まり国際バ ドミントン連盟 (IBF)
を創設 しました。このとき参加 したの

はイングランド,アイルランド,ス コ

ットランド,ウエールズ,カ ナダ,ニ
ュージーランド,デンマーク,オ ラン

ダ,フ ランスの 9協会で,今 日でも I

BF内部に強い発言力を持 っています。

初代会長は,のち トマス杯 を創始 した

英国のジョージ・ トマス卿で した。

第 2次大戦前まで, しか し, IBFの
メンバーは16にすぎませんでした。こ

れが急速にお、くらんだのは第 2次大戦

後にアジアゃアフ リカの新 しい独立国

が続々とカロ盟 してからで`す。とくに日

本,イ ンドネシア,マ レーシアなどの

参加は,西欧圏に障は っていたバ ドミ

ン トン競技に
｀
活

″
を入れる役 日を果

しました。

その後,中国の加盟 をめ ぐり, IBF
が もめたとき,それまでの IBFの 古

いしきたりに不満を持 っていたいくつ

かの国が IBFを 脱退 し,中国ととも

に世界バ ドミントン連盟 (WBF)を
結成 しました。1978年のことc以 後

3年余,世界には 二`つの連盟
″

力゙併

存することになりました。 しか し, 当

時 の IBF会 長 S。 モ リーン氏 らの尽

力で両者は和角翠,1981年 5月 ,東京で

ユーバー杯大会が行われたさい,合体

を決め (WBFは角子散)再び
｀
世界は

ひとつ″
となりました。
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世界の現状

これにより, IBFの加盟協会は約60

1こ お、えました。 (こ の |ま か,イ反カロ盟国が

約20あ る)台湾 もIOC(国 際オ リン

ピック委員会)の勧告の趣旨を受け入

れ, IBFへ の登録名称を『中国 。台

北協会』 と変更,中国の一地域協会 と

して IBFに とどまることになりまし

「
こ。

いま,世界で最 もバ ドミン トンが盛ん

なのは英国,デンマーク,中国,台湾 ,

インドネシア,マ レーシア, 日本など

で,東欧圏での発達は遅れています。

もともと,この競技は英国のクラブ組

織から発展 したので,欧米ではクラブ

が多く, したがって社交的な色彩が根

強 く残っています。夏はテニス,寒 く

なったらバ ドミントンという人 も珍 し

くありません。 しか し、1960年代の後

半から日本の女子が世界の舞台で活躍

しはじめると, これに東り激されて, ト

ップ級選手はハー ドトレーニングに取

り組みはじめ,いまでは日本をしの ぐ

競技 レベルとな りました。

東南アジア,なかでもインドネシアで

`ま

バ ドミントンが国技 といわれるくら

い盛んです。市民のためのクラブが数

多くあ り, また,上流階級は自分の家

にしゃれた屋外コー トを持 っています。

東南アジアでは風のない日が多いので

屋外でも十分,プレーを楽 しむことが

でき,台湾では山の上に百数十面のコ

ー トがあって,人々が早朝プ レーに汗

を流 しています。中国はシャ トルの羽

根 (ガチ ョウの手羽)の原産地 で もあ

り,競技 人 口もズバ抜 けて多い上,他
のあ らゆる競技同様,スポーツ学校 を

通 しての指導強化体制が確立 している

ので,将来 にわたって,手ごわい存在

です。

現在,世界で行われている主要大会は,

IBF主 催の ものが① トマス杯 =男子

の国別チーム対抗世界選手権。 3年に

1度開催。②ユーバー杯 =女子の国別

チーム対抗世界選手権。同 じく3年に

1度開催。③世界選手権 =個人種 目。

77年に始 まり, 3年 に 1度―一の二つ

あ ります。このほか,各国協会主催の

大会で最 も伝統 と権威のある大会は全

英選手権ですが,これに先 き立って行

われるデンマーク・ オープンも世界的

選手を集めて,いい試合を見せること

で有名です。

日本のパ ドミン トン

わが国でバ ドミントンが知 られるよう

になったのは大正時代。主 として横浜 ,

神戸から貿易関係者やYMCAの ルー

トで入って来たようです。 しか し,競

技 として盛んにな り,レベル も国際的

になったのは第 2次大戦後です。1946

年すなわち昭和21年, 日本バ ドミント

ン協会が設立され,1952年 (昭和27年)

には I B F21番 目の加盟国となりまし

た。 英語登録名に
`ま

」apanでは21く ,

N ipponを使 って,名称 をNBAと いっ

ています。

国内的には, 日本協会設立の 3年後 ,

国民体育大会の実施種 目となったこと

で普及が進み,レ ベルが上が りました。

そこで1954年 (昭和29年)には トマス

杯  (第 3回)`辞刀参カロ, 1963年   (1召禾ロ

38年)には当時の 日本選手権者小宮好

雄が 日本人として全英選手権に初出場

しました。また1966年からはユーバー

杯にも参カロしています。そして, これ

までユ杯では 5度 も優勝,全英で も女

子が単複で計12の タイ トルを取 ってい

ます。

今 日, レクリエーションとしてバ ドミ

ントンを楽 しむ人は 5百万 を数え, 日

本協会へは中学生以上で10万人が選手

登録 しています。また中学3,500校,高

校5,0∞校,大学450校にクラブが組織

されています。

日本協会の主催大会 としては,

①全日本総合選手権 (1948年から)

②全日本学生選手権 (1951年から)

③今日本実業団選手権 (1952年から)

④全日本社会人選手権 (1958年から)

⑤全日本教職員選手権 (1962年から)

⑥全国高校選手権 (1950年から)

⑦全国中学校大会

一
このほか,1979年末にスター トし

た日本 リーグがあります。

後藤  忠弘

日本 バ ドミン トン協 会 ・国 際委 員

バドミントンこぼれ話

最 短 試 合 と最 長 試 合

バ ドミン トンの言式合に時間の制限はない。 10

分で相手をやっつけて もいい し, 2時間戦 っ

て敗れた, というや り切れない言式合 もある。

では, 日本で行われた試合の最短 と最長は一

体何分か一―。

最短試合は,高木 (現姓中山)紀子の 9分。

これはまぎれ もな く公式戦の
｀
世界最短記録

″
。

ギネスブックにものっている。

1969年 ,東京で開かれた第 5回 ユーバー杯女

子世界選手権。日本にとって初のタイ トル防

衛戦で相手は強豪イン ドネシア。最初のシン

グルスで,そ の年の全英チャンピオンだった

湯木博恵が,相手のエース, ミナルニに敗れ

日本が苦境に立 った時だつた。

中山の相手はポ ピー・ トウメンコール。「ただ

勝っだけ じやあだめ。日本に勝つムー ドをつ

くらな くては……」と考えた中山は,ス ター

トか ら攻めに攻めて日-0, H-0の パーフ

ェク トゲーム ,こ れで勢いづいた日本は,その

後のすべての試合をものにして6-|で快勝 した。

最長時間言式合の方は,何分何秒 という正確な

タイムは残 つていないが,当時の新聞が「 2

時間を要 した大言式合」と報じた1964年のソネ

ビル (イ ン ドネシア)と コツプス (デンマー

ク)の一戦だ。東京で開かれた トマス杯男子

世界選手権の決勝で対戦 した洋の東西を代表

するこの 2人。まずコップスが第 |ゲームを

とり,第ニゲームもリー ドした所で興奮 した

イン ドネシアの観衆がさわぎ,東京体育館の

外周を80人の機動隊が固めるという緊迫した

試合となった。結局ソネビルが大逆転 してケ

リがついたが,古い役員の中には,こ の試合

を見てバ ドミントンの トリコになったという

人が多い。
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｀
東洋の全英選手権

″
を目ざして今

年から装いを新たにスター トした「ヨ

ネックスカップ 。ジ

"ヾ
ンオープン82」

は,19の国と地域から75人の外人選手

が参加するという, わが国バ ドミント

ン史上最大の大会になりました。この

大会は, 日本初の賞金つ きトーナメン

トであり,中国の選手が国内の公式戦

で初めてアジア, ヨーロッパの選手と

対決すること, さらには, ミックスが

初めて正式の種 日として採用されるな

ど, さまざまな話題が盛 り込まれてい

ます。

そこで今「Jは ,バ ドミントン界に通

じている 4人の方に集まって頂 き,この

大会の展望 をかねて,話題 をさぐって

もらいたいと思います。ご出席は勤務

先のロンドンから一時帰国 している山

本洋彦氏 (協会国際委員),外国選手の

事情に明るい山本次生氏 (サ ントリー

監督 ),かつての名選手中山紀子さん (協

会国際委員)。 それにこの大会の前身だ

った国際大会の時代から十年にわたっ

て取材 をしてきたJヽ林範夫言己者 (言売売

新聞)の各氏。小林記者の司会で話を進

めて頂 きます (日 本バ ドミントン協会

・小飼栄一理事長のあいさつから)

小林―理事長のあいさつにもあった通

り,この大会には,①賞金②中国の参

加③混合ダブルスの新設と,三つの特

長があるわけですが,皆さん, どうや

らお金の話に一番興味があるようで。・6

山本 (洋)さ ん, ヨーロッパの選手は賞

金に関 しては ドライな考えを持ってる

んでしょう。

山本 (洋 )一 こんな話があるんです。

英国のバ ノヽキンガムシャー州で一昨年

12月 に地元のオープン大会 を開いたら,

集まったのは地方の無名選手ばか り。

それが,昨年12月 に優勝者に百ポンド

(約 5万円)の賞金をかけたら トレジェ

ット,ギルクスら有名選手がどっと来

た。わずか 5万円ですよ。

山本 (次 )一それほど割 り切っていると

いうことですね。最近は大会に行 くた

めの車の経費 も請求するんだってね。

ヨーロッパのライセンス・プレーヤー

(国ε鍵 盟が公認 した,賞金を直接 も

らえる選手)はバ ドミン トンで生 7舌 し

ようというわけだから, Iプ ロの,意識
`こ

徹 している。

小林―中山さんが,今,現役のライセン

ス・プレーヤーだったら家が建つほど

賞金がかせげたのになあ (笑い)

中山一あとlo年おそく生まれていたら

バ ドミントン競技の面白さのヒミツは,シ ャ

トルコックにあると言われます。あらゆるス

ポーツのタマの中で最も奇抜な形をし,最も

独得な飛び方をするシャトルは,「バー ド」の

愛称でも呼ばれ,重さは4.73グラム～5.50グ

ラムと超軽量。ヤギの度でつつんだコルクの

台にガチョウの羽根(先端から台ま0.4セ ン

チ～7セ ンチ)を 14～ 16枚植え込んだものζ

先端の広がりは直経5.4セ ンチ～6.4セ ンチ。

シャトルは月に到達したアメリカの宇宙船と

同じような形をしており,地球と宇宙を往復

する目的で最近開発されたスペース・シャト

ルにもその名が使われています。もともとハ

タ織りの道具の呼び名で「行ったり来たりす

るもの」の意味です。

鷲夕:多・
崚

摯
　
―
　
′重
Й
′
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面 白か ったで しょうね。お金がかか っ

ていたら, もっと一生けんめいや った

と思 います よ。今の選手だって, トッ

プはほ とんどどこかの企業 にかかえら

れて競技 をや らして もらってるわけだ

か ら,プロとは言 えないに して も,他
人の力を借 りてるわけね。私 は自分の

力でお金 をかせ いでプ レーする方が 自

分 に正直でいいと思 うの。

中山紀子氏

山本 (洋 )一 日本は地理的に遠いから,

ライセンス・プレーヤーは無理なんだ。

ヨーロッ′Чま東京から大阪や福岡へ行

くような感 じで, どこの国のオープン

大会にでも参加出来るから,気軽に賞

金かせ ぎに行かれる。それに脚 11各国

は社会制度が発達 していて老後が保証

されてるからね。若いうちに冒険 も出

来る。その点, 日本のとくに男子はこ

わ くてなかなかライセンス・プレーヤ

ーにはなれないだろうね。

山本 (次 )一最近は トーナメントが多す

ぎて,選手の方が条件のいい大会 を選

ぶようになってきています。だからこ

そ,こ の大会のように高額賞金のいい

大会を開 く必要があるんです。

小林一賞金のつぎに大 きな関心事は中

国が国内では初の公式戦に出ることで

すが,今回の来日メンバーは,おなじ

みの選手が少ないのでは……。

山本(次 )一男子の李矛はワール ドゲー

ムにも出ているダブルスのプレーヤ¬

程建連は中国のシングルス 3位,王妖

平は 6位だそうだから,若手のホープ

と言えるで しょう。女子の劉霞は日中

対抗で何度 も顔 を合わせたベテラン選

手。陳瑞真と李玲蔚はアルバクオーツ

。ワール ドカップの大会で 1, 2位に

なっている新鋭で,中国を代表 しても

はずか しくないメンバーだと思 う。

小林一韓健,桑勁の二人が来ないのは

やっぱ り少 しさび しいな。 もう侯加昌,

湯仙虎の時代 じゃあないとは思うけど。

山本 (洋 )一 中国は今,本当の意味で世

界の トップになれる人がいないんじゃ

ないかな。マスターズでプラカシュに

勝った桑勁にしても,侯や湯ほど迫力

はないし,円熟味 もいまひとつだよ。

中山一中国は若い人が入れ替わ りすぎ

ますね。選手の育成を急 ぐあまり,長

い選手生命を保つ人がいないみたい。

ワール ドゲーム.アルバクオーツ,全

英,マスターズと中国勢は欧州選手とそ

れぞれいい試合をしているけれど,今

回来 日するのは,みんな初顔合わせで

すね,そ の意味で面白いけど…。

山本 (次 )一女子ではうちの東海林が李

に勝ってるし,陳は昨年のジャパンオ

ープン優勝者の黄善愛 (韓国)を破 っ

ている。結構面白いと思いますよ。

小林―それ じゃあ, ヨーロッパ勢は中

国勢には勝てない ?

山本 (洋 ),山本 (次 )一 ちょっと無理だ

と思 うなあ。プラカシュ(イ ンド)な ら

メl等に戦 うだろうけど。

小林―ほかの国ではどこが力をいれて

いるだろう。

中山一韓国の女子はその気になってい

るでしょうね。

山本 (洋 )一今年は トマス杯の年だから

卜杯にからむ国は,小手調べ と考えて

いるん じゃないかな,た とえばイギ リ

ス。デュー,イ エーツら, 日本にはな

じみのうすい新鋭 をメンバーに入れて

いる。 卜杯が英国で開かれるのは1948

年の第 1回大会以来だから,英国 も力

を入れているんです。

山本 (次 )一 カナダも張 り切 ってる。 ト

ライオンなんか目立たないけどいいで

すよ。デンマークは意外だな。 もうデ

ルフス,ス コブガー ドの時代 じゃない

のかな。若い連中がいいらしいね。昨

年,全英の 1回戦で銭谷を破 ったの も

たしかデンマークのハイティーンだっ

′こ。

山本 (洋 )一女子 もコペ ンは来ないけど

ソレンセンが意外にいいよ。どこが強

シャトルは独得の飛び方をするから面白いの

です。ラケツトで打たれたシャトルは,1舜間,

羽根の広がりがせばまって,す ごい勢いで飛

び出しますが,次の瞬間,羽根の弾l性で,急

激に元の形に戻ろうとします。この時,羽根

の後ろの部分に空気の逆流が起って,シ ャト

ルは後ろへ引っぱられるように急激に減速し

ます。

ラケットで1丁たれたシヤトルの初速は,スポ

ーツの打球の中でも一番速いと言われます。

1969年 ,スウエーデンのヨハンソン選手が打つ

たのを学者が測定したら時速265キ ロ。

その後,用具の改良などで,今では 300キ ロ

に達すると言われています。こんなスピー ド

で打たれたシャトルも,ハイクリヤーが相手

に打たれる時や,ネ ットぎわのヘヤピンは水

平に対してスピー ドはゼロに近くなります。

31Xlキ ロからゼロキロまで,こ のスピー ドの変

イしがバ ドミントンのスリルにつながるの‐ 。

山本洋彦氏

・■‐
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いのかとらえどころがないように見え

るけど。

中山一ヨーロッパにはそういう選手が

多いんですよ。私の時代のエバ (ッ ェ

ドベ リースウェーデン)も そうだった

けど,一見,無器用に見えて急に強 く

なる人が多いの。コペンも最初は手足

がバラバラだった。ヨーロッパの若手

をあなどっちゃだめね。

′l琳―若手といえば,今回のメンバー

は,ベテランと若手が極端なん じゃな

いですか。30才以上が 6人 もいる反面 ,

十代選手が 7人 も来ている。世界は新

IIl交代期なのかな。

中山一さっきも言ったけど, トップの

lAIAに 長 くいる人が少な くて,一時代 を

築 くということがなくなっていますね。

現役では湯本 とコペンぐらい。それに

チャンピオンの年令 もだんだん ドって

いるようですね。

小林― ところで,私は本物の ミックス

が見られるのが楽 しみだったんだけど。

中山一そう。日本の ミックスはお くれ

ていますからね。男女 とも, もっと強

い人がゃらなくちゃあ。

山本 (洋 )一 自分で もミックスはずいぶ

んやった し,今でも現役だと思ってる

けど,女子のダブルスを強 くするため

にも,ぜひや らなくてはいけないね。

ネットぎわのプ レー,ア ンティシペー

ション (予見)が混合をやるとすごく

よくなる。

中山一私 も昔からそう言ってるんです。

山本 (次 )一 ギルクスがネット前でタマ

をおそれないのはそれですね。

中山一そう。それにサービスの技術が

抜群によくなる。

山本 (洋 )一バ ドミン トンは昔から貴族

の遊びとして育ったからソーシャルな

面があった。だか ら ミックスは欠かせ

ない種 目なんです。全英 で もミックス

の決勝 は ^番あ とにや る。席 を立つ人

なんか一人 もいない。今 1可 は トレジッ

ト・ ペ リー組の月旨の乗 った所 をぜ ひ見

ては しいな。

小林一 日本は学校教育の中でバ ドミン

トンは育 っているので, ミックスは無

理 なんだね。中山 さんほどの名選手で

も, ミックスの国際大会 なんかや った

ことはないで しょう。

中山一外国ではや りましたよ。デ ンマ

ー クのプ l夕 と組 んでね,香港 とシンガ

ポールで 2度優勝 した。

小林一本 当 ?。 信 じられない。

中山一実 をい うと, どこヘ タマが飛 ん

で きて もプ 1り が 「イエス・ アイ・ ハブ

(私が とります )」 とカバー して くれた

の。私 は タマの来 ない方に逃げ まわ っ

ていただけ。(笑い )

小林―それでは最後 に各種 目の優勝予

想 を簡単にや りましょう, まず男子 シ

ングルスか ら一一 。

山本 (洋 )―程健燈 と王蹟平の中国勢 ,

イン ドネシアのハデ ィャ ン ト,イ ギ リ

スのケビンジ ョリー。

山本次生氏
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山本 (次 )一 ヨーロツタ畿 は台湾で試合

して くるので調整 しだいだね。やはり

アジア勢が有利かな。

小林―り〕子 ダブルスは ?

山本 (洋 )一 カル トノ・ハ リヤント剖L

(イ ンドネシア)が本命。シデク兄弟

(マ レーシア)も いい。マスターズに勝

った トレジェツト・デュー組t(英)も や

りますよ。

山本 (次 )一王沃平・李矛組 (中国)も 見

のがせない。中国はシングルスがお家

芸 と思われているけど,ほんとうはダ

ブルスも強いんですよ。

小林―女 fシ ングルスは ?

中山一順当にいけば黄善愛 (韓国)か

陳瑞真 (中 国)で しようね。米倉には

もう 11口|がんばってはしい。ユ杯以後 ,

lJか チグハグになっちゃってる。

山本 (次 )一 インドネシアのベラワテ ィ

もあるとだ、うけど,冬だからなあ。

小林―新鋭の陣内が中国から香港に行

ったベテランの梁秋霞 と当た り,勝て

ばイバナ (イ ンドネシア)と やるのが

,と「
liだね。

山本 (洋 )一北田とポジャー (英)も お

もしろい。

山本 (次 )一組み合わせ的には東海林が

‐番いい,千 にいるん じゃないかな, カ

ーター (カ ナダ)に勝つ とベス ト4だ

から。

小林―女 rの ダブルスは日本に勝利が

あるでしょう。徳田 。米倉組が勝つ と

この大会 3連勝です。

山本 (洋 )一ペ リー・ ウエブスター組

(矢)がこわい。

中山一ベラワテ ィ。ダマヤ ンテ ィ (イ

ンドネシア)も や りますよ。

山本 (次 )一劉霞 。李玲蔚組 (中 国)も

‐発かけてくると思 う。

中山一全般 にずばぬけたダブルスのペ

アがな くなっています。それだけに

'昆
戦ね。ベ ス ト4はいずれに して も,す

ごい試合になるん じゃないですか。

Jヽ林― ここか ら先は, コー ト 11の
｀
結i

言命、 をイ寺
イ)こ と|こ しましょう。 どうも

あ りが とうございました。

微妙な動きをするシャトルの特性を逆手にと

って,新らしいサーブの技術が開発されまし

た。ご存矢ロリバーススピン・サーブです。

シャトルを逆さに持って,羽根の部分をカッ

ト打ちすると,"種類くらいの変化球サーブ

となってレシーバーを悩ませます。

このサープは, 日中交流で来日したこともあ

る中国の名選手湯イ山虎によつて開発され,、

1978年のバンコク・アジア大会で披露されて

以来,世界的に普及したもので,昨年中国遠

征した日本代表チームは,中国のスピンサニ

ブにさんざんな目に合わされました。

その中国自身が,このサーブは羽根を痛める

ばかりでなく,競技の性格をもかえてしまう

ので禁止すべきだと主張しています。わが愛

すべきシャトルも「純自の羽根をカット打ち

でダメにされるのはイヤ」と言うでしよう。

シャトルは重さによって何種類にも分かれて

います。公式には73～ 85グレーン (4.73～ 5.

50グラム)で約 12種類。重さが大きくなれば

なるほど,よ り速 く,遠 くへ飛びます。

温度と湿度と気圧の関係で,言式合ではこの中

から正しい重さのシヤトルを選びます。

正しいシヤトルとは,.｀、つうの力のプレーヤ

ーがバックラインからフルスウイングで (手

より下から)上向きに打つた場合,向 う側の

バックラインの手前30セ ンチより遠く, しか

もバックラインを76セ ンチ以上オーバーしな

いシャトルのこと。

団体戦では試合前,両チームのキャプテンが

言対丁して両者合意に達した重さのシヤトルを

使います。飛びすぎるタマは,「速調(ペース)

がはやい」などと表現しますが,選手は言式合

中,羽根の先端を折りまげて
｀
調 整、する

ことがあります。

かつて東京で行われたトマス杯アジア予選で
,

1日 にシャトルを百イロ吏つたことがありまし

た。役員がその時言った言葉は「ガチヨウを

60羽以上殺した」一―でしたo国際試合て慣

うようないいシヤトルは, ガチヨウー羽から

|.5イ固しかとれないそうです。

羽根の産地は大部分が中国ですが,バ ドミン

トンの世界的な普及で,原毛が極度に足りな

くなっています。そこで研究,開発されつつ

あるのがプラスチックによる人エシヤトルc

水鳥の親羽根が持つている微妙な弾力性を人

工的につくるのがむずかしく,これまでは,

「タッチが違うので高度のプレーが出来ない」

と一流選手に敬遠されていましたが,最近で

はかなり水鳥に近いものが出来ているようで

す。

鼈辟

|■

′
‐■
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1981 lF

ビッグトーナメント戦績

Records of Major lnter-
national Tournaments

,81 DENMARK OPEN
r GEIITLEMEN'S SINGIES
Wihhet Morlen frost Hansen
RuDne.-up PrakashPadukone
Semi finalists Rudy Hanono

Hadyanto

t LADIES' SII\IGLES
winnu Lene Koppen
Runnerup Saori Kondo
Semi Finalists Wihaio Verawaly

Wendy Carter

. GENTLEMEN'S OOUALES
Wihnet Ade Chandra

Chrisiian Hadinata
Runnerup l,richaelKjeldsen

Mark Christiansen
Semi F/narsls Fay Slevens

Michael Trcdgetl
Thomas Kihlslrom
Stefan Karlsson

. LADIES'S DOUELES
Wihhu Nora Perrv

Jane Webster
Runne.up YoshikoYonekura

Aisuko Tokuda
Semi Finarsts Yunta Kim

San Hee Yoo
Gillian Gilks
Paula Kilvington

. MIXED DOUELES
Winner MichaelTredgett

Nora PerY
RuhneFup Ch.istianHadinata

lmelda Wigeono
Semi finalists Steen Fladberg

Pia Nielsen
Marlin Dew
Barbara Sutton

,81 SWEDEN OPEN
. GENTLEMEI\I'S SII\IGLES
winner Lius Pongoh
Runne.up Morten Frost
SeDl F/aarsts Ray Stevens

Kevin Jolly

. LADIES' SINGLES
Winnd Sun Ai Hwang
Runne.up lvana lie
Seni Finalists Sumiko Kitada

Kenneth Larsen

. GENTLEMEN'S DOUSLES
Winn Stelan Kadsson

Thomas Kihlslrom
AunheFup Bobby Erlanto

Hadibowa
Semi Fihalists Andy Goode

Gary Scott
Flemming Delfs
Sleen Skovgaad

. LAOIES' DOUALES
Winnu Nora Pery

Sally Leadb€ater
Runnerup Kimiko J.nnai

Kazuko Takamine
Semi Finalisrs Yu^ta Kim

Sun Ai Hwang
Yu Sanghee
Hang Hen Sook

. MIXEO DOUALES
Winher Billy Gilliland

Nora Pe y
RuhheFup Manin Dew

Gillian Cla*
Se.r, F/narsrs Ray Stevens

Balbara Suttou
Tolbjo.n Pettercson
Lena Axelsson

'81 ALL ENGLAND
■GENTLEMEN S SiN● LES

Denmattk    ″in″θ′     日em Swie K n9
india          ′″″″σ‐up     Prakash Padukone
lndonesia     Sem′ FIna77sお  Morten Frost Hansen

lndones a                Rudv HartonO

●LADIES S:NGLES
Oenmark    N、″     sun Ai Hwan0
」apan       ′υ″″θ′‐υρ    Lene Koppen
hdone■ a   sθ″′Fin3/rsrS W ha10 Verawaty
Canada                   lvana Lie

■GENTLEMEN S●OUBLES
Indonesia     Ninη e′       Kartono

Rudv Helγ antO

Denmark    ′υη′θ″

“

ρ    T'un T,un
」ohan Wahiudi

En01and      Sθ″′F aヽ77sぉ  Chrst an Hadinata
Ade Chandra

Sweden             ThOmas K h strom
Stefan Karisson

■LADIES DOυ BLES
Cngland      Nin″ e′       Nor3 Perry

Jane Webstor
」apan       ′″″″θ″172    Gl1 3n Glks

Paula Klvington

Кorea      Sem′ Fi隧″sts Atsuko Tokuda
Yoshiko Yonekura

[ng and            Yunta K m
San Hee Yoo

●MIXED DOuBLES
En9,and       'ル タ″ρ″        MiChael Tred9ett

Nora Periv

lndones a    ′υ″″α‐ψρ    Chrst an Hadinata
lmelda Wigeono

Denmark   Se′ ″ F77θ /1Srs ThOmas K hlstrom
Gl13n Glks

England                   Steen Fladbe,
Pia N`elsen

'81 WORLD GAME
口GENTLEMEN′ SS:NGLES

lndOnesia     ■inner       Chen Chang_」 ie

Denmark    ′″″″θ́

“

ρ   MOrten Frost Hansen
Eng and    Sem′ ″ηθ/7srs Lem Sw e Kn0
England                   Prakash Padukone

●LADIES Si"GLES
Korea      Nヽ撻 θ′     ZhanO A Ln0
lndones a    ′υ″″″‐νρ    Sun Ai Hwan0
」apan        Sθ ″′F771θ77sお  Fumlko Tohkalrin
Denmark           Lene Koppen

■GE"TLEMEN'S DOUBLES
Sweden    Wケ″″θ′     Sun Zh■ An

Yao X Ming
ndones●    時nρθ″″ρ   Thomas K hに tiom

Stefan Kar sson

Eng and     Se′ η′F=“77sぉ  Kartono
Rudy Heryanto

Denmark           BШy Gm,and
Dan Travers

■LAD:ES.DOuBLES
Eng and     Nヽ′η′     Zhang A Lng

LuXa
」apan     ttn″ e″17p   Nora Perry

」ane Webster

Korea     Se″ ′Fin371sお Sun Ai Hvvang
Yunta Kim

Korea                    Fumiko TOhka rin

Sonoe Ohisuka

■MiXED DOuBLES

,81 MASTERS
. GENTLEMEN'S SINGLES

rndonesia Winhd Luan Jin
lndia RunDerup Prakash Padukone
Denma Semi Finalists Morten Frost Hanse
lndonesia Han Jian

. LADIES' SINGLES
Korea Winner Zhang Ai'Lr.g
Denmark Runnerup Lene Koppen
tndonesia Semi Finalisrs Chen Ruizhen
lndonesia Sally Podger

. GEI\ITLEMEN,S DOUBLES
lndonesia Winnet ir,ke Tredget

Martin Oew
lndonesia Runnerup ThomasKihlstrom

Stefan Karlsson
lndonesia Semi finalists Christian Hadinata

Jolly Kevin
Sweden B,lly Gilliland

Dan Trave.s

r LADIES' DOUBLES
England Wihhe. L,u Xia

Zhang Ai ting
Engrand Auhherup Yoshiko Yonekora

Gillian Gilks
Japan Semi finalists Nota Petry

Jane Webster
Korea Wiharjo Verawaty

Buth Damayanti

. MIXED DOUBfES
England winnet Mike Tredget

Nora Pery

Scotland Winner
England
England Runnerup

′″ρ″θ′■ρ  MOnten Frost Hansen
tene Koppen

Sθ′η′F aヽ77S′  BIv Gl‖ and
Karen Chapman
Chlst an Hadinata

Gllan Glks

'81 CANAD:AN OPEN
■GENTLEMEN S SINGLES

Sandra Skiltings
Gillian Gilks
Sally Podger

. MIXED OOUBLES
Winhq Thomas K hlslrom

Gill€n Gilks
Runner up Ray Stevens

Nora Perry
Semi finalists Manin Dew

Sally Podger
Dipak Tailor
Jane webster

England

China

China

China

China
England

England

England

China

England
England

England

Scotland
England

England

England

China
China

China
Chrna
England
England

Enqland

England

England

China

England

England
England

England

England

17

China Winnet Nrck Yales
Denmark Ruhnerup Thomas Kihlstrom
lndonesia Semifinalists Bingy!
lndia Kesen

. LADIES' SII\IGLES
China Winner Yanqin
Ko.ea Runnet up Sran

Japan Se,,i Finalists Jane Websler
Denmark Gillian Gilks

. GENTLEMEN'S DOUBLES
China winne, Bay Stevens

Thomas Kihlslrom
Sweden Runnerup Martin Oew

Stephen Baddeley
lndonesia Seal f/harsls Dan Trave6

Eilly Gilliland
Scotland Boonnoon

Suharildamrong

. IAOIES' DOUALES
China Winne. Jane Webster

Nora Pery
England Runherup Yanqin

Sian
Korea Semi Fihalists Wendv Carter

England Semi Finalists Steen Skovgaard
Lene Koppen

Sweden Chrisiian Had nala
lmelda Wigeono

Thomas Kiい strom
G‖lan Glks

Michael Tred9ett

Nora Perry

England
England



殊 ″ヾンオープン'81から High lights Seen in
JAPAN OPEN′ 81

徳 田敦 子  米 倉 よ し子 /Atsuko Tokuda Yoshiko Yonekura

Nora PerrylJane Webster

Lius Pongohr/Christian Hadinata
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白いシャトルは鳥のように、乾いたコートを飛びかう。

熱戦にノドは加速度をつけて渇にヽていく。気分爽快。飲めばたちまち陽気な仲間。

野
磋

£
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第20回モンド・セレクションで

金賞受賞ノ
MONDE SELECT10N

食品のオリンピックともいわれる第20回 モンドセレクションで、

UCC缶 入リミルクコーヒー、UCC缶 入リアメリカンコーヒーが

コーヒー部門に於て日本で初めて「金賞」を受賞しました。

上島功]琲木社
総本社 :神 戸市中央区多聞通5」 ●(078)341%“ (代 )

支 社:北 海道・東北 関東 ,東海。中部」し陸・近畿東

近畿西.中 国 山陰・四国・九州 沖縄

支 店:全 国主要都市165カ 所

a
鏡

“

CC」―c― は当社のトレードマークで魂 倒産・整理・改名したUコーヒーウエシマとはイ可ら一切関係あ
'り

ません。お間違いなきよう。
“

σα
COFFEE
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ゴ
ハネムーンほど思い出に残る旅カミ

他にあるでしょう力Ъぃま、交通公社は、

お若いおふたりのときめきに

お応えざきるよう充実のハネムーンプランを

豊富にご用意して、ご予約を承っていまt
フ
゜
レゼントやコンテストなど

すてきなチャンスもtっぱい。

ハネムーンなら、コースもスタイルも

豊富で 安心して旅立てる

交通公社におまかⅨ ださい。

さあ、「愛は、急|力で魂

習

覇
lr' t, lv y ) . a-\A ) t). l^-/ oe+!szr.6n 30n *r こご出発の方を予約すると、チャンスが3回やってくる。

ヽ
１
ヽ

／ヽ

あ力げさまで70周年

お問い合せ。お申し込み
あなたの街の交通公社各支店、または交通公社代理店へどうぞ

日本 交通公社

/htr/u/. /.;/h/b/t./

愛のプレゼント

|

●ビクターのラジカセ(Slmini)ま たは、
ラッtルのペ アルックが 抽 選 で 毎 月毎月 ∞ 組 に当たる″

お申し込み時、抽選券にお名前、おところなどをご記入ねがいます。

各月ごとにお申し込みを集計し、翌月抽選tヽ たしま魂

愛のフォトコンテスト
●フォトコンテストにご応募くださし、

入賞 者 500名様 に入 賞作 品 を焼付 けた豪華 なパネル時計 を贈 呈 .″

コンテストのテーマは、「私たちカッカ レは世界一」でt応募方法など詳し〈は交通

公社の窓「14コンテストは、3月 上旬と7月 ド旬の2回 に分けて行ないま魂

愛のポストカードプレゼント
●ポストカードをカップルにブレゼント。おしS、たりのお世話に

なつた方合計i,i00名 様にギフト旅行券または図書券が当たる″
ラッキーナンバーのついた愛のポストカード(10枚 1セ ット)をさしあげま九 ハネムー

ン先から、お世話になったご両親、お仲人、お友だちへお便りをお送りください。

ポストカードを受けとられた1,100名 様に抽選でVギフト旅行券」(5,000円 )ま たは

「図書券」(5,000円 )をプレゼントいたしま魂

、  |｀′

董

協賛=日本ビクター・美津濃スポーツ
運輸大臣登録一般旅行業第64号

」
Ｆ
Ｌ
＝

ヽ

___fヽ _`

ルックa=‐スハネム‐ン
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STRIHCS

より強く、より美K¨・

プレ何るために。

ラケット、プレーにあった信頼

できるストリングスを選ぶこと

が勝負のキメ手になるといって

も過言ではないでしょう。

ガットづ<りのパイオニア“トー

アストリングス"の技術から生

れる製品には数々の特性がそ

なわっています。

T‖A STIRIHCS
東亜ストリング株式会社
〒651神 戸市中央区八雲通3丁 目l番24号 ac178(232)1991Q

〈日本バドミントン協会推奨〉

スーノ■‐レオイナuRO.
ゲージ0.75mm/10m ¥700

イミガット

ゲージ0.80mm/10m ¥800

カ ファイトレ″ ナ66

ゲージ0。 75mm/10m ¥700

レオイナ66

ゲージ0.80mm/10m ¥600



基本,ヨネ

'ク

スが漱 遠の哲学です

スホーツをi11なるフ,｀ ッションとみえる風沖Iがあ

るな力ヽで、ヨネックスは可:ド1に機育ヒを基本とケ

えます つオ1に壁をIJを って、わiし いli己 itに l歴 史

を(1:り 出していく。)がスホーツ だかr)こそ、そこ

にしっかりした機能111がなくてはなr)ない、と孝

えるかr)です 今11も ヨネックスは、スホーツυ)

基イく、機古ヒからスタートしまう
~ど

うぞよア)し く

すぐれたラケットに、よく似合うスポーツウェ7
数 υ々)名 11:とまでいわれるラケットをi`りだして

いるヨネックスそして、数多くυ)名 i雌 1を Fiてて

いるヨネヽンクスでも、ヨネックスのスホーツヤi学

はラケット11:1)′ますtili′ 吉ることはありません ラケソ

トを||ギ るそυ)かけ)だをつつみ込むスホーツウエ

アをnlること、それも人明な仕 'l:これぞすべて

をうえるヨネヽァクスυ)トータルなアフローチです

スポー・ンのベーシックな色は、プ)レー&グリーン

ョネックスυ)コーホレイトカラーカヽ なぜブルー

&グリーンなυ)力 、それはスホーツがいつも、人

地と:サ

.Iとの出会いυ)1場にあるかr)です とでもさ

わやかなi「ゴ舌きilftき とした11命、そんなスホー

ツ本米υ)':t本力りな意味もこめて、つオJlヨ オ、ッ

クスは、ブルー&グリーン 今11も、スホーツ人

1出lたちにとどけたいヨネックスυ)コ ンセフトです

▲



BADMINTON,
TENNIS RACKET
a SPORTS WEAR
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なぜ ウエスト・コーストと聞くだけで

僕たちの′じ1よ、こんなにも動くのだろう力Ъ

スポーツの、音楽の、フアッションの震源地だから力Ъ

青春のページに、深く想い出を

記してくれるに違いないウエストコースト。

明るtヽ 太陽、空気に触れる旅へ さあ、

思いたったら《海外旅行電話相談コーナ■〉へ

目的地のこと、コースのこと、ベテランがお答えしま魂

東京 (03)435531:

NOWサンフランシスコとロサンゼルス7日間(東京・

大阪発)・
・………………………………・・278,000円より

NOWアメリカ西海岸8日 間(東 京。大阪発)311,000円 より

マイフ
゜
ラン。ロサンじ レス10日 FH7(東京。大阪発)・

・…

…・・̈¨̈¨̈¨̈¨̈・・・…̈¨̈¨̈¨̈ ・̈・ 3̈02,000Fqょ り

フリータイム・サンフランシスコとロサンゼルス7日間

(東京。大阪発)¨… …̈………………312,Ooo円より

JOYアメリカ西海岸10日 間ディズニーランド・

コース(東京・大阪発)・………………520,000円より

●コースは東京発料金です●価格Hよ変更される場合があり

ます●価格は季節航空運賃により、出発日によって異なり

ます●お申込みは、3D・ 近くの旅行代理店でお気軽にどう0

名古屋 (052)5620961

福岡… (092)29:1254

●受付時間は午前9100～ 午後5:30

大阪…106)34i399!

札幌 (0!!)22155i3

日本 航 空 r

誌ξ鱚 鮒υ亀韓尊群 ξ[確勝#蒋恐尚 算馨 為馘 ∬邸貝縫
軍lバ

一一̈
””

〓
▲

ン

ノ ニ



AV時代の  重力‐
シンプルなフォルムに映像と音の先進技術を搭載 ライフスペースを大切にし

たい。時間も、空間も、自由に使いこなして創造的で個性的なテレビライフを

楽しみたい。くコスモ〉は、スペーステクノロジー。シティライフに鮮やかに

フィットするシンプル&スクウェアなフォルム。しかも、このコンパクトボディに、

迫真の映像出 力のサウンドが満喫できるAV時代の先進技術を搭載。●外部

スピーカー端子つき●ビデオ。オーディオ入/出 力端子つき
豪C‐ 14JWl型 は、オーデイオ出力端子装備。お手持ちのオーディオンステムでダイナミッタサウンドが楽しめまt

田&1'」Wi種鍾欄籍
131888日

[募1面

上手蹴bて上手に節電 三洋電機株式会社
楽サンヨーカラーテレビ

`Jよ
保証書がついていまt_‐購入の際、必ずき購入年月日、販売店名などの所定事項の記入及び記載内容をさ確認のうえ、お受け取りになり大切に保存してください。

◎ このマークは(社 )日 本電子機構工業会が定めた音声多重のシンボルマークでt楽 音声多重放送はまだ実施されていない地域がありま丸 詳しくは販売店におたずねください。



¨
醐
紳醐
鰊醐
紳醐
鰊醐
紳醐
鰊醐
鰊醐
鰊

0

14:30

古洗nd ②

15:20

言鵠nd O

言鵠nd O

81nd ⑩

¨
瓢
骰瓢
聰瓢
砂瓢
颯瓢
い瓢
鋏瓢
砂瓢
蜀

　̈【輌呻］̈

¨
■
砂■
聰■
骰■
欲■
砂■
砂■
颯■
颯

¨
■

¨
瓢
納瓢
紳瓢
紳瓢
鰊瓢
紳瓢
鰊瓢
貯瓢
紳

ｍ
■
鰊■
鯰■
脚■
脚■
眈■
鍼■
脚■
眈

¨
■
融■
貯■
紳■
鰊■
紳■
紳■
紳■
紳
12E30

大会 日程 Time ttab:e

13:30 14:30

,1謡
i ④ Pi3. 0

TIME

1
COURT

2

COURT

3

COURT

4

COUR丁

5

COURT

6

COURT

7

COURT

8
COURT

T:ME

1
COURT

2
COURT

1/14
《木〉
Thu

眈■
蜀■
紳■
琲

Ⅱ
■
ｍ
囲
Ｍ

①

ｒｄ

ｏｕ

●Ｓｔ

Ｏ ｕ

Gentlemen.s
Singles
男子シングルス

Ladies′

Singles
女子シングルス

GenJemen′ s

Doubies
男子ダブルス

Ladies′

Doubles
女子ダブルス

Mixed
Doubles
混合ダブルス

1/16
《土〉
Sat

⑫ｍ

ａ‐

ｅ

‐ｎ

沖【幽Ｍ［
PR31 ⑩

26



¨
醐
砂醐
鯰醐
砂醐
颯

］囲
脚囲
蜀囲
］

¨
Ⅲ
紳Ⅲ
琲Ⅲ
紳Ⅲ
］Ⅲ
鞣Ⅲ
鯰Ⅲ
眈Ⅲ
砂

　̈【̈
”“『

¨
囲
紳囲
紳囲
紳囲
紳囲
貯囲
い囲
い囲
欲

¨
Ⅲ

¨
Ⅲ
砂Ⅲ
欲Ⅲ
颯Ⅲ
颯Ⅲ
砂Ⅲ
颯Ⅲ
颯Ⅲ
颯

¨
囲

口
Ⅲ
『Ⅲ
『Ⅲ
脚Ⅲ

Ⅲ̈
『Ⅲ
『Ⅲ
脚Ⅲ
炒

¨
Ⅱ
鰊Ⅲ
紳Ⅲ
紳Ⅲ
鰊Ⅲ
紳Ⅲ
鰊Ⅲ
紳Ⅲ
紳

¨
囲
脚囲
［

12:00

15:00 16:00

●

縦の列はコー ト番号を、横の列は試合開

始時間を表 し、サインで競技の種別を表

示 しています

右下の●に自ヌキ数字は、男子単 複、

女子単 複、混合それぞれの試合番号 .

l st Roundか ら4 th Roundは 、 1回 戦か

ら4回戦、Sem Finalは 準決勝、Fna lま決

勝ですtな お、試合開始時間、コー トな

どは、試合進行状況により、変更になるこ

とがありますのでご了承 ください。

TIME

1
COURT

2

COURT

3

COURT

4

COURT

5

COURT

6

COURT

7

COURT

8
COURT

丁lME

1
COURT

2
COURT

1/15
〈金)

Fri

1/17
くEヨ〉
Sun

①0

『【＝Ш脚

FinalFinal

鋏Ⅲ
『Ⅲ
『Ⅲ
『



出場選手

GENTLEMEN
From Other Count“es

CANADA

」ohnson′ Paul

Tryon′ Pat

CHINA

VVang Yue― Pin

Li Mao

DENMARK

SugiartO′ lcuk

MALAYS:A

Leong′ Savv Swl

Sidek′ 」a‖ ani

Sidek′ Misbun

Sidek′ Razif

PAKiSTAN

PERU

Valde2′ Feder ko

Valdez′ German

SCOTLAND

G‖‖and′ B‖ ly

Travers′ Dan

イック スジャル ト

マレーシア

ツー スウィロン

ジャラニ シディク

ミスプン シディク

ラジフ シディク

ハ キスタン

タリク ワドウ

ペルー

フ エデ リコ バ ルデーツ

ジ ヤーマ ン バ ルデーツ

スコットランド

ビリー ギリランド

ダン トラバース

王妖平 ワン ユー ビン

李 矛 リー モー

デンマーク

Christiansen. Mark ?-r 2t)7+^,>t>
Kjeldsen, Michael

Nierhoff, Jens P

Svarrer, Morten

マイ勿 レキールセン

ジェーン Pニ セホフ

モルテン サバ レア

Competitors

外国選手・男子

カナダ

ポー,レ ジョンソン

パ ットトライオン

中国

Cheng」 ian Huang     離 燈 シェン チェン ホワン   WadOOu′ Ta百 q

ENGLAND          イギリス              SiNGAPORE        シンガポール

Baddeley Stephen      ステファンバ ドレー        Keat′ Wong shoon      ウォン ソーン ケー ト

Do叫 Martn         マーチン デュー

Goode′ Andy        アンディー グー粛 ―       SWEDEN          スウエーデン

」oし Kevin         ケビン ジョリー         Kansson′ stefan       ステフアン カールソン

Stevens′ Ray          レイ スティープンス         KIhlstrom′ Thomas      トーマス キールストロム

Tredget′ Michael       マイ勿 レトレジェット

Yates′ Nick             ニックイェーツ             TA:PEI               台ヨヒ

Chung Chia Chen      チャン シャー シェン

HONG KONG        香港                Chuen Chun Da       チユン チュン ダ

Chan Chi Choi      陳智才 チャン チ チォイ

Sze Yu             施  ヨ可 ツェユー         THA:LAND          タイ

Boonnoon,Pinl       ビニトボンヌーン

:ND:A            インド              Luengpetcharaporn′ Udom ウドム フレエンペットチャラポーン

Padukone′ Prakash      プラカシュパ デュコーン      S百 ratanakul′ Akraporn    アクラポーン スリラタナタ レ

Suharttdamron9 Surapong スラボン スハリットダムロン

:NDONESiA         インドネシア            Thanasnvanichai′ Sakchal  サクチャイタナスリノ` ニチャイ

Hadinata′ Chnst an     クリスチャン ハディナタ      Tr卜 vekin′ Knengsak     クリエングサク トリブキン

Hadiyanto         ハディヤント

Hartono′ Rudy         ルデイー ハル トノ          US.A.             アメリカ合衆国

Hastomo′ Arby       アビ ハストモ          Higglns′ Gary        ゲーリー ヒギンス

Heryanto′ Rudy      ルディー ヘ リヤント       Kinard,Ch‖ s       クリス キナー ド

Kartono               カル トノ

Pamungkas.Sigに       シジットパム ンカス

Pongoh′ Lius         リュース ポン
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LAD:ES
Fron1 0ther Countries

CANADA

Carter′ Wendy

Sk‖‖ngs′ Sandra

CH:NA

Chen Ru:zhen

Li Lingwei

Liu Xia

DENMARK

均aer′ Dorte

Nieisen′ Nettie

Sorensen′ Rikke V

ENGLAND

Perry7 Nora

Podger′ Sa‖ y

Webster′ 」ane

NETHERLANDS

Ridder′ Marlan

van Beusekom′ 」oke

From JAPAN

GENTLEMEN

Hasegawa, Hiroyuki

lkeda, Nobutaka

Miyamori, Shoukichi

Nishiyama, Hiroshi

Ozaki, Mikio

Toganoo, Shohichi

Tsuchida, Masao

Tsuji, Toshihiro

Zeniya, Kinji

LADIES

Haraguchi, Keiko

外国選手・女子

カナダ

ウェン粛 ― カーター

サンドラ スキリング

中国

陳瑞真 チェン ルイゼン

李玲蔚 リー リンウェイ

劉 霞 リュー シャ

デンマーク

詢レテ キオール

ネシ ー ニールセン

リッケ ソレンセン

イギリス

ノラ ベリー

サリー ポジャー

ジェーン ウェブスター

オランダ

マーヤン リダー

ヨークバ ン ピューセコム

日本選 手

男子

長谷川博幸

池田 信孝

宮森 庄吉

西山 博司

尾崎 幹雄

栂野尾 昌一

土田 証雄

辻  敏弘

銭谷 欽治

女子

原 口 恵子

HONG KONG

Chan Lim Chee Amy

Leuang Chan Ha

INDONESIA

Damayanti, Rurth

Fajirin. Verawati (Wiharjo)

Lie, lvana

KOREA

Hwang Sunai

Kim Yunta

Yu Sanghee

Shu

Yoonsook Kim

Eunjoo Song

TAIPEI

Chen Yu-Chen

Lin Hui-Hsu

u.s.A.

Kinard, UtamiDewi

Jinnai, Kimiko

Kawamura, Shigemi

Kitada, Sumiko

Kondo, Saori

Nishimura, Michiko

Taira Kumiko

Takada, Mikiko

Takamine, Kazuko

Toganoo, Etsuko

Tokuda, Atsuko

Tohkairin, Fumiko

Tsukioka, Hiromi

Yokoyama, Narumi

Yonekura, Yoshiko

香港

陳念慈 チャン リム チー アミー

梁秋霞 ルーアン チョー ハ

インドネシア

ルース ダマヤンシ ー

ベラワティフアジリン

イバナ リー

韓国

黄善愛 ハン ソン エイ

金練子 キム ユンタ

柳尚姫  ヨーシヤンヒー

ン ユ ~

ヨー ン シ ュク キム

エ ン ヨー ソン

台 1し

チェン ユー チェン

リン フー スー

アメリカ合 衆 国

ウタミデ ビ キナー ド

陣内貴美子

河村 茂美

北田ス ミ子

近藤 小織

西村美千代

平 久美子

高田 幹子

高峰 和子

栂野尾悦子

徳 田 敦子

東海林文子

月岡 広美

横 山ナル ミ

米倉よ し子

29



選 手紹介

● PAULJOHNSON
ポーJレ ジョンソン

'81全英選手権 複 :ベ スト8

'81カナダオニプン 複 :ベ スト8

●PAT TRYON
パ ットトライオン

'81カ ナダオニプン 単 :ベ スト8

Biographies

OWENDY CARTER
先 ン粛 ― カーター       25歳
'76・ '77・ '78カナダオ=プン 単 :優勝

'78全英選手権 単 :ベ スト4複 :ベ スト4

'78世界ランキング 単 :3位

'79全英選手権 単 :ベ スト8

'81ジャパンオニプン 単 :ベ スト4

'81デ ンマークオープン 単 :ベ スト4

'81カ ナダオ=プン 複 :ベ スト4混合 :ベスト8

OSANDRA SKILLINGS
サンドラスキリング 21歳

'81カ ナダランキング 単 :3位 複 :1位

混合 :7位

'81カ ナダオ=プン 複 :ベスト4,昆合 :ベ スト8

● LI MA0
李 矛 リー モー

浙江省体育学部学生

'80国 内選手権 単 :ベ スト4複 :2位

'81ワールドゲーム 中国代表選手

OCHEN RUI―ZHEN
陳瑞員 チェンルイゼン

福建体育学院学生

'81マスターズ 単 :ベスト4

'81ワール ドゲーム 単 :優勝

23方支

21歳

DENMARK デンマーク

● MARK CHR:STIANSEN
マーク クリスチャンセン     17歳

学生

'81ヨーロッパジュニア選手権 複 :優勝

混合 :2位

'81デンマークオ=プン 複 :2位

●MICHAEL K」 ELDSEN
マイケル キールセン

学生

18歳

'80チェコスロバキア選手権 単 :優勝

'81ヨ ーロッパ ジュニア選手権 単・複 :優勝

'8 デンマークオープン 複 :ベ スト4

'8 デンマークランキング 単 :7位

21歳

単 :イ憂勝

,昆合 :イ憂勝

'77～ '80デンマークジュニア選手権 単 :優勝

'80・ '81チェコスロバキアオニプン 複 :優勝

'81ドイツオ=プン 複 :優勝

OLI LIN― Ⅵノ圧|

李玲蔚 リー リンウェイ

杭州第 1中学学生

'80国 内ダブルス選手権 優勝

'81ワールドカップ 単 :2位

'81国 内選抜選手権 複 :2位

OLIU X:A
劉 霞 リュー シャ

上海体育学校教師

'81世界選手権 複 :優勝

'81ワールドゲーム 複 :優勝

'81マ スターズ 複 :優勝

18歳

27方曼

CANADA カナダ

22方曼

混合 :ベスト8

24方証

複 :ベスト8

●」ENS P NIERHOFF
ジェーン P.ニ セホフ

学生

'79・ '80ヨ ーロッパジュニア選手権

ウェンデイー カーター

CHINA 中国

●CHENG」 :AN― HUANG
程 健 腟 シェン チェン ホワン

浙江大学体育学部学生

'81国 内選手権 単 :ベ スト4

●WANG YUE― PIN
王 沃平 ワン ユー ビン

浙江大学体育学部学生

'80国 内選手権 単 :ベ スト8

20方詭

23方置

程 健 燈 王 鋲平 李 矛 陳 瑞真 李 玲蔚 劉 霞
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● A/10RTEN SVARRER
モルテン サバ レア       20歳

学生

'81デ ンマークランキング 単 :6-8位

O DORTE KJAER
ドルテ キオール

学生

17歳

'81デ ンマーク選手権 複 :優勝

'81ヨ ーロッパ ジュニア選手権 複 :優勝

混合 :2位

O NET~「lE NIELSEN
ネシ ー ニールセン       17歳
'81デンマーク選手権 複 :優勝

'81ヨ ーロッパジュニア選手権 複 :優勝

'81ヨーロッパ選手権 単 :2位

'81/Jレ ウェー選手権 単 :2位

OR:KKE V SORENSEN
リッケ ソレンセン        18歳

学生

'81デ ンマーク選手権 単 :優勝

'81デ ンマークランキング 単 :2位

ENGLAND     イギリス

●STEPHEN BADDELttY
ステカ ンバ ドレー       20歳
'81イングランドランキング 単 :4位

'81カナダオ=プン 単 :ベ スト8複 :2位

●MARTIN DEW
マーチンデュー 23方詭

'81イングランドランキング 複 :2位

'81カナダオ=プン 複 :2位 混合 :ベ スト4

マーク クリスチャンセン

ジェーン P ニセホフ

●ANDY G00DE
アン粛 一 多たづヤー

●KEViN」 OLLY
ケビン ジョリー

'77全英ジュニア選手権 単・複・混合 :優勝

'77ヨ ーロッパジュニア選手権 単 :ベスト4

複 :ベスト4'昆合 :ベ スト4

'79イ ングランドランキング 単 :2位

'81全英選手権 単 :ベスト8

'81ス ウェーデンオ=プン 単 :ベ スト4

リッケ ソレンセン

′● M!CHAEL TREDGEl~「
マイケル トレジェット       32歳
'81世界選手権 混合 :2位

'81マスターズ 複・混合 :優勝

'81全英選手権 複 :ベ スト8混合 :優勝

'81デンマークオニプン 複 :ベ スト4

混合 :優勝

ケビン ジョリー

ドルテ キオリレ

22方誠

22歳

Uレテン タ レ`ア

マーチン デュー
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● RAY STEVENS
レイスシ ープンス        30歳
'77世界選手権 複 :ベ スト4

'78ヨ ーロッパ選手権 複 :優勝

'78世界ランキング 複 :3位

'79イングランドランキング 単・複 :1位

'80全英選手権 複:2位

'80世界選手権 複 :ベスト8

'81デ ンマータオ=プン 単 :ベスト8

'81全英選手権 複 :ベスト8

'81ス ウェーデンオ‐プン 単 :ベスト4

混合 :ベ スト4

'81カナダォ=プン 複 :優勝 混合 :2位

● NICK YAT[S
ニック イエーツ         20歳
'81イングランドランキング 単 :3位

'81オ ランダオープン 単 :優勝

'81カ ナダオニプン 単 :優勝 複 :ベ スト8

0SALLY PODGER
サ リー ポ ジャー

'81マスターズ 単 :ベ スト4

'81カ ナダオ=プン 単 :ベ スト8複 :ベ スト4

混合 :ベ スト4

O NORA PERRY
ノラベ リー

'80全英選手権 複・混合 :優勝

'80世界選手権 複 :優勝 混合 :2位

'81デ ンマークオ=プン 複・混合 :優勝

'81マスターズ 混合 :優勝

'81ジャパ ンオ=プン 複 :2位

'81世界選手権 複・混合 :2位

'81全英選手権 複・混合 :優勝

'81ス ウェーデンオニプン 複・混合 :イ憂勝

'81カ ナダオ=プン 複 :優勝 混合 :2位

○」ANEヽVEBSTER
ジェーン ウェブスター       25歳
'79イングランドランキング 単 :3位

'80世界選手権 複 :優勝

'81デ ンマラ オ‐プン 複 :優勝

'81世界選手権 複 :2位

'81全英選手権 単 :ベ スト8複 :優勝

混合 :ベ スト8

'81カ ナダオニプン 単 :ベ スト4複 :優勝

混合 :ベ スト4

27方貴
HONG KONG 香港

●CHAN CH!CHOI
陳智才 チャン チ チォイ    20歳
'81ホンコン選手権 単・複・混合 :2位

'81ホンコンランキング 2位

●SZE YU
施 ]]｀ンェ ユー 19歳

学生

'81ホンコン選手権 単・複 :優勝

'81オーストラリア・インターナショナリレ 単 :優勝

'81ホンコンランキング 1位

OCHAN LIM CHEE′ AMY
陳念慈 チャン リム チー ア ミー 20歳

学生

'81ホンコン選手権 単・複・混合 :優勝

'81オーストラリア・インターナショナル 単 :2位

'81ホンコンランキング 1位

OLEUANG CHAU HA
梁秋霞 ルーアン チョー ハ   31歳
'76アジア招待選手権 単 :優勝

'78ホンコン招待選手権単・複 :優勝

'81ホンコンランキング 2位

サリー ポジャー

陳 智才

Ｌ

通
習

ノラ ベリー//ジェーン ウェフ狭ター 陳 念慈

ニツク イエコン

―

       l

施 羽

梁 秋霞



クリスチャンノ`ディナタ/リュース ポン

lNDONESiA インドネシア

● CHRIS丁 lAN HADINAttA
クリスチャン ハラツナタ      32歳

体育大生

'72・ '73全英選手権 複 :優勝

'77全英選手権 複 :2位

'77世界選手権 複 :2位

'78全英選手権 複 :2位

'78世界ランキング 複 :2位

'79全英選手権 混合 :優勝

'80全英選手権 複 :ベ スト4

'80世界選手権 複 :優勝

'81デンマークオープン 複 :優勝 混合 :2位

'81全英選手権 複 :ベスト4混合 :2位

'81世界選手権 混合 :ベ スト4

● HADIYANTO
ハラシヤント

'81全英選手権 単 :ベ スト8

'81デンマψ オ‐プン 単 :ベ スト4

● RUDY HARTONO
ル |ガィー ハル トノ

'68～ '74全英選手権 単 :優勝

'76全英選手権 単 :優勝

'81全英選手権 単 :ベスト4

'81デ ンマψ オ=プン 単 :ベスト4

'81ジャパンオ=プン 単 :優勝

27歳

ルース ダヤヤンケィー

● HASTOMO ARBY
ハストモ アビ

●RUDY HERYANTO
ルうウ ー ヘ リヤント

'81全英選手権 複 :優勝

'81世界選手権 複 :ベ スト4

● KAR丁ONO
カル トノ

'81世界選手権 複 :ベ スト4

'81全英選手権 複 :優勝

●S:GIT PAMUNGKAS
シジットパ ム ンカス

●LIUS PONGOH
リュース ポン

'79トマス杯インドネシア代表選手

'80世界選手権 単 :ベ スト4

'81ジャパンオ=プン 単 :2位 複 :優勝

'81ス ウェーデンオ=プン 単 :優勝

'81全英選手権 単 :ベスト8

● lCUK SUG!ARTO
イック スジャル ト

22歳

イ/ヽナリー

23方覧

学生

'75インドネシアジュニア選手権 単・複 :優勝

'78ユーバー杯インドネシア代表選手

'78アジア大会インドネシア代表選手

'81全英選手権 複 :ベスト8

0VERAINATIFA」 IRIN
ベラワティカ ジリン      24歳

体育大学学生

'78ユーバ=杯インドネシア代表選手

'78デンマークオ=プン 複 :優勝

'78世界ランキング 複 :2位

'79全英選手権 複 1混合 :優勝

'80全英選手権 単 :2位

'80世界選手権 単 :2位 複 :2位

21歳   '81デ ンマークオ=プン 単 :ベスト4

'81全英選手権 単 :ベ スト4

'81ジャパンオ‐プン 複 :ベ スト4

OiVANA L!E
イバナ リー 21歳

'76イ ンドネシア学生選手権 複 :優勝

'77東南アジア地区ジュニア大会 単・複 :優勝

'78東南アジア地区学生大会 単 :優勝

'81全英選手権 単 :ベスト4

'81ス ウェーデンオニプン 単 :2位

O RUTH DAMAYANTI
ルースダマヤンシ ー

ベラワティ ファジリン

30方詭
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:ND:A

● PRAKASH PADUKONE
プ ラカシュ パ デ ュコーン

銀行員

'79世界オニプン大会 単 :優勝

'80全英選手権 単 :優勝

'80世界選手権 単 :ベ スト8

'81デ ンマークオニプン 単 :2位

'81全英選手権 単 :2位

'81世界選手権 単 :ベ スト4

'81マスターズ 単 :2位

'81ジャパ ンオニプン 複 :2位

インド KOREA 韓国

OH磯 ＼NG SUNA!
26歳   黄善 愛 ハ ン ソン エイ    20歳

韓国体育大学学生

'79オールコリア 単 :優勝 複 :優勝

'80韓国ランキング 1位

'81ジャパンオ=プン 単 :イ憂勝

'81世界選手権 単 :2位 複 :ベ スト4

'81全英選手権 単 :優勝

'81ス ウェーデンオニプン 単 :優勝

OK:AЛ YUNTA
金 練 子 キム ユ ンタ      18歳
高校生

'80韓国ランキング 3位

'81ジャパンオープン 単 :ベスト4

'81デ ンマークオ=プン 複 :ベ スト4

'81世界選手権 複 :ベスト4

'81全英選手権 単 :ベ スト8複 :ベ スト4

'81ス ウェーデンオニプン 複 :ベスト4

0YU SANGHEE
ヨー シャン ヒー

OSHU
ン ユ ~

OY00NS00K KIM
ヨーン シュク キム

OEUN」 00 SONG
エン ジョーソン

MALAYS:A マ レーシア

● Sノ鼎V SWI LEONG
ソー スシ ロン

●JAILAN:SiDEK
ジャラニ シテレク

27方詭

18歳

―・ ‐
…   

… …
 1■ 醸

ブラカシュ ノ`デュコーン

●M:SBUN SIDEK
ミスプン シ粛 ク        22歳
'81全英選手権 複 :ベ スト8

'81デ ンマークオ=プン 複 :ベスト8

● RAZIF S:DEK
ラジフ シ粛 ク          19歳

会社員

'80全英選手権 複 :ベスト4

'80台湾オ=プン 複 :イ憂勝

'81全英選手権 複 :ベ スト8

'81デ ンマークオニプン 複 :ベスト8

ン

ｒ

一ギビリ

ラジフ シディク

黄 善愛
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OJOKE VAN BEUSEKOM
ヨーク バ ン ビューセコム     29歳

商社秘書

'68～ '79オランダ選手権 単 :優勝

'68・ '70・ '74～ '79オランダ選手権 複 :優勝

'77ニ ュージーランド世界招待大会 単 :優勝

複 :イ憂勝

'77世界選手権 複 :2位

'77全英選手権 複 :ベ スト4

'78ヨ ーロッパ選手権 単・複 :ベスト4

'78全英選手権 単 :ベ スト8

'80全英選手権 複 :ベ スト8

'80世界選手権 単 :ベ スト8

PAK:STAN パキスタン

●TARIQ WAD00U
タリク ワドウ

'81パ キスタンランキング 単 :1位 複 :l位

NETHERLANDS オランダ PERU

O MAR」 AN RIDDER
マーヤン リダー         28歳

電話公社事務員

'77第 1回世界大会 複 :2位

'77全英選手権 複 :2位

●FEDERICO VALDEZ
フェデ リコバルデーーツ

●GERMAN VALDEZ
ジャーマン バ ルデーズ

SCOTLAND  スコットランド

●BILLY GILLILAND
ビリー ギリランド

'81ス コットランド選手権 複 :優勝 混合 :優勝

'81ス コットランドオープン 混合 :イ憂勝

'81全英選手権 混合 :ベ スト8

'81世界選手権 複 :ベ スト4

'81マ スターズ 複 :ベ スト4

'81イ ンドオニプン 混合 :2位

'81カナダオープン 複 :ベ スト4,昆合 :ベスト8

● DAN TRAVERS
ダン トラバース         25歳
'81世界選手権 複 :ベ スト4

'81マ スターズ 複 :ベ スト4

'81カ ナダオ=プン 複 :ベ スト4

ペル ー S:NGAPORE  シンガポール

●WONG SH00N KEA丁
ウォン ソーン ケー ト

SWEDEN スウェーデン

24方詭

●STEFAN KARLSSON
ステカ ン カールソン      26歳
消防士

'79ス ウェーデンランキング 単 :2位 複 :1位

'79全英選手権 複 :2位

'80マ スターズ 複 :2位

'81デ ンマークオニプン 複 :ベ スト4

'81ス ウェーデンオニプン 複 :優勝

'81全英選手権 複 :ベスト4

'81世界選手権 複 :ベ スト4

'81マスターズ 複 :2位

●丁HOMAS KIHLSTROM
トーマス キールストロム     33歳

'81全英選手権 複・混合 :ベスト4

'81世 界選手権 複 :2位 混合 :優勝

'81デ ンマークオニプン 複 :ベ スト4

'81ス ウェーデンオニフン 複 :イ憂勝

'81マ スターズ 複 :2位

'81カ ナダオニプン 単 :2位 複 :優勝

混合 :優勝

トーマス キルストロム ステファン カつ レソンヨーク ノヽン ピューセコム/マーヤン リダー
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TAIPEl

●CHUNG CHIA― CHEN
チャン シャー シェン

●CHUEN CHUN― DA
チュン チュンダ

OCHEN YU―CHEN
チェン ユー チュン

'76～ '77台湾選手権 単 :優勝

'79台湾選手権 複 :優勝

'79ユーバー杯代表選手

OLIN HU卜 HSU
リン フー スー

'78台湾ジュニア選手権 複 :優勝

'79台 ,弯 ジュニア選手権 単 :2位

'79ユーバー杯代表選手

ビニトボンヌーン アクラポーン

台ゴヒ THA:LAND タイ

● PINIT B00NN00N
ピニ トボンヌーン        27歳
'81オークランドインターナショナル 複 :2位

'81カ ナダオ=プン 複 :ベ スト4

●UDOM LUENGPEttCHAMPORN
ウドム ルエンペ ットチャラポーン  25歳
会社員

'80カナダオニプン 単 :ベ スト8

'80タイ国ランキング 1位

●AKRAPORN SRIRATANAKUL
アクラポー ン スリラタナクル

大学生

'80タイ国ランキング 2位

24方覧

18歳

●SURAPONG SUHARITDAMRONG
スラポン スハ lリ ットダムロン   26歳
'78オーストラリア・シリレバーポウレ・トーナメ

トーナメント単 :2位

'81カ ナダオープン 単 :ベ スト8複 :ベスト4

●SAKCHAI THANASRIVANICHAI
サクチャイタナスリバニチャイ

●KRIENGSAK TRl― VEKIN
クリエングサクトリブキン     20歳

U.S.A アメリカ合衆国

●GARY HIGGINS
ゲ ー リー ヒギンス        30歳
'80アメリカランキング 単 :1位 複 :2位

'81アメリカランキング 複 :1位 単 :2位

'75。 '76。 '78～ '82ト マス杯代 表選 手

●CHRIS KINARD
クリスキナード

'72～ '74・ '76・ '77・ '79。 '81

アメリカ選手権  単 :優勝

'76ベ ルーオ=プン 単 :優勝 複 :優勝

'79メキシコオープン

'昆

合 :イ憂勝

'80南 アフリカオ=プン 単 :優勝

'81アメリカランキング 単 :1位

'70・ '73・ '76・ '79ト マス杯代表選手

O UTAM!DEWI KINARD
ウタミデ ビ キナー ド

'75全英選手権 単 :ベスト4

'75オーストラリアオープン 単 :優勝

'79メキシコオ=プン 単・混合 :イ憂勝

'80南 アフリカオニプン 単 :優勝

'81アメリカ選手権 単 :優勝

'81アメリカランキング 単 :l位

インドネシアオニプン 単 :3回優勝

サクチャイ タナスリノ`ニチャイ

長谷川博幸

ウドム ,レエンペットチヤラポーン スラポン パ リットダムロン クリエングサク トリブキン ウタミデビ キナード

池田信孝
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JAPAN 日本

● HIROYUKI HASEGAWA
長谷川博 幸          24歳
ヨネックススポーツ(悌

'80全 日本実業団 単 :ベ スト4

'80オールジャバン 単 :優勝 複 :2位

'80全 日本社会人 複 :2位

'81全 日本社会人 複 :ベ スト4

'81全 日本実業団 単・複 :ベ スト4

'81日 本ランキング 単 :2位 複 :1位

● NOBUTAKAIKEDA
池 田信孝           33歳

電電東京

'79オールジャパン 複 :優勝

'79全 日本実業団 複 :優勝

'80全 日本実業団 複 :優勝

'80オールジャパン 複 :ベスト4

'81全 日本実業団 複 :ベ スト4

'81全 日本社会人 複 :ベスト4

'81 日本ランキング 複 :4位

●SYOKICHI MIYAMORI
宮森庄 吉           24歳

電電東京

'81全 日本実業団 単 :ベ スト4複 :優勝

'81全 日本社会人 複 :優勝

'81日 本ランキング 単 :6位 複 :2位

● H:ROSHI NISHIYAMA
西 山博 司

中央大学

'79東 日本学生 単・複 :優勝

'79関東学生 単 :優勝

'79オールジャパン 単 :優勝

'80イ ンカレ 複 :優勝 単 :2位

'80オールジャパン 単 :ベ スト8

'81 日本ランキング 単 :4位 複 :3位

● MIK:0 0ZAKI
尾崎幹雄

電電東京

'76～ '78オールジャパン 複 :優勝

'79オールジャパン 複 :優勝

'80全 日本実業団 複 :ベスト4

'80オールジャパン 複 :ベ スト4

'81全日本実業団 複 :ベ スト4

'81全 日本社会人 複 :ベ スト4

'81 日本ランキング 複 :4位

22方詑

28方気

●SHOICHITOGAN00
栂 野尾 昌-         34歳
ヨネックススポーツ帥

'74全英選手権 複 :ベ スト4

'74カナダオニプン 複 :優勝

'73・ '74・ '76・ オールジャパン 複 :優勝

'75・ '77・ '78 オールジャパン 複 :2位

'80全 日本実業団 複 :優勝

●MASAO TSUCHIDA
土田証 男           27歳
電電東京

'75・ '77・ '78オールジャパ ン 複 :優勝

'77～ '79オールジャパ ン 単 :2位

'79オールジャバ ン 複 :2位

'79全 日本実業団 単・複 :2位

'79全英選手権 複 :ベ スト4

'80全 日本実業団 単・複 :2位

'80オールジャパ ン 単 :ベ スト4複 :優勝

'81全 日本実業団 単 :2位 複 :優勝

'81全 日本社会人 単・複 :優勝

'81ジャパ ンオープン 複 :ベスト4

'81 日本ランキング 単 :5位 複 :2位

●TOSHIHIRO TSU」 :

辻 敏 弘          25歳
ヨネックススポーツ帥

'77オールジャパン 複 :ベ スト4

'78全 日本実業団 単 :2位 複 :ベスト8

'78ニ ュージーランドオ‐プン 複 :2位

'78オールジャパン 単 :ベ スト8複 :ベ スト4

'79オールジャパン 単 :ベ スト4複 :ベスト4

'80全 日本実業団 複 :ベスト4

'80オールジャパン 複 :2位

'80全 日本社会人 複 :2位

'81全 日本実業団 単 :ベ スト8複 :ベ スト4

'81全 日本社会人 複 :ベ スト4

'8: 日本 ランキング 単 :3位 複 :1位

辻敏弘

土 田証 雄

西 山博 司
栂野尾昌一
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●KIN」 I ZENIYA
銭谷欽治

カワサキラケット帥

'74・ '76～ '79オールジャパ ン 単 :イ憂勝

'79全 日本実業団 単 :優勝

'79全 日本社会人 単 :優勝

'80全 日本実業団 単 :優勝

'80オールジャパ ン 単 :2位

'80全 日本社会人 単 :優勝

'81全 日本実業団 単 :優勝

'81 日本 ランキング 単 :1位 複 :3位

OKEIKO HARAGUCHI
原 口恵子

サントリー帥

'79全 日本総合大会 複 :ベスト8

'80全 日本社会メ、単 :ベスト8

'80全 日本実業団 複 :ベ スト8

'81全 日本実業団 単・複 :ベ スト4

'81 日本ランキング 単 :7位

OKIMIKO」 lNNAI
陣 内貴 美子

熊本中央女子高校

'80インターハイ 単・複 :優勝

'81ス ウェーデンオニプン 複 :2位

'81 日本 ランキング 単 :3位

OSHIGEMI KA1/VAMURA
河村茂美

三洋電機 llm

'78全 日本学生 複 :2位

'79全 日本学生 複 :優勝

'80全 日本社会人 複 :3位

'81日本ランキング 複 :5位

OSUMIKO KITADA
北 圧ヨスミ子

四条畷短期大学

'79インターハイ 単・複 :優勝

'80インカレ 単・複 :イ憂勝

'80オールジャパン 単 :優勝

'81ス ウェーデンオニプン 単 :ベ スト4

'81 日本ランキング 単 :1位 複 :2位

OMiCHIYO NISHIMURA
西村 美千代          21歳
サントリー鑢

'80インカレ 複 :優勝

'80オールジャパン 複 :ベスト8

'81全 日本実業団 単 :ベ スト8

'81 日本ランキング 単 :10位 複 :7位

23方覧

OSAORIKONDO
近藤小織

松本組

'79オールジャパ ン 単 :ベ スト4 複 :2位

'79全英選手権 単 :2位

'80全英選手権 単・複 :ベ スト8

'80全 日本社会人 単 :優勝

'80世界選手権 単・複 :ベ スト8

'80オールジャパ ン 単 :ベ スト8複 :2位

1切義   '81ジャバ ンオープン 複 :ベ スト4

'81デ ンマークオ=プン 単 :2位

'81全英選手権 複 :ベ スト8

'81 日本ランキング 単 :6位 複 :3位

OKUMIKO TAIRA
平 久美子

三洋電機欄

'79全 日本学生 複 :優勝

'80全 日本社釜しべ 複 :3位

'81日本 ランキング 複 :5位

O KAZUKO TAKAMINE
高峯和子           19歳
サントリー帥

'80インターハイ 単・複 :優勝

'81全日本実業団 単 :ベ スト8

'81全日本社会人 複 :2位

'81ス ウェーデンオニプン 複 :2位

'81日本ランキング 単 :8位 複 :6位

24方気

22方覧

22方貴

19歳

LI裁
陣内貴美子銭 谷 欽 治

近藤小識

原 口恵子 河村 茂 美
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O MIKIKO TAKADA
高田幹子          25歳
松本組

'78全英選手権 複 :優勝

'79全 日本実業団 複 :優勝

'79オールジャパ ン 単 :ベ スト8 複 :2位

'79全英選手権 複 :2位

'80世界選手権 複 :ベ スト4

'80全 日本実業団 複 :優勝

'80オールジャパ ン 複 :2位

'81ジャバ ンオニプン 複 :ベ スト4

'81全英選手権 複 :ベ スト8

'81日 本 ランキング 複 :3位

OATSUKO TOKUDA
徳 田敦 子

'78全英選手権 複 :優勝

25方置

'79オールジャパ ン 単 :ベ スト4 複 :優勝

'79全 日本実業団 単 :ベ スト4 複 :優勝

'79全英選手権 複 :2位

'80全英選手権 複 :2位

'80全 日本実業団 複 :優勝

'80オールジャパ ン 単 :ベ スト4 複 :優勝

'80世界選手権 複 :ベ スト4

'81ジャパ ンオ=プン 複 :優勝

'81全英選手権 複 :ベ スト4

'81デ ンマークオニプン 単 :ベ スト8複 :2位

'81 日本 ランキング 単 :5位 複 :1位

高 田幹子

高峰和子

●は男子選手 ○は女子選手です

OETSUKO TOGAN00
栂野尾悦子         31歳
ヨネックススポーツ(掬

全英選手権 単 1回・複 4回優勝

世界選手権 '77複 :優勝

全 日本総合 単 1回・複 7回・混合 3回優勝

全 日本実業団 単 2回準優勝・複 2回優勝

全 日本社会人 単 1回・複 1回優勝

'81 日本 ランキング 複 :4位

OFUMIKO TOHKAIRIN
東海林 文子          23歳
サントリー帥

'79カナダオ=プン 単 :優勝

'80オールジャパン 単・複 :ベ スト8

'80全 日本社会人 単・複 :ベ スト8

'81全 日本実業団 単・複 :ベ スト4

'81全 日本社会人 単・複 :2位

'81世界選手権 単・複 :ベ スト4

'81デ ンマークオリ ン 単 :ベ スト8

'81日 本 ランキング 単 :4位 複 :2位

O HIROMITSUK10KA
月岡広美

新潟青陵短期大学

'79イ ンカレ 単 :ベ スト4

20方詭

'81全 日本実業団 単 :ベ スト8複 :ベ スト4

'81カ ナダオ=プン 複 :ベ スト8

'81 日本 ランキング 単 :9位 複 :4位

栂野尾悦子 月岡広美

ONARUMIYOKOYAMA
横 山ナルミ

サ ントリーい

'81 日本 ランキング 複 :7位

21歳

OYOSHIKO YONEKURA
米倉 よし子          23歳

電電東京

'78デ ンマークオープン 複 :2位

'78全英選手権 複 :2位

'78オールジャパン 複 :2位

'79オールジャパン 単・複 :優勝

'79全 日本実業団 単 :2位 複 :ベスト8

'80全日本実業団 単 :2位

'80オールジャバン 単 :2位 複 :優勝

'80全英選手権 単 :ベ スト4複 :2位

'80世界選手権 複 :ベ スト4

'81全 日本実業団 単・複 :優勝

'81全 日本社会人 単 :ベ スト4複 :優勝

'81全英選手権 単 :ベスト8複 :ベ スト4

'81デ ンマークオ=プン 単 :ベ スト8複 :2位

'81マスターズ 複 :2位

'81ジャパンオニプン 複 :優勝

'81 日本ランキング 単 :2位 複 :1位

米倉よし子
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役員・加盟国 BadmintOn Federation
(l.B.F.)

OFFiCERS FOR 1981-82

PRES:DENT                      chairman of Counc‖ : C C Reedie        CONT,NENTAL REPRESENTAT:VES
C C Reedie         scOtland           Deputy Chalrman:    P‐ E Nlelsen         A E ter Met2       European

Badminton Union

HONORARY SECRETARY&
lMMEDIATE PAST PRES:DENT        couNCIL                        TREASuRER
S Moh‖n           sweden            R 」ohansson       Sweden             H /ヽalken           The Nethe「 lands

M Khir」 oharI       Malaysia

AE」 ones        England          PLAYER EXECUTiVE
」E Robson         Nevv Zealand         C F Cinig‖ o         England

V:CE‐ PRESiDENTS                  D Teluoso        Nige面 a

S R Chadha       lndia             L D Wortman      Canada           CENERAL SECRETARY
ES 」arrett       uSA           IBacher         Denmark          Mrs VS Rowan    England
P―E Nielsen       Denmark          H Barge          FR Cermany
LD Palmer        New Zealand      M lmakita        」apan            HoNORARY L:FE V:CE― PRES,DENTS
D Sudirman        indonesia           Suharso S          indOnesia            D L Bloomer        Scot and
H R Ward         Austra‖ a          ■T Tsui          Hong Kong         s Moh“n         sweden
Zhu Ze            China             A A Verstoep       Belgium            H Morland         England

COMMITTEES FOR 1981 _82

FINANCE R. Johansson l.D. Palmer
A.A. Verstoep Chairman l.D. Palmer J.E. Robson
L.D. Wortman Deputy Chairman J.E. Robson C.C. Reedie ex-oflicio
H. Barge D. Sudirman H. Valken ex-officio
S. Mohlin D. Tejuoso
P-E. Nielsen H. R. Ward OPEN BADMINTON
Suharso S. L. D. Wortman C.C. Reedie Chairman
T.T. Tsui Zhu Ze T. Bacher Deputy Chairman
C.C. Reedie ex-officio C.C. Reedie ex-officio C.E Ciniglio
H. Valken ex-officio H. Valken ex-officio M. lmakita

T. Kihlstrom
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS RULES & LAWS A.E. ter Metz
& TOURNAMENTS P-E. Nielsen Chairman P-E. Nielsen
A.E. ter Metz Chairman H.R. Ward Deputy Chairman Mrs. N. Perry
A.E. Jones Deputy Chairman S.R. Chadha J.E. Robson

T. Bacher E.S. Jarrett S. Skovgaard

S. R. Chadha R. Johansson T.T. Tsui
M. lmakita M. Khir Johari H. Valken ex-officio
E.S. Jarrett A.E. Jones

THE LiST OF THE COUNTR:ES AFFIL:ATED WITH:BF

国際バ ドミ〕ント〕′連盟    The international

AuSTRAL A            FRANCE
GERMAN D R            KENYA
GERMANY FR of        KOREA

AuSTRIA
BANGLADESH
BELGlUM
BRUNEI
BURMA
CANADA

GHANA
HONG KONG
HUNGARY
lCELAND

D RR KOREA
MALAYSlA
MALTA
MEXICO
NEPAL
NETHERLANDS

PAKlSTAN
PERU
PHlLIPPINES

POLAND
PORTUGAL
SCOTLAND
SINGAPORE

TANZANIA
THA LAND
TRINIDAD&TOBAG0
UGANDA
USA
uSSR
WALES

SOUTH AFRlCA         ZAMBIA
SRI LANKA

CHINA                lNDIA
CZECHOSLOVAKIA       INDONES:A
DENMARK           IRAN
ENGLAND             IRELAND
FINLAND
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NEW ZEALAND          SWEDEN
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日本バ Rンレ 協会役員 The Nippon Badminton
Associations{N.B.A.)
Officers

PRESIDENT YoshioSakurauchi

VICE.PRESIDENT HisashiShiNtO

Masao Oguchi

会 長

副会長

顧 問

参与

理事長

副理事長

理 事

桜内 義雄

真藤  恒

′
lヽ 口 政雄

石渡 俊一

岩崎 純三

柴田 勝治

白山源三郎

地崎宇三郎

内藤  健

永末 英一

林  義郎

藤田 義光

松下 正寿

森友徳兵衛

渡辺 秀央

伊沢 三郎

今井  先

角田 賢三

川端 昇市

小宮 淳宏

宮沢 宏之

小飼 栄一

伊藤 鉱一

相場 清ニ

阿部  学

今北 基夫

池田 昌道

岡本 武利

神沢  暁

北  義一

里見 光徳

杉田 安雄

関根 義雄

遠井 稔男

内藤 安雄

野村  嘉明

浜中  誠

和田  寿

上原 正士

加藤 三夫

福岡 幸一

ADViSER  Shunichilshiwatari

Junzo lwasaki

Katsull Shibata

Genzaburo Shiroyama

Usaburo Chizaki

Ken Nalto

Elichi Nagasue

Yoshiro Hayashi

Yoshimitsu Fttita

Masatoshi nЛ atsushita

Tokube Morttomo

Hideo VVatanabe

Saburo lzawa

Sen lmai

Kenzo Kakuta

Shohichi Kawabata
Atsuhiro Komiva

Hiroyuki Mivazawa

CHAIRMAN  Elichi Kogai

VICE― CHA!RMAN  Kohichi lto

COUNCtL  SeliChi Aiba

Makoto Abe

Motoo:mattta

Masamichilkeda

Taketoshi Okamoto

Satoru Kanzawa

Giichi KLa

Mitsuno百 Satomi

Yasuo Sugita

Yoshio Sekine

Toshio Toi

Yasuo Nalto

Yoshiaki Nomura

Makoto Hamanaka

Hisashi Wada

Masashi Uehara

Mitsuo Katoh

Kohichi Fukuoka

監 事
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●このページは,選手のサイン。その他,あ なたの観戦記などご自由にお使いください。
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●油膜がさえぎる摩擦や熱――一―――――

高速回転をするエンジンの中で、最も激しい摩擦に

さらされるのはピストンとシリンダです。この摩擦面

にミクロン単位の薄い油膜を張りめく
゛
らし、摩擦を

できるだけ減らすのがエンジンオイルの役目。そして

同時に、密封・冷却・清浄など、エンジンの力をフル

に引き出し、エンジン内部の過熱を防ぎ、汚れなど

力ち保護する働きをしています。

●エンシンを生かす「石

'由

の技術」

―エンジンの高性能化、多様化lこ伴tヽ、エンジンオイル

にも省燃費効果、ロングライフ性能、オールシーズン

タイプなどさまざまな条件力=求められています。このよ

うな条件を十分に満足させたのが日石NEW PANⅨ

モーターオイ′‰たゆまぬ研究と厳しtヽ テストを重ね、

日本石油が生みだした技術の結品のひとつでt

●石油の価値を活かすために

1888年の創業以来、つねに新しtヽ技術にとり組み優

れた石油製品をお届けしてきた日本石油は、今日の、

そして明日の暮らしへ、貴重な資源―一 石油のもつ

価値を活かしていくために、さらに努力をつづけま九

エンジンオイル の 実車 テスト

モ
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いつまでも鮮やかな画像をめざビ、三菱電機

がfl達 した結論。それが5DD(5モーター・

ダイレクトドライブ)方 式。ビデオで どうしても

動力さなければならない5つの部分なマイコン

で制御する高精度駆動方式で丸 (主な駆

動部分にベルトやギヤなどを使用していませ

ん。)ですから、動作は確実でスムーベ スト

ディ。画像の立ち上がりが早く、画質も安定。軽快ボカ の多機能ポータカ レビデオ。

さらに、軽'快なソフトワンタッチ操作やチラつき HV‐ 7000形 標準価格188,000円 (リ モコン付)

本体わずか4 3kgの軽量ボデイ●9倍速のスピードサーチ

の少ないスピLトサーチが可育ヨこなりました。 ●リモコンで可変速スロー再生●重ね録青ができるサウン

見るたび、新鮮画像の三菱5DDビデオ。技術の ド・オン・サウンド機能●外形1法 :幅 287× 高さ99×奥行

267mn/ビ デオチューナーVT 7000形 標準価格70,000円

vllSI認原孫(男帽吾作獅鳳電銃腰蘇算構i葡髪鑑犠毘I亀数  V“斌は:懸I=鷲誌法:最協P灘 、藻Fサうじ:[`:[芸棚
`統

。贋不同)

●詳しいお問い合わせ……三菱電機京都製作所 〒617京都府長岡京市馬場図所 1番地 営業部ビデオ営業課 TEL075(921)41‖ 上手に使つて 上手に節●

●三菱電機お客さま相談センターく本部〉 北海道 〒060札幌市中央区北2条西4丁目く北海道ビル●(OH)223737 東北 〒980仙 台市大町
「

 30く 新仙台ビル〉●(022の 645711 閲越 〒330大宮市大威町4298

●(0486)65821 東関東 〒271松戸市松戸 3071く松戸ビ′0●(0473)689031 東京 〒 07東京都港区南青山111く新青山ビ′0●(03)4753110 神奈川 〒231横浜市中区本町443● (045)2011415 北陸 〒920

金沢市小坂町西97●(0762)521356 東海 〒450名古屋市中村区名駅3丁 目く大名古屋ビル〉● (052)5653‖ 0 近餞 〒530大阪市北区堂島2■ 33● (∞)341 1HO 中国 〒730広島市中区中町732く 日本生命 ゆレ〉

● (082)248-5400 四曰 〒760高 松市古新町63く第3ミ タケゆ
'●

(0878)223110 九州 〒810福岡市中央区天神2121く天神ゆい0(092)7212211

画質重視設計。5モーター・タイレクトドライブ方式採用。

壼
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′リレ
=夕
鏃 腕。ヨネッ嫁 。

またまたコードこ、凄Lヤツの登場で現 ラケッ

トも、ついにここまで来たのか。′という声につ

つまれて、全身カーボンのカーボネックスlo。

シャフHよもちろんカーボン。そしてフレームま

でカーボンとア′レミ合金の複合体。しぶといスト

ロークと、正確なコントロールを生みだします。

スマッシュ|ルら〈まで鋭く重く、全てにおいて

グレードアップしています。いってみれば、カー

ボンのわ らのカーボン。他を寄せつけれ 存ヽ在

です。ますます面白くなってきたぞバドミントン。

lv f'.1, t \lvl- /

Rndy Flartono
'81)t,t<>t-/>A+>Ct>

カーボ ンと7Jレミ

■ ‐

to



Ⅱ琶鷺鰍 番ngbS
YO‖EX GUP JAPA‖ OPE‖ '82

BADH:‖ TO‖ GHAHP:0‖SH:PS

3rd   4th  師 ‐Find Find  Sem‐ Find 4th 3rd

Hadiyanto oN00N)
ハディヤント

Andy Goode(ENG)
アンデイー・グーディー

Chuen Chun― Da(CT)
チェン・チュング

Morten Svarrer(DEN)
モルテン・サバレア

Hiroshi Nishiyama(」AN)

西山 博司

Hiroyuki Hasegawa(」AN)

長谷川博幸

Surapong Suharitdamrong(THAl)
スラボン・スハリットダムロン

Chan′ Chi Choi(HK)
チャン・チ・チォイ

Pat Tryon(cAN)
パット・トライオン

Kevin 」o!ly{EN G)

ケビン・ジョリー

Arby HastomooNDON)
アビ・ハストモ

Mark,Christlansen(DEN)
マーク・クリスチヤンセン

Misbun Sidek(MALAY)
ミスプン・シデイク

Masao Tsuchida(」 AN)

土田 証雄

Nick Yates(ENG)
ニック・イェーツ

vVang′  Yue― Pin(CHl)

ワン・ユー・ピン

Dan TraVers(SCOT)

ダン・トラバース

Gary Hi9gins(usA)
ゲーリー・ヒギンス

Koli Gondo(」 AN)

権藤浩ニ

Thomas Kihlstrom (swE.)

l--?7. +-rr1 l'tra

15日

14:00

①0

Stephen Badde:ey(ENG)
ステファン・バドレー

Michael Kleldsen(DEN)
マイケル・キールセン

Tariq Wadoou(PAK)
タリク・ワドウ

Bi‖ y Gi‖ iland(scoT)

ビリー ギリランド

Stefan Karlsson(swE)
ステファン・カールソン

」ailani Sidek(MALAY)

ジャラニ・シディク

!cuk SugiartooNDON)
イック・スジャルト

Chung Chia― Chen(cT)
チヤン・シヤー・シェン

Kinii Zeniya(」 AN)

銭谷 欽治

Jens Nierhoff roeru.r

ジェーン・P・ ニセホフ

Paul 」ohnson(cAN)

ポール・ジョンソン

Ra21f Sidek(MALAY)

ラジフ・シディク

Ray Stevens(ENG)
レイ・ステイープンス

Chris Kinard(usA)
クリス。キナード

Shoukichi Mivamori(」 AN)

宮森 庄吉

VVong ShOon Keat(S,NG)
ウォン・ソーン・ケート

Toshihiro Tsuli(」 AN)

辻 敏弘

Cheng′ 」ian Huang(CHI)

程 健違

15日

16:00

⑦●

15日

12:10

③ ●

15日

12:10

③0

15日

12:10

⑦④

15日

14:00

③ 0

15日

12:00

③⑫

15日

12:10

④ ④

(cAN.)CANADA(cHl.)cHlNA(DEN.)DENMARKl!!9,)^!IGLAND(H'KIHONGKONG^(lND)lNDlA(lryDO-N'llN-DONESIA(JAN',)JAPAN(KoR',)KoREA
rMALA'.) MALA'sTA rrEo.t uer'rlenur.ros tenr.ipnrrsrni-"ii,l* irini-, rscor.rscorLAND (slNG i sINGAPoRE {swE') SWEDEN (c'r')rAIPEl

itHat.)rxatlalo (u.s.A ) u's A

15日

12:10

⑤0 Yu (H.K.)

ツ ェ・ ユ ー

17日

12:00

②①

15日

14:00

⑦0

15日

10:30

③0

15日

12:10

③0



■菫:裔モ縄【
YO‖EX GUP JAPA‖ OPE‖ '82

BADm:‖ TO‖ GHAMP:0‖SH:PS

2nd 3rd Seml‐ Final   Final  Semi― Fina1   3rd 2nd

Hwang′  Sunal(κ oR)

黄 善愛

Keiko Haraguchi(」 AN)

原口 恵子

Hiromi Tsukioka(」AN)

月岡 広美

Rikke V Sorensen(DEN)
リッケ・ソレンセン

Joke Van Beusekom(NED)
ヨーク・バンピューセコム

Lin′ Hui Hsu(CT)
リン・フー・スー

Chan Lim Chee′ Amy(HK)
チャン・リム・チー・アミー

Yoshiko Yonekura(」 AN)

米倉よし子

Lie :vana“ NDON)

リー・イバナ

Yoo sanghee(KOR)

柳 尚姫

」ane Webster(ENG)
ジェーン・ウェプスター

Saori Kondo(」AN)

近藤 小織

Kimiko」 innai(JAN)

陣内貴美子

Sandra Skillings{CAN)

サンドラ・スキリング

Ka2ukO Takamine(」 AN)

高峰 和子

Li′ Lingwei(CHi)

李 玲蔚

14日

10:30

① ●

14日

10:30

② 0

Verawati Falirin(Wiharlo)INDON)
ベラワテイ・フアジリン

Song Eunloo(KOR)
ソン・エン・ヨー

Manan Ridder(N ED)
マーヤン・リダー

Atsuko Tokuba{JAN}
徳田 敦子

Fumiko Tookairin(」AN)

東海林文子

Nettie Nie:se ntDEN)

ネティー・ニールセン

Chen′ Yu Chen(CT)
チェン・ユー・チェン

Wendy Carter(CAN)
ウェンデー・カーター

Sa‖ y Podger(ENC)

サリー・ポジャー

Leuang Chau Ha(Hκ )

ルーアン・チョー・ハ

Utami Derni Kinard(usA)
ウタミ・デビ。キナード

Sumiko Kitada{」 AN)

北田スミ子

Kim YuntalKOR)
金 練子

Michiyo Nishimura(」 AN)

西村美千代

Dorte Klaer(DEN)

ドルテ・キォール

.Chen, Ruizhen (cHt.)

14日

10,30

③ 0

14日

14:30

① ●

14日

14:30

② 0

14日

14:30

③0

14日

12:50

② ●

14日

12:50

③ ●

14日

12:50

⑥0

②①

14日

10:30

⑤ 0

14日

10:30

⑥ 0

14日

10:30

⑦ 0

14日

10:30

③ 0

:4日

14:30

④0

14日

12:50

④ ●

14日

12:50

③0

○数字は コー ト番号 ●数字は試合番号 です。

陳 瑞真

① 0

14日

16日

16:00

① ●

14日

12:50

⑤0

14日

|:10

14日

‖:10

:4日

12:50



m   DouЫ es
YO‖EX GUP JAPA‖ OPE‖ '82

BADM:‖ TO‖ GHAMP10‖SHIPS

2nd 3rd &洵 1‐ Final Fna I 飾 i‐ Final 3rd 2nd  lst

M Tredgett/M Dew lENG)
M トレジェット/Mデ ュー

T lnoue/M Oohshima{」 AN)

井上/大島

S Suharitdamrong/P BoonnoOn(T H Al)
Sスハリットダムロン/Pボ ンヌーン

16日

17:lXl

① ●

14日

13:30

⑤0

14日

13:30

⑦●

Ｎ

Ｎ

Kartono/R HeryantouNDON)
カルトノ/Rヘ リアント

K Miva2aki/S Nakao(」 AN)

宮崎/仲尾

Yates/A Goode(ENG)
ィェーッ/Aグーディー

P Tryon/P 」ohnson(CAN)
P トライオン/Pジ ョンソン

K Zenlya/H Nishiyama(」 AN)

銭谷/西山

M Kleldsen/M Chnslansen(DEN)
M キールセン/M クリスチャンセン

M Tsuchida/S Miyamori(」 AN)

土田/宮森

M Sidek/Ong Beng Teong(MALAY)
M シディク/ォ ン・ベントン

Stevens/s Baddeley(EN G)
ステープンス/Sバ ドレー

S2e′ Yu/Chan′ Chi Choi(Hκ )

シェ・ユ /チャン・チ・チオイ

T Kih:strom/S Karisson(SWC)

Tキールストロム/Sカ ールソン

14日

15:20

⑤ ●

C Kinard/G Higgins(uSA)
Cキナード/G ビギンス

T TSuli/H Hasegawa OAN)
辻/長谷川

Sidek/」 Side k(MALAY)
Rシディク/」 シディク

Wang, Yue-Pin/Li, Maotcttt.t
王 民平/李 矛

Chung, Chia-Chen/Chuen, Chun-Da (c.r.)

チャン・ジャー・シェン/チュン・チュン・ダ

B Gil:iland/D Travers(SCOT)
Bギリランド/D トラバース

」 P Nierhoff/M SVarrer(DEN)
」Pニセホフ/Mサバレア

N lkeda/M 02aki(」AN)

池田/尾崎

C Hadinata/S PamungkasONDON)
Cハディナタ/Sパムンカス

14日

:3:30

② ●

14日

15:20

③●

14日

13:30

④ ●

(CAN)CANADA {CHl)CHINA {DEN)DEN MARK (ENG}ENGLAND (HK)HONG KONG (lND)lND:A {lNDON}INDONESiA (」 AN)JAPAN (KOR)KOREA
(MALAY)MALAYSIA {NED)NETHERLANDS (PAK)PAKISTAN (PER)PERU {SCOT)SCOTLAND (S,NG)SlNGAPORE (SWE)SWEDEN (CT)TAIP EI
(T HAl)THAILAND {uSA)uSA

14日

15:20

⑦●

14日

ll:50

③0



囲色:百驚孟降s YOHEX GUP JAPA‖ OPE‖ B2
BADm:‖ TO‖ GHAMP!OHS‖:PS

l st  2nd 3rd   Semi Final  Final  semi Fina1   3rd 2nd

N Perry/J VVebSter(ENG)
Nペリ¬/」 ウェプスター

K Taira/S Kawamura(」AN)

平/河村

Chan′ Amy/Leuang chau Ha(HK)
チャン・リム・チー・アミー/ルーアン・チョー・ハ

Chen′ Yu Chen/Li n′ Hui Hsu(cT)
チェン・ユー・チェン/リ ン・フー・スー

S Kondo/M Takada(」 AN)

近藤/高田

Hwang′ Sunai/Kim′ Yunta(KOR)

黄 善愛/金 練子

N Yokoyama/M Nishimura(」 AN)

横山/西 山

R Sorensen(DEN)/S Podger(ENG)
Rソ レンセン/Sポジヤー

Liu′ Xia/Li,Lingwei(cHl)

劉 霞/李 玲蔚

15日

13:00

① 0

A Tokuda/Y Yonekura(JAN)
徳田/米倉

W Carter/S Ski!lings(cAN)
Wカ ーター/Sスキリング

F Tookairin/k Takamine{」 AN)

東海林/高峰

Kim Yoonsook/Shu(KOR)
キム・ヨーンシュク/シ ュー

」 Van 3eusekom/M Ridder(NED)
」 バンピューセコム/M リダー

S Kitada/K 」innai(JAN)

北田/陣内

E Toganoo/H Tsukioka(JAN)

栂野尾/月 岡

D Klaer/N Nielsen(DEN)
DキォーノげNニールセン

V Falirin(VViharJ。 )/R Damayanti“ NDON)

Vフ ァジリン/R ダマヤンティー

14日

14:30

⑦ ●

15日

13:00

⑥0

15日

13:00

⑦0

15日

!5:00

④0

混合 ダブルス
Mixed Doubles

2nd  Soni Final  Final  Soml‐ Fina1  2nd

M Tredgett/N Perry(ENG)

M トレジェット/Nベリー

Chan′ Chi Choi/Chan Lim Chee,Amy(HK)
チャン・チ・チオイ/チ ャン・リム・チー・アミー

C Kinard/U Kinard(usA)

Cキナード/U キナード

M Ch面 sjansen/D Klaer(DEN)
M クリスチャンセン/D キォール

P 」ohnson/VV Carter(cAN)
Pジ ョンソン/Wカーター

S Pamungkas/R DamayantioNDON)
Sパムンカス/R ダマヤンティー

D TraverslscoT)/」 Van Beusekom(NED)
D トラバース/」 パンピューセコム

Cheng′ 」ian Hwang/Chen′ Ruizhen(cHl)_

程 健燈/陳 瑞真

○数字は コー ト番号 ●数字は試合番号です。

14日

16:20

① ●

14日

16:20

② ②

B Gilliland(scoT)/S POdger(ENG)
3ギリランド/Sポジャー

M Svarrer/R Sorensen(DEN)
Mサパレア/R ソレンセン

S To9anoo/E Toganoo(」 AN)

栂野尾/栂野尾

Sze′ Yu/Leua ng′  Chau Ha(HK)
ツェ・ユー/ルーアン・チョー・ハ

M Dew/」 WebSter(ENG)
M デュー/」 ウェプスター

M Kleldsen/N Nielsen(DEN)
M キールセン/Nニ ールセン

Li′ Mao/Liu′ Xia(cH)

李 矛/劉 霞

16日

12:30

②0

日
Ю
０

‐ ５

‐ ５

③

14日

14:30

③②


