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これは、ナンだ。これは、男の道具 rギ 7」 だ。

顔と体をさわやかに洗える、クールなム=スだ。

シュワッと泡になる洗浄料。朝の 3りれ忙しいシャ

t?/1tai 4^@lcbt;

I:i:]:瞳 l=___

ワーでも、素早く洗える、きれいに流せる。体

にひろがるメントール感ぃ自分の体だ。清潔に。

/卜11/EIDOG E ARシヤワーA―X01,000円 (新発売 )



ップ勁バンオープソ87

YONEX CUP JAPAN OPEN'87 BADM:NTON CHAMP:ONSH:PS
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!月 は日本に集まろう。これは世界のバ ド

ミントンプレーヤーにとって年末の挨拶がわ

りになっています。ヨネックスカップ・ジャ
バンオープンが、規模といい公正な運営とい

い一流の トーナメントと評価されているから

に他なりません。

この大会を制し、世界の トッププレーヤー

に成長した選手も少くありません。今年も数

多くの選手が参カロしますが、果たして誰が勝

者の喜びを味わうでしょうか。

'Let's Meet ln Japan This January" has become
a phrase of special meaning for badminton play-

ers around the world. lt represents another way
of expressing year end best wishes among the
sport's international athletes.
The subject: the YONEX CUP JAPAN OPEN,
rated as the world's major batlminton tourna-
ment in terms of size and standards of play.

Winning athletes of this tournament often go on
to become world champions.
We are going to see the fine participation of
many athletes in this year's games and it is es-
pecially exciting to contemplate which of them
will relish the joy of ultimate victory.



MESSAGE FROM MLIAN PALMER
May !′  on behalf of the !B F issue a warm welcome to a‖
competitors in the 1 987」 apan Open
l reca‖ with pleasure my last visit to」 apan in 1 981 for the

Uber Cup finals and l am sure that this tournament vvi‖ sirnply

continue the high standard which we have come to expect
when the Nippon Badminton Association hosts an important

event

No tournament can be successful without dedication from the

host of voluntary workers needed to take care of the m‖ ‖on
and one tasks that have to be done 丁oa‖ these people!say
thankyou and trustthatthey enloy theirinvoivement w“ hsome
of the best players in the wor!d

Sirn‖ ar!y′ sponsorship is vital to the continued groⅥ武h of our

game and i pay tribute to the support of the sponsors of this

tournament VVe ofthe!B F hope thatthey enjoy being asso―

ciated with badminton and that the involement w‖ l be bene―

ficial to them

丁o the Nippon Badminton Association l express the gratitude

of the l B F for their continued promotion of the game in

Asia and hope that the 1 987」 apan Open is the tremendous
success it deserves to be

My only regret is that l am unable to attend persona‖ y′ in

order to once again savour the charm of yourlove!y country

ln conclusion′ rnay l vvish a‖  concerned a p!easant and re―

warding tOurnament

lnternational Badnlinton Federatlon

President lan Paliner

LB.「 を代表して、1987ジ ャパンオープンヘ出場する選手諸

君に心からの歓迎の意を表します。

1981年 、ユーバー杯世界選手権で日本を訪れたことが楽しく

思い起されます。そして、日本バ ドミントン協会はいつものよ

うに本大会を高い水準に維持してくれるものと確信しています。

また、多数のポランティアの皆様による多大なご協力なしでは

トーナメントの成功はありません。こうした関係各位に感謝す

るとともに、世界一流のプレーヤー達と楽しく交歓 していただ

きたいと思います。

同様に、我々の試合が末永く成長して行く上で非常に大切な

ものはスポンサーの協力です。本大会のスポンサー各位のご援

助に感謝の言葉を述べさせていただきます。楽しくバ ドミント

ンとかかわりあい、こうした触れ合いが意義あるものとなるこ

とを願ってやみません。アジア地区の試舗辰興にあたられます

日本バ ドミントン協会に感謝し、このジャパンオープンが成功

裡に終わることを願います。

ただ、自分自身が出席できず、貴国のすばらしい魅力を十分

に楽しめないことを誠に残念に思っております。

最後に関係各位にとって楽しく、報いのあるトーナメントに

なることを祈っております。

国際バドミントン伸辮

会長 イアン・パーマー
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′うレセロナオリンピックヘ夢のせて

1987年の国際バドミントンカレガ ーの幕開けに「ヨネックスカップ

ジャパンオープソ87」 が万国博を開催した国際都市ここ大阪で20

ヶ国に及.ζミ参加国を迎え第7回の大会が 150余名の各国代表と共

に開催出来ますことは非常に喜ばしい限りであり、又、心から歓迎

申し上げます。

昨年はアジア地域に於きまして大きな国際イベントがいくつか行

われましたが、その中の一つはジャカルタで開催された トマス杯、

ユーバー杯の世界選手権大会であり、一つはソウルで開催された

第 10回アジア競技大会でありました。

この大会は1988年 ソウルオリンピックのリハーサルとして

'卜

常に

重要な大会であり、成功裡に終了したことは明年のソウルオリンピ

ックはもとより、いよいよバドミントンが正式種 目として参加出来る

1992年 のバルセロナオリンピック大会につながるものとして意義深

いものがありました。本年も5月 に中国の北京市に於いて世界選手

権大会が開催されることが lBF.によって決定しております。

この様にアジア地域に於いて世界のバドミント壻 展のために種々

のイベントが行われ世界のバドミントンに寄与しておりますが、日本もそ

の一翼をにない、「ジャパ劾 ―プ均 樋 じて国際親善と選手の友清

の輪がより大きなものとなり、共
`ン

ノヾt/・LEナヘの夢なも、くらませ、バドミ

ントンの発展に貢献出来るものと確信致しております。

終りに選手諸君の素晴らしいゲームを期待し、又、本大会開催に

あたり多大の3尽力をいただきました関係各位に心から感謝申し

上げましてごあいさつと致します。

財団法人 日本バドミントン協会

気 桜内義雄

VVe would‖ ke to we:come you′ a‖ piayers and officials from

about h″enty countries to Yonex Cup」 apan Open '87  VVe
are proud that this eventis held not only just at the beginning

ofi B F New Year Calendar′ but a:so held in Osaka′ the mem―
orable city which once hosted the VVor!d Fair

Last year′ severa!premier events were held in Asian District′

including tthomas and Uber Cups in」 akarta′ lndonesia And
also 1 0th Asian Games were quite significant as a firm step

toward 1988 Seou1 01ympic Games in Korea VVe are sure
this great success wi‖ find a clue to 1 992 Barcelona Olympic

Games in Spain′ in which badminton is suppOsed to be the
fu‖ programme for the first time As we know′  it has also
been decided in l B F that 1 987 VVor!d Championships are
to be held this May in BeJing′ China
Along with such superb events as above′ we wish this“ 」apan
Open''to contribute to the international friendship and mutual

understanding Of the players  And we are confirmed that
this wi‖  iead to the successfu! dream for Barcelona and the
progress and pOpularily of badminton

Fina‖ y′ on beha!f of the Nippon Badminton Association′  we
hope a‖ the competitors vvil:play exciting performances And
to a‖ volunteers and to the organizers concerned′ we would
‖ke to extend our specia!thanks for their dedication for this

big event

Nippon Badlllinton AsociatiOn

Dresident Yoshio Saktlrauchi



ごあいさつ

1987年の黎明、新春に世界各国のトップクラスの強豪達 を日本

の大阪に集めて守 国市で'87ヨ ネックスカップ。ジャバンオープン

が開催されることになりましたc大阪協会にとってバ ドミン トン

に関与 している私達が大会運営のお手伝いをすることができる

ことを大変に栄誉なことと思ってお ります。世界各国か らの

代表選手の皆さんの来日を心からお待ちしておりました。

近畿在住のバドミントン愛好の方々にも誠に意義あることだと

存 じます。

この大会は日本のバ ドミン トン界にとってその底辺を拡げ、

また、そのレベルアップにも継がるという大きい意味を持って

いると思われます。開催中の連 日の言式合をご観戦いただき充分

お楽 しみのうえ、且つ吸収をしていただくことが多かれと祈願

しております。

そのためには出場選手の皆さんがご自分の日頃の練磨された

成果を存分に発揮され見事な言式合の展開を拝見できることだと

考えており、また信 じております。

ご高覧の皆様の今後のこ援助 とこ賛 同とをお願い申し上げま

すとともに、加えて来るべきオリンピック大会でのバ ドミン トン

の躍進に一層のご声援を賜 りますようお願い申し上げてご挨拶

といたします。

大阪バ ドミントン協会

会長 岸 久雄

丁he 1987 New Year opens for us with the YONEX CUP
」APAN OPEN ′

87′ a wor!d ciass event touting top athietes

from various countries around the globe to be held here in

Morlguchi′ Osaka
!t is with a deep sense of honor that we have been able to

assist in the arrangements for this tournament and we ex―

press a hearty 17velcome to the many athletes who have come

to」 apan to participate in this great event

The tournament ho!ds particular significance for the devoted

badminton fans in the greater Osaka and Kinki regiOns !t wi‖

be a broadening influence for」 apanese badminton and be
one of the means to raise the level of performance and play

among our athletes

lt is my sincere desire that badminton spectators and partici―

pants alike w‖ l be able to enloy and benefit from each days'

matches
丁o each and every athlete we extend our confidence and
anticipation in you to demonstrate outstanding competition

and unsurpassed performance
l turn to the peopleも r their cOntinued acceptance and en―

couragement for the great sport of badminton l look to you

for support in the next Olympic Games

Osaka Iladminton Associatiot.t
President Hisao Kishi

Yonex Corporation

President Minoru Yoneyama

よリー層の発展を願つて

永年の願いでありましたオリンピックに1992年のバルセロナ

大会より正式種目採用が決定され世界のバ ドミントン界が一体

となって、よリー層の発展の為に歩み出しております。

このように新しい時代の幕明けともいえる1987年新春にあた

り、世界20ヵ 国余のバ ドミントンプレーヤーが一同に会し、

「ヨネックスカップ・ジャパンオープン'87」 が本年は大阪にて

開催される運びとなりました。

世界の一流選手たちの卓越した技と力によって繰り広げられ

るゲームは、回を重ねる毎に追熱の度を増し、観客の皆様方の

熱い期待と声援と共に、「東の全英」と言われるまでの世界最高

峰のビッグイベントとして高い評価を得るまでに発展してまい

りました。

これもひとえに日頃から多大なるご尽力を戴きました関係各

位の真摯な活動の賜ものであり、バ ドミントン競技の底辺拡大

と技術の向上をめざし、本大会に関与させていただきます弊社

にとりまして誠に欣喜の念に堪えません。

終わりに、本大会開催にご尽力を賜りました lBF、 日本バド

ミントン協会、大阪バ ドミントン協会の皆様、そして関係各位

に深く感謝の意を表し、厚 く御礼申し上げる次第でございます。

ヨネックス株式会社

代表取締役社長 米山 稔

A!ong standing desire of ours to be selected an official of the

1 992 Barcelona Olympic Games has fina‖ y come to pass

Badminton the world over has grown in size and proportion

as steps are taken tovvard greater development of the spOrt

Atthe start ofthis New Year 1 987′ badminton players come
from more than 20 countries to participate in the YONEX

CUP」 APAN OPEN'87 to be held here in Osaka

丁he ath!etes here demonstrate the prowess and strength of

the worid′ s best p!ayers in the sport year after year Specta―

tors expect the best in performance And they respond with

passionate support of what vve can say is the top rated bad―

minton tournament surnamed the“ Oriental British Open"

VVe ovve much to a‖ those who have worked so hard to make
this tournament a great success as al17vays VVe are de119hted

as a company to have been able to participate in the arrange―

ments and in being able to offer assistance toward the expan―

sion of popu!arity of the sport among so many anxious and

developing fans

Fina‖y, l would ‖ke to aknovvledge our gratitude to and ex―

press appreciation for the efforts and cooperation of the

lnternational Badminton Federation′  the 」apan 3adminton
Association, and the Osaka Badnlinton Association in the

affairs of arranging for this tournament
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前年度チャンピオンの顔

YONEX CUP JAPAN OPEN
昨年の 1月 21日から群馬県桐生市で開かれたジャパンオープン'86。

25、 26日の決勝ラウンドは東京の代々木第 2体育館で行なわれ、各
種目ともに、ビッグトーナメントにふさわしい熱戦が繰 り広げられ、
日本のバ ドミントンファンに妙技を披露してくれた。

各種目の優勝者をふり返り、昨年大会の熱気の一端を紹介する。

ヽ

′

し

混戦を制し楊陽が優勝
前年度チャンピオンの趙剣華、それに韓健、フロストの二強も不

参カロとあつて本命不在となった男子シングルス。その混戦を抜けだ

したのは中国の若手・楊陽 (22)だ った。スギアル トを準決勝で破

った楊陽は、渕勝でもフレドリクセンを接戦の末下した。'84年以来

2度目の来日でのビッグタイ トル、海外では始めてだけに喜びは大

きかった。その左腕は トマス杯でも発揮、今や中国のエース。

…L

嘘
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男子複を制したのはマレーシアのラジフ・シデク/ジ ャラニ
・シデク.兄弟だけに絶妙のコンピネーションで初優勝。

女子ダブルスのベス ト4中 3組は中国ペア。その中か ら優勝

したのは呉迪西/林瑛。'84年 全英以来の ビッグタイ トルだ。

2年しドリに李玲蔚 が優勝

予想通り中国の二強対決となった女子シングルスの渕勝。ヨネッ

クスカップを手にしたのは李玲蔚だった。対戦相手の韓憂揮とは常

に女王の座を争うライバル、世界選手権こそ 3位に終わった李だが、

その後の国内選手権、グランプリ渕勝と韓に連勝しているだけに、

この大会でも圧倒して2-|てイ憂勝。 4年～ζミリ三度目の栄冠を手中
にした李、ここ当分は彼女の時代が続 くと思える強さだった。

混合ダブルスはヨーロッパ勢が圧倒。ビ
・ベリー (ス コットランド/イ ングラン

リー・ギリランド/ノ ラ

ド)の ペアが優勝した。

●4颯轟珈囀
澤

T

義

A′ R′ 、 ィ′、

♂轟響



Support Massage

もう=度フッ イトを
舞

バ ドミントンがオリンピックの正式種日となる90年代
へ向けて、各国に新たな動きが始まっている。過去、世界

の主要大会で情躍した日本も、ここ数年はちょつと低迷

気味。そこで再び世界の桧舞台で活躍する日を期待して、

日本のチャンピオンであつた当時に、海外で活躍された方

方に応援のメッセージを頂いた。

このジャパンオープンをきっかけに、再び華々しい日

本のバ ドミントンが花開くように。

悔畦 を喜びに
変える努力を
小宮好雄氏

:全日本総合でシングルス2連覇、全英で日

本人初のベスト8入 りするなど海外でも活

躍し、世界への道を切り拓いた。

我々の頃はね、海外へ行 くことは国内

でNo lに なることだつた。今はある程度

の成績を挙げれば行ける、時代が変わっ

たというか、ハングソーでやれといって

も無理ですよ。それだけに、せっかくのチ

ャンスを知駄にしているのでは、 という

気がします。

練習の時間とか環境は整っているはず、

もっと負けた侮 しさをかみしめて欲 しい

ですね。私の場合だと、初めてコークス

(全英優勝)と 対戦 した時まるっきり歯

が立たなかった。 “今度当たったら1本

でも多くJIRろ う"と 思いましたよ。侮 し

さが足 りない。負けて、 そこ力'ら 考え悔

しさを喜びに変える努力。そうすれば、

もっと考えてゲームをするようになる。

それは普段の生活で も同じ。スポーツ

をやれる期間は短い訳だから終わつてか

ら社会人として通用するものを身につけ

ておかなければならない。バ ドミントン

でも生活で も、気ままにやっていてはダ

メですね。目的意識を持ってやることが

大事ですよ。自分の試合が終わったら次

に備えて他人の試合を見ること。それも

慢然とではなくね。

今度のジャパンオープンでもね、良い

試合はいっぱいあると思います。そうい

うチャンスを生かす事が、自分を再発見

し次の段階ヘレベ/t/ア ップすることにつ

ながるんではないかな。     (談 )

自分の一番強い
ブレーをつくる
秋山真男氏

:40年の全日本総合シングルス優勝。全英で

も準倒勝の成績を残す。ノト柄ながらキビキ

ビした動きが海外で良績を残した。

私の時はね、インカレで 4年の時に優

勝 して始めて海外へ行かせてくれた。そ

の点、今の選手達はソコソコの成績でも

行けるから恵まれている。日本の 1位は

海外で も_L位 に入るな、 という気持が

強かったから全英でも2位になれたと思

うんですよ。その頃はね、練習なんかも

自分で強い相手を探 して自費でどんどん

出かけてやったもんですよ。それだけ厳

しかった。

だからプレーも個性があったと思う。

全日本総合なんか見ても、今はみんな同

じプレーをしているように見えるからね。

もつと自分に合ったプレー、これが一番

強いんだ、 というものがない。私は小柄

だか ら、小さいなりに早 く動かななら

ん。そういつた気持ちで 自分のプレー

スタイルを磨きましたよ。要はどんな時

でも最高の力を発揮することが大事なん

だけど、その為には他 と一緒のことをや

っていたんでは身につかない。ふだんの

練習でもすくべたるよくな体力ではね、

苦 しくてもず一っと立っている気持が大

切ですよね。

ジャパンオープンはね、 日本へ世界の

一流が集まるんだから、そこでまず実績

というかきっかけをつくる。せめて日本

の選手はベスト4ま で入ってほしいね。

その Lで、海外でもね、より環境の厳 し

にヽところで勝てば本物になる。  (談 )

あつ素晴しい
とい0ブレーを
湯木博恵氏

:全日本総合シングルスに6回優勝。全英で

も単 4回、ダブルス 1回の優勝を遂げ「永

久盃」の保持者。歌手の新沼兼治氏夫人。

年末の今日本を見てて感じたんですけ

ど、日を引くプレーヤーがいなかったで

すね。全体が同じプレーに見えてしまっ

て。私たちの頃は、広い体育館で何人も

が練習していても「あそこで○○が練習

している」ってすく
゛
分かったんです。そ

れほど ‐人一人のプレーに特徴力ゞあった

んです。だから「あつ素晴 しいな」 とい

うプレーがないし、組み立てもなってな

かったのは淋 しいですよ。

これまで中国が強いというので、それ

を真イ以じすぎているんじゃないかしら。

同じことをやつても勝てるわけないし、

自分のプレーを身につけなければ・…・・。

北川さんなんか見てても、 1、 2位の

差がありすぎるんでぬるま湯にひたって

いる感じがするのね。 もうワンステップ

上がればもっと強 くなる、それだけの可

育レ隕1を秘めているのに、 もったいない感

じがする。

ジャパンオープンで勝つという強い意

思はもちろんのこと、海外で 1つ勝つこ

とが人事ね。どんな小さいトーナメント

で もいいの。西ドイツオープンとかカナ

ダオープンなんかチャンスでしょう。 1
つ勝って日本に帰ると、練習しても “強

くなった"と 感じられるもの。

誰か 1人スターが出ればバ ドももっと

人女tが出るはず、 その意味ではlLI‖ さん

に期待していますよ。        (談 )
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多彩なプレーを
栂嘱 廠

もつと個人の

全日本総合シングルス 2回、

倒勝。全英でもシングルス

5回のイ憂勝を数える

私の頃は湯木さんが1世界を代表するプ

レーヤーで、多彩な技を持っていました

よ。その点、今の人は ‐線的で横に並ん

でいる感じですね。それは中国が国際舞

台に復帰 して圧倒的な強さを発揮 したこ

とと関係があるかもしれませんね。あの

速さと体力に追いつき追い越せを意識 し

過ぎている。その曲iばかりが重視されて、

細かく見ると中国の選手も実に多彩な技

を持っているんですよ。 もっと個人の能

力の多彩な面を伸ばすべきでしょうね。

今の人は大会が多くて大変だと思うん

ですけど、 それだけ力を試す機会に恵ま

れているんです。練習も十分に出来るし

いいコーチもたくさんいる。環境はいい

んですよ。でも与えられたものをやる、

受ける―‐方という感じですね。 もっと選

手の方から積極的にコーチとやり合える

雰囲気になれ|ミ イロl■_的に多彩なプレー

をする選手が増えてくると思うんです。

北田さんが昨年伸びたのは銭谷さんと
いう最高のコーチ、練習相手に恵まれた

からですね。女子同士にない厳 しさがあ

りますから。

今度の大会ではlL田 さん、陣内さんに

是非ベスト4に入ってもらいたいですね。

それにダブルスですともっと破壊力をつ

けて欲しい。そして上位へ、小泉さんと

星さんのペアが可能1生を秘めていますか

ら期待 しています。 (1:炎 )

,7 )v7 1@
t@, lJtvz

身近なライ Jヽレに

負けない気持ち
中山紀子氏

:全日本シングルス4回、ダブルス5回の優

勝。全英でもシングルス、ダブルスそれぞ

れ 1回の優勝。

このところず―っと中国の強さに圧倒

されてましたけど、昨年あたりから勝て

る感じになってきましたね。何か希望を

持てる気持です。ちょっと前に、韓国の
コーチに“日本からキふ ことはもうない"

と言われてショックを受けたんです。中

国を追うという意味では日本と同じ立場

だつたと思つていたんです。それが追い

抜かれたって言われたようなもんですか

ら。

今の人達 と昔 とは一概に比較はできま

せん力
'、

やはリオ計申的なモロさが感じら

れます。一一度 1位になったら次からは絶

対に負けない気持。そういった強さみた

いなものですね。練習で も、調子が悪い

からといって自分の力より下の人に負け

たんでは、次の試合の時に相手につけ込

まれてしまいます。特に身近なライバル

には負けない、例え体調が悪くても相手

に “やはりかなわない"と 思わせなけれ

|∴ その時は苦しくても後は楽になりま

すよ。私の頃、全日本の合宿で一緒で も

湯木さんとは “ライバルなんだ"と いう

意識はしていました。そういつた常に身

近で競い合いをしないと強くなれません

ね。

北田さんが昨年ぐっと力をつけたでし

ょう。今度のジャパンオープンが正念場

でしょう。勝てるんだ と自信を持つこと

ですよ。 (言炎)

もつと面白い
試含を多く
相沢マチ子氏

:全日本総合ダブルスに5回イ憂勝、全英でも

栂野尾さんとのペアで3回イ憂勝。デンマー

クオープンでも同ペアで2回優勝.

私がやっていた頃は中国が出始めた時

で、スピードとパワーはあったけどやっ

て勝てなtヽ相手ではなかったですね。そ

れが今はもう差がついてしまって。 どこ

に原因があるんでしょう。皆さんも考え

ていると思うんです。海外へ行 くのでも、

私達の頃は行けば何 とかなる感じでした。

先輩の湯木さんや中山さんがいらしたし、

気楽な気持でコートに入っていましたね。

最近の若い人たちを見ているとケガが

多いですね。 もちろん私達の頃も小さな

のはありましたけど……・。練習は今の方

がずっと不斗学的になっているし、 トレー
ニング方法 も研究されてます。たな 選

手がそれにどれだけ几さえられるかですよ

ね。与えられたメニューをこなしていれ

ば、ラッキーなだけである程度までいっ

てしまう。それが逆に何 も考えない、 と

いってはオーバーかもしれないけど、納

得するまでやって身につけることがなく

なってしまった感じがします。

それは試合の時のプレーでも同じ。ス

ピードとパワーで似たようなものでしょ

う。もっと自分の個性を強調 したプレー

を見せて欲しいですね。

最近は面白い試合が少なくなってしま

って、 もっとバドミントンの面白さを満

喫できるプレーをしてもらいたいですね。

今度の大会で、 日本選手のそういった試

合を期待しています。 (言炎)

何が必要かを
わ T度考蒸
植野恵美子氏

:全日本総合ダブルスに栂野尾さんとのペア

で2連覇、同ペアで1977年 に全英、世界選

手権の 2冠を達成。現・祐谷地

世界的に通用するプレーヤーになりた

い、そんな気持が強かったですね、私は、

だから、他の人のできないものをやる、

そんな欲がありました。ただ、私の頃は

中国力
'出

ていなくて、インドネシアが強

かつたんです。 ところが今は他に強いと

ころが多いですからね。でも、強い目標

があれば、 それに勝ちたい抜きたい気持

を出して欲 しいですね。

女子ではシングルスの北lllさ ん、ダブ

ルスの徳田 。米倉さんが日立ってますよ

ね。実力的にはそんなに差がないように

見えるんですけど、結果は勝っているで

しよう。 もっと他の人に頑張ってもらわ

ないと。個人的には徳II卜 米倉さんがま

た全日本総合に勝ってうれしいんですけ

どね……。

プレーを見ていて、昔 と今では違って

いますよ。 トッププレーヤーを比較 して

も、今は小さな振 りで大きなパワーを出

さなければならないし、私の頃はジャン

ピングスマッシュをすると “女の子のク

セに"っ て言われましたけど、今は普通

で しょ。

ですから、/1N般 については今の人達に

言えることは余りないですね。選手達は

自分の立ち場をいちばん良 く分っている

はずです。それをもう一度分析して何が

必要か考えて欲 しいですね。そうすれば

I TnttVノ
こノし て 入ヨ

=7JXO■
,C~m官 % 良い結果が|11ま すから。 (言炎)

盤
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新型シ々 にV6ハードトガ引リレ誕生。
低速から中。高速域まで 優れたレスポンスを誇るサイクロン・エンジン。その頂

点ともtヽうべきサイクロンV6エンジンを搭載したV6シグマの登場で丸 男たち

の自信と誇りをそのスタイル全体にみなぎらせ〔新しに`ステージに、いま悠々と

そして堂々とデビューしました。時代が迎えた新しきハイグレード・カー、それが

V6シグマでt V6シグマのエンジンは軽量。小型、高性能、そしてなここよりも

静粛性に優れQヽま魂 V6シグマの′じl臓、サイクロンV6エンジンは、技術の

粋を集めた結果で丸 高級乗用車 1こは不可欠な静粛性を特に重視し、徹底

した防音・防振化を計り、ハイグレード・カーのなかでもクオリカの高い静粛性

を獲得しました。また思い切った軽量・小型化にも成功し、燃費の向上をは

かりました。さらに広い室内を生み、高速安定性や直進安定性に優れるFF
方式のためにも、大きな成果をもたらしました。エンジンの高性能化tiも 目を見

はる進歩がありまt全域で乗る人の感性を敏感に感じとる優れたレスポンス

ありあまるパ ワーを秘めながらも、ゆとりある大 人の走 りで現 また高級車で

ありながら、燃 費の向「
‐の努力も怠っていません。高い融 性を得るための、

エンジンの厳しにヽテストなどハイグレードカーの名にメ、さわしtヽV6エンジンで視

Σハードトップ

“

201111CSエクストラ主要諸元 全長4660mm● 全幅1695mm● 全高1375mm

●総排気量1998cc●最高‖1カ 105PS※ (ネ外)/51XXlrpm● 最大トルク16.lkg mμ lXXhpmolo

モード燃料消費率H.Okm″ 15MT)(運輸省審査値)● 60km/h貯燃料消費率20.3kmれ (5Nrr)

(運 輸省届出値)◎ΣハードトップV6シ リーズ(■よCSェクストスCSwS鋼類別力ち快いずれも

5MT・ 4ATが選べまtO燃費はか られた試験方法でD値でt従うて運転条件(1より異なりまt
※「グロ芍aユンジン単体で瀾1定したもので丸「ホント」alJLン ジンを車両搭載状態で預1定したものでt

ギャランどはギャランなで
エテルガ泄 カープラザ店で
お確かめ下れも

シートベルトをしめて安全運転 を。

―塩

「ヽ |′   :ヽ

お
ヽ

¬

phOtO:ギ ャランΣハードトップV62000CSエ クストラ

シグマ
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スーパーフジカラーは、ストロボ写真がダンゼンきれ

い。室内でも屋外でも抜群の威力を発揮しまtさ

らに1600な らスポーツの速い動きもストロボを使わ

ずにピタッと止めて写せまt
スーパーフジカラーは4つの感度、撮 りたいシーン

に合わせて使いわけしましょう。
●嗜い場所でもストロボを使わずに、その糧の光でクッキリ鮮や属こ写せる超高感度ISO:6∞ ●スポーツや動きまわるお子さまなと 動き
のある被写体もビタッと止めて写せる高感度iS04000ひ と絞り余裕だから、急に曇ってきたときでも安心。旅行などに最適な、ゆとりの感度
!S0200● 大切に残しておきたい記念写真や、大きく伸ばしたい写真の撮影に適した超徴粒子:SO:∞

は る か に 美 し ぐ      Arrn「 A ″ ″n

FUJ口00LOR

町4aa Ⅷraaa

0フジカラーSUPER HRで写したら、その美しい色・優れた面■を1∞ %発揮させる純正仕上げの「フジカラーSuPER HRプ リント」を忘れずにご指名くださt
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診塀話屁譜翼
｀

今大会のエントリーソストを見ると、

昨年のチャンピオン楊陽の名が見当たら

ない。代って中国のシングルスエントリ

ーの トップに名を連ねたのは趙尖1華。85

年ジャパンオープンの優勝者であり、そ

の年の全英をも制覇 している。趙は86年

の前半は身体の故障があり、海外の試合

にも余り参加せずその動向が分からなか

ったが後半に復活。マレーシアオープン、

アジア大会に優勝して健在ぶ りを示 して

くれた。

その時の決勝の相手が楊陽で、ベテラ

ン韓健の力が衰えた今は、名実 ともに趙

が トップシングルといえる。 もちろん今

大会でも優勝候補の筆頭に挙げられるこ

とは間違いない。

そしてメ寸抗はデンマークのモルテン・

フロストということになろう。この 2人、

85年大会では準決勝で対決 したが、若さ

温ふれるプレーで趙が2-1でフロスト

を下 したことは記憶に新 しい。 フロスト

にしてみれ|よ 今回はその時の再戦を決

勝でや りたい、 と思う気持が十分あるに

違いないと察せられる。

そのフロスト、85年末に体調を崩して

心配されたが、86年の全英では2年ぶ り

3度目の優勝を飾 り、その後 も勝ち星を

重ねて以然としてヨーロッ′Ⅶolの実力

者であることを証明してくれた。

"贋

当に実力を発揮すれば決勝はこの 2

人の対決になる公算が大 といえる。趙の

身長が182cm、 メ寸するフロストも180cmと

大型選手の迫力ある試合が見られそう。

円熟味さえ感じさせる最近のフロストに

対 し、粗肖りりながらパワーで押しまくっ

ていた 2年前の趙がどれだけ成長してい

るか、その辺が勝敗を分けることになり

そうである。

上記 2人に大きく立ち塞が りそうな可

能′
性を秘めているのが韓国本卜柱奉であろ

う。これまでダブルスプレーヤーとして

の実力は知られており、86年の全英では

金文秀 とのペアでダブルスチャンピオン

の座に就いている。その朴が今大会では

シングルスにエントリーしてきた。これ

だけでも大いに注日される。

今までダブルスでの実力だけが評価さ

れ、シングルスでは未知数 と思われてい

たが、関係者の間ではいずれはシングル

にも出てくるものと予想されていた。事

実、これまでにもシングルスで韓健を一

方的に破ったり、 日本の西山にポイント

を与えずに勝ったりと実力の片鱗を見せ

ていた。

韓国ではソウルオリンピックに向けて

スポーツ選手を国家的に強化 しており、
バ ドミントンでもその例外ではない。種

目別のエントリーでも、実力のある選手

は勝てる見込みのあるものに出場 してい

たのが、これまでの例にも多い。 となれ

ば、朴のシングルスエントリーは十分な

勝算があってのこと、 とも考えられダー

クホースとしてロカ
'離

せない。

他にも有力選手が多数控えており、ベ

スト4、 ベスト8を予想するのも難 しい。

過去の実績や86年の戦績から名前を挙げ

ると、上記 3人の他ではまず施羽 となろ

う。オーストラリア協会所属のこの施羽、

85年のグランプリファイナルで決勝に進

出し、一躍注目を浴びた。その後も各地

の国際大会で上位に入っており、 トップ

プレーヤーの仲間入りをした。

他では昨年の大会でベスト4に なつた

インドネシアのイチック・スギアルト、

準優勝のデンマークのイップ 。フレドリ

クセンも紙一重の差でこれに続 くと思わ

れる。また、イングランドのステーブ・

バ ドレー、マレーシアのミスブン・シデ

ク、インドのプラカシュ・パデュコーン

の名も忘れてはならない。ただ、この 3

人は、バ ドレーにはもろさ、シデクには

好不調の差の激 しさ、プラカシュには年

令的な衰えと、それぞれウィークポイン

トがある。

ならば日本勢がこの一角に食い込める

2度 目の優勝 を狙 う趙剣華 故障 も回復 しあの強打が見 られる もっとも充実 していると思われるモルテ ン
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1今大会で注目されるのは、韓国の朴柱奉がシングルスにエントリー
してきなこ|と であろう。ソウル五輪の公開競技、そしてバルセロナ五
輪の正式種口へ向けて国家的に強化している韓国のエースが、いよい
よシシ|グルスで国際舞台へ登場してきた。それを阻むのは、やはリデ
ンマークのフロスト、中国の趙が筆頭に挙げられる。そこへ日本期待
の松浦がどう挑むかに興味が持たれる。順当か破乱か予断を許さない
大会といえる。

日本のファン期待の松浦進二。ベ ス ト8以上の声 も

かといえlよ 今年は松浦にその期待がか

かる。昨年末の全日本総合で優勝して自

信を深めており、身体にも恵まれている

だけにチャンスはある。

精神的に充実している時に見せる、松

浦の拾って拾ってつなぎ、チャンスと見

ると決めるパターンは、ヨーロッ'ヽの

プレーヤーには十分対抗できる。

以上、男子シングルスの有力選手を紹

介したが、この他にも思わぬ選手が上位
へ進出してくる可育旨性もある。それは、

選手の技量に大きな差がなければ、心理

状態が試合の行方を大きく左右し、いか

にコンセントレーションするかが鍵 とな

ってくるからだ。

診彗晋鳳
らむ

ダブルスに目を向けると86年の実力No

lペアの朴柱奉/金文秀 (韓国)がエン

トリーせず、実力が伯仲 してテ測が難し

くなつてきた。

昨年の大会を制したマレーシアのシデ

ク兄弟のペア、準優勝したエルタント/
ヘリヤント (イ ンドネシア)が今年も有

力候補であることに間違いない。

これに続 くとすれば過去の実績から兄

ても中国と韓国の トップダブルスという

シングルスに賭ける朴柱奉の戦 t

ことになる。中国は賀向碗/ヽ 輝、韓

国は郭讃浩/衛卜成培 といずれも日本のフ

ァンにとっては新顔 といえる。どのくら

いの選手で、 どういうプレーを見せるか

にも興味力
'集

まる。

この他注目したいのはインドネシアの

リム・スイ 。キン/エディ・ハル トノの

ペア。シングルスの実力者がダブルスだ

けにエントリーしており目が離せない。

また、キールストローム(ス ウェーデン)

引退で′ヾ― トナーをマーク・クリスチャ

ンヤン (デンマーク)に代えて出場する

ステファン・カールソンのペアも実力は

上位にランクされる。

日本勢ではやはり松浦進二/松野修二

組に期待がかかる。松野が山梨国体のた

めに全日本入りせず、大学卒業後に半年

以上のダブルスペアとしてのブランクが

あつた。それにもかかわらず、わずかな

練習で全日本総合を連覇 しており、今も

つとも充実 しているとtヽ える。

この 2人、ブランク中の練習で、これ

までにない何かをつかんでおりさらにダ

ブルスとしての力をつけてきたといえる。

こうして名前を挙げた有力どころを比較

してみると、ベスト8は アジア勢が独占

しそうな気配である。その中で、日本の

松浦///松野組も十分に通用する力をつけ

ており、あわよくばの期待は十分に持て

そうである。

ぶりも注目される

今大会の男子エントリーを見てみなと、

各国の選手に新旧交替の動きがより明ら

かになってきたように思われる。

82年 ジャパンオープンのシングル優勝

者であるトーマス。キールストロームの

引退などはその象徴 ともいえる。それに

ソム・スイ。キンのダブルスのみのエン

トリー、プラカシュが母国インドヘ定住

などというニュースは、かつての強者が

徐々に第一線から引いて行くのではと一

i末のさびしさを感じる。

逆に、新 しい選手の名前をリストに見

つけるとどんなプレーをするのかリト常に

興味がそそられる。特に、中国と韓国は

今大会に新顔の選手を多く送 り込んでき

ており、明らかにソウル五輪そして1992

年のバルセロナ■輪に向けての強化を感

じさせられる。

この 1年後、 5年後をにらんでの育成

強化 というのはアジアのバ ドミントンだ

けでなく、ヨーロッパの各国にも見られ

る。その一つがジュニア大会を増やすと

いう動きで、それにより15～ 16歳の選手

を今から育てようという狙いである。

そしてスポーツ大国アメリカでも、全

米オープンの規模を拡大、各国に参加を

求め、 日本からも86年の同大会には参加

している。これまでバ ドミントンでは大

国といえなかったアメリカが、本格的に

取 り組めば有力国になる日は近い。
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■お好きな期間、有利に,S、やせるlヵ 月複利です

■30日たて
`よ

お申し出の翌日に手数料なしで換金

することができま魂

■○でお一人様300万 円まで無税で魂

■お申し込みは10万円以上、1万円単位です

■一度、日座をつくれば追加のご入金も自由で魂

■窓口でいつでも簡単に申し込めま魂

(お申し込みの際は「受益証券説明書」をご覧くださtゝ )

設定・運用は 三洋投信委託

してます力Ъ
好きな人ができたら、霧 が増えたら
cta、 始めひ まυ励1,織ι〕愛信うo、
オク三洋のマスコ勁こ″ ぢ拗 も
応援しれ あなたaあたん舛 l愛。

01ヵ月複利てくん くん有利に.:、 える三洋証券の「申期国債ファンらの口座から

●毎月ご指定の日、あるいは隔月の5日 とか、手4回、3月・5月・

9月・12月の 1日 とか、ご指定の日に

●例えば毎月毎月

して引き出すとか、

●銀行の普通預金口座、当座預金口座へ振り込みます なお、年末

年始かこ指定日の場合 |よ  12月 27日迄にお引き出し出来るもの

に限り、12月 28日 (休 日の場合は言営業日 によ itヽ ■します

●お振り込みのための中期国1貪 フ ントの解● こあた ,て |よ  千定

のお振り込取扱手数十+がプラスされます

■退職金や年金などまとまったお金は、まずrl利な中期国債ファンドに預けて、■i活費aズ必要な金額だt夕を、毎テ:、 引き出すこともできまt
■自動 11ローン、住宅ローンなン)ご返済に。また電気、ガスなどの公共料金、授業料など生活経費のお支払tヽ こ、指定の「1座へ振り込むことが可能で■

もちろたボーナス時の増額も自由でt

Sn″r.

た世しサー欧

き i

～
▼ご、

｀
ヤキlハ)子耳る|

あなたの「中期国債ファン間の日座から

ご指定の金額を、自動的に

あなたの銀行日座に振込みま魂

中期国債ファンドをはじめてお求めになる六 お考えの方にお得な情報をお知らせしま魂
(このテレホンサービスは、東京 神奈川 千葉・埼玉の方がご利用になれます,)



デ イスプ レイ

74曲画面に、絵わ°

両痴證み こ
゛ ニ

名

■

■ ―
Ｌ
メ̈

´

ヽ
一

メ

夕そ

DDチイ3.5 F

パーソ‐ルレワープロ

エプソンワール ンヾクーL
●チルト式の40字×10行の大型液晶カ スプレイ
●絵やイラストなどを読みこむ「エプソン イメージリー角 (オ ブション)

●任意の図形が手書き入力できるワ ラフィック タブレッh」 (オブション)

●くつきり見やすいSttN広 角液晶
●最大200宇までの文章一括変換
●3.5イ ンチFDD内蔵
●」iS第2水準漢字標準装備 (読み入力可能 )

●英文ワープロ機能 (独・仏・伊・西など欧州語にも対応 )

●18桁までの四則演算ができる計算機能
●ハガキからB4横まで印字
●パソコン通信に参カロできる「通信セッh」 (オ プション)

●住所録、ハガキ宛名印刷を標準装備

※イメージリーダはエフソンワードバンクーFにもおイ吏いいただけます

エプソンワール ンヾクシリーズ講習会を各地で開催いたしま1札 詳しくは、最寄の支店・営業所へお問い合わせくださし、

:ワードバンクーL:

1資料請求券
|

:ヨネックスカンプ :

●写真のイメージリーダは、ォプションで魂

内  蔵

|

ェブソ   買bBcni+L
標準4ヽ 売価格 128,000円 ⇔爵縦

準イスク
)

ェ リ ッ ン 晰 売 株 式 會 社  0本 社 〒 51東 京者5渋 谷区初台 536
■ショールーム:新宿NSビル5F■支店・営業所 :0東 京(03)348680 0中 央(03)2584841● 大阪南(06)6323353● 名古屋 (052)9627001● 札幌 (0 )2222821● 秋田(088)324002
●仙台(022)2633691● 長野 (0263)367251● 新潟(025)2438550金 沢(0762)62326● 広島(082)262581● 福岡(092)47-076 ●鹿児島(0992)25777

● イ コー エ ブソ ン株 式 會 社   長野県諏訪市大和335  詳しい資料のこ請求は、はがきに住所、氏名、職業 製品名をお書きの上、エプソン販売株式会社までお申し込みください。
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揺らぐか1?1申国OI塵
李1玲蔚(中国)をおびやかず紗ゝ

本来の調子にあれば、やは り李玲蔚の 2連 覇が順 当といえる 昨年 ぐんと力 をつけた北田ス

韓国のエントリーリストを見ると今大

会のエース格は黄恵英 といえる。昨年の

全英チャンピオン金練子がコーチとなっ

た今、韓国の期待はこの黄に集まる。全

英ダブルス優勝ですっかり自信をつけ、

ユーバー杯でも第ニシングルスとして確

実にポイントを稼いだ。年令も若 く、シン

グルスでの実績は少ないが、過去に北田

を破ったこともあり韓国の隠し玉的存在

で決して侮れない。

男子の朴柱奉とともに黄 もダブルスか

らシングルスヘ重点を移してきた。これ

までの韓国バ ドミントン界の方針を見る

と、確実にタイト/1/を取れそうな種目に

しばって主力選手をエントリーしており、

今大会でもそれなりの成算があると思わ

れるだけに不気味だ。

ここまで中国の選手に触れずに、以前

ほどの強さはなくなったのでは、 という

ニュアンスで書いてきたがそれには理由

力
'あ

る。

今回のシングルスエントリーでは、国

際的に知られているのは李玲蔚 と銭洋の

2人 と言っていい。 もちろん、前年のチ

ャンピオン李は今卜lも 優勝への最短距離

にいることは間違いない。ただ、昨年の

後半からはやや調子落ちの感じがあり、

前のような相手を寄せつけない強い勝ち

方が見られなくなった。

当然、対戦する他の国の選手は “これ

央勝進 出の期 待 もか か る

ならいけそう"と いう感触を持っている。

今大会へ向けてコンディション作 りがう

まく行き、一方的な勝ち方で優勝すれ

ばまだ “李時代"は続 く。 もし、 2連覇

を逸するようなら、女子のシングルスも

一挙に戦国時代へ突入する。そういつた

意味で注目したいところ。

そのチャンスを狙っているのは1ヒ田や

黄ばかりではない。ポイントランク2位

のラーセンはもちろんのこと、アジアで

は何故かもう一つ活躍できないヘレン・

トロークなども汚名挽回の好機 とばかり

に、今年のジャパンオープンにターゲッ

トをしtごっている。

さらに挙げれば、インドネシアのエリ

ザベス・ラティフも、ここへ来てくっ゙と

力をつけてきた。地元開催のユーバー杯

では、韓愛洋には歯が立たなかったもの

の、黄恵英や陣内貴美子を破っておりべ

スト8以上には出てきそう。

優勝争いとは違った意味で注目を集め

そうなのが日本の宮 tヽ愛子の戦いぶ りで

あろう。

彼女はまだ15歳で熊本京陵中学の 3年

生。特別推薦のワクでシングルスに出場

する力ヽ 中学生ながらインターハイ優勝

者を破った実績を高く評価されたもの。

イロ∫しろ中学41iが国際オープン大会に出

場するのも初めてなら、賞金大会に出場

するのも史上初。そういった意味でも宮

診責吾房箕篠進出
今年のジャパンオープン女子シングル

スは最終 日まで楽 しめそう、 そう期待し

ているファンが多いのではないであろう

か。そう思わせるほど昨年後半の1ヒ田ス

ミ子の充実ぶ りは素晴 しいものがある。

昨年のスター トのこの大会こそ、準々

決勝で李玲蔚に敗れベスト8止 まりであ

ったが、全英では80年の米倉以来のベス

ト4入 りを果たした。この時はデンマー

クのラーセンを破っての準決勝進出。決

してフロックでないことを実証 している。

ここでつけた自信は大きく、 6月 のユー

バー杯でも、日本チームの第一シングル

スとして、準決勝進出に大きく貢献 した。

そして9月 のアジア大会ではl・
ll体で銀

メダルを獲得、 もちろん日本のチームソ

ーダーとして北田の活躍があったのは言

うまでもない。力がつき自分のプレーに

自信を持ってきているのは、その後の試

合を見ても分かる。特にヨーロッパ勢の

ラーセン、イングランドのヘレン・ トロ

ークには対戦 して勝っており、今大会で

も勝てる雰囲気だ。問題はベスト4、 フ

ァイナルで当った時の韓国、中lJの選手

ということになる。
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これまでの女子バ ドミントンといえば、中国が圧倒的な強さを誇っ

ていた。どの国際大会を見ても、ベスト4を 中国選手が独占というケ

ースが多かった。事実、昨年の|ューバー杯でも連覇を達成しまだ続 く
のかと思わせたのだ力■|■

`|■

■|
しかし、後半からは各国の選手が力をつけ徐々にではあるが、その独

占体制を崩しつつある。デンマ|■クのラーセン、韓国の黄恵英、日本の
北田スミ子らが今大会で中国の李玲蔚にどう挑むかに興味がしぼられる。

本すのジャパンオープン出場は注目されて

いる。また、 5年後のバルセロナ五輪で

はちょうど20歳 とピークの年齢、その辺

を考えてジュニアに今から国際舞台での

経験を積ませる意味も含まれている。

今大会は1981年 にスター トしたジャパ

ンオープンの女子シングルスで、ず一っ

とタイトルを独占してきた中国選手から

誰が奪うか。ストップ・ザ 。中国を果た

すのは韓国の黄恵英、デンマークのキル

ステン・ラーセン、イングランドのヘレ

ン・ トロークの 3人か。地元ファンの期

待がかかるJL田 スミ子か。それとも李玲

蔚が 2連覇 (通算 3回 目)でタイトルを

保持するか,皮舌L合みといえる。

診桑球
ダリ貶
制すか

韓愛洋 も出場 していれば、李玲蔚 との

ダブルスが優勝膜補の筆頭で、他は2番

手以下の争いと簡単に出るのだが、今年

はちょっと予測のつけずらいエントリー

となっている。
・番手に浮 11し たのは昨年の全英ダブ

ルスを制した黄恵:ん//鄭明熙の韓国ペア。

決勝では同国の金練子/柳尚希を破って

世代交替を実力で果たしているだけに、

その後の活躍からも期待できる。

何 といって もヨー ロッパNo lの ラーセ ン。中国勢の 7連覇 を阻止す るか

・
主

~山

韓国の隠 し玉的存在の黄恵英 は

ベスト4以上 ということになれ|よ イ

ングランドのギリアン・ゴワーズ///ギ リ

アン・クラークの存在も忘れられない。

過去の実績からも順当に行けば準決勝ま

では進みそう。

そして中国勢だが、李玲蔚、関i胃貞、

銭洋がそれぞれ若手 とコンビを組んでの

出場、未知数ながら3人が巧 くリードす

れば 1組か 2組はベスト4に入ると思わ

れる。

日本勢では徳田敦子/米倉よし子のベ

テランペアが健在だ。一昨年、徳田がア

キレス腱を切るというアクシデントがあ

つた力お6年末の全日本総合ではィヽ夕L鳥の

ようによみがえり優勝。年齢的には優勝

までは難 しいが、実績面からベスト8入

りの期待は持てる。他にも未知数ながら

若さとスピードのある小泉陽子/星和枝

の戦いぶ りにも注日したい。

ダブルスでコンビを組むようになつて

まだ数ヵ月のキャリアだが、お互いに個

性の強い選手同士の組み合せ。それがう

まくかみ合え1卦日乗効果C思わぬ力を出

すことがあるからだ。

最後になつたがミックスダブルスに日

を転じてみよう。

この種目は伝統的にヨーロッパ勢が強

く、昨年のこの大会で もスコットランド

のビリー・ギリランドとイングランドの

ノラ・ペリーのペアが優勝 している。今

ダー クホースとして 目が離せない

年はノラ。ペリーの名前が見当らず、ま

た男子のベテラン、 トーマス・キールス

トロームも出ないことから、パー トナー

の組み替えが多くなりそうで予測が難 し

い。ベスト4に はヨーロッパのペアが何

組か入りそうな形勢 といえる。

では、 もう 1胤且は ?   とにヽうこ と11'よ

ると韓国のペアと言えよう。昨年の全英

では朴柱彬 //鄭 明熙組が優勝しており、

準優勝 も李得春/鄭素英 と韓国ペアが独

占している。そればかりでなく、韓国は

このミックスダブルスに力を入れており、

合宿をして強化しているという。

ミックスダブルスは独得の難 しさがあ

り、単にダブルスの強い男女でペアを組

めばいいというものではない。攻守の切

り替えやカバーリングなど息、の合ったプ

レーをしなければならない。力から言っ

ても男子プレーヤーが攻撃の:|しじヽとなる

のだが、パワーで押 しまくる男子 と拾い

まくる女子の組み合せなら強いとは言い

切れないところにミックスダブルスの面

白さがある。

日本ではとかくミックスは軽視されが

ちだが、バ ドミントンのダームの面白さ

はこの種目にあるといってもよい。初期

の試合はミックスであったこともあるか

ら、 ラリーが続きここぞという時に打ち

込むとにヽった面白さを味わってもらに`たい。

そこにシャトルコックを使う味があるから。
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TIIIE TABLE

混合 ダブルスkl回戦〉  電 ざ乱 諮『

bにS

女子シングルスく1回戦〉 キ::鴨詭RFgに
S

混合ダブルスく2回戦〉 囲
『

書£RUЫ
es

女子シングルスく2回戦〉 b潔鴨義黒:gに
S

女子シングルスく2回戦〉 Ьtti鷺品:gに
S

混合 ダカ レスく3回戦  幣 乱 需
ЫeS

l.2l
@Wednesday

1・ 22
@Thursday

1・ 23
C)Friday

l・ 24
@Saturday

1・ 25
①Sunday

‐
―

「　

　

　

‐―

∃

―

‐１

１
１

・
Ｊ

一
　

一

　

　

一

　

．

・
　

一

男子シングルス

Gentlemen・ s Singles

男子ダブルス

Gentlemen's Doubles

女子シングルス

Ladies' Singies

女子ダブルス

Ladies'Doubles

混合ダブルス

Mixed Doubles

1/21の 14:00は 予選

①②③…=試合番号 Game No
時間及び種目については変更となる場合が

あります。

Some miner changes of the above

schedule,may be obliged

タ イ ム
丁 irne 試合 Game~~~~~~~_____― ―_三生」LC°

urt No. 2 3 4 5 6 7 8

12:00 男子ダブルスく1回戦〉  RT‖ :WT'S Doubに
s

① ②

13:00 男子ダブルスく2回戦〉 ,「:tm禍
'S Doubに s

④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ ⑨ ⑩ ①

14:00 男子 ダブル スく2回戦〉  ,「 8t鵠晃:LS Doubles ③ ⑫ ⑬ 〇 ⑮ 〇 ⑩ ○

15:00 女子ダブルスく1回戦〉 片ず鴨乱Rrbに
S

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③

16:00 男子シングルスく1回戦〉 fy唱:W'S Sngに
S

17:00 女子ダブルスく2回戦〉 Ь悧冒ま踏Fbに
S

⑨ ⑩ ① ⑫ ⑬ ○ 〇 ①

18:00 男子 シングル スく2回戦〉 9「 8t鵠見:L′

S Singles

19:00 男子シングルスく2回戦〉
,「:繁111｀

Sngに S

タ イ ム
Tirne n 2 3 4 5 6 7 8

13:00 男子 ダブル スく3回戦〉  ξ∬ 記 T「8'S DouЫ
es

〇 ⑩ ④ ⑫ ④ ④ ④ ④

14:00 女子シングルスく3回戦〉 b7:寵∫智
gにS

15:00 男子シングルスく3回戦〉 8認織 T「8'S Singles

16:00 女子 ダブル スく3回戦〉  Ь7:唱者認 :uЫ
eS

○ 〇 ⑩ ⑩

17:00 男子ダブルスく4回戦〉 27冊 S DouЫ es
④ 〇 ⑩ ⑩

18:00 女子 シングル スく4回戦〉
:7絆唱:fTgに

S

19:00 男子 シングル スく4回戦〉 27昔 調濡
「

S Sngに S

■
タ イ ム
Tirne 試合 Game~~~~~~~_____旦 二 LC°

u.No.
1 2

15:00 女子ダブルス〈準決勝〉 き:出7竿活FuЫ
eS

④ ⑫

16:00 男子シングルスく準決勝〉
ξξ需

!Ⅷ
:↑

'S Sngles

17:00 混合ダブルス〈準決勝〉  臨 皐R:ド
Ыes

18:00 女子シングルスく準決勝〉
き:常鴇 R「

gにS

19:00 男子 ダブル スく準決勝〉  ξξ需

l罵
:7'S DouЫ

es
① ⑫

混合ダブルスく決勝〉   ‖117d Doubles
女子 シングル スく決勝〉  旨増「

S'SngにS

男子ダブルスく決勝〉   8::‖ emen,s Doub!es

女子ダブルスく決勝〉  旨増「
S'DouЫ es

男子シングルスく決勝〉  8::|lemen's Singles18

タ イ ム
Tirn e 餞合 Game~~~~~~~――___――翌

~卜 Court No. 2 3 4 5 6 7 8

13:00 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③

15:00 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ③

16:00 ③ ⑩ 〇 ⑫ 〇 ⑭ 〇 ⑩

17:00 ⑩ ① ⑭ ⑮ ○ ⑩ ⑫ ④

18:00 ③ ⑫ 〇 〇 ○ ⑩ ④ ④

19:00 ○ 〇 ① ⑩

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③

⑩ ① ○ ○ ○ ○ ② ④

③ ⑫ ○ ⑬ ① ④ ④ ④

④ ④ ④ ④ ④ ⑩ ① ⑫

④ ④ ④ 〇 ④ ⑩ ① ⑫

〇 〇 ① ⑩

⑩

〇 〇

④ ⑫

① ⑩

タ イ ム
Tirn e HA ta *o.

12:00 ④

13:00 ⑩

14:00 ○

15:00 ④

16:00 ⑭



re
AUSTRALIA
Sze Yu
CANADA
Mike Butler
Mike Bitten
Mike Debelle
CHINA
Zhao Jianhua
Xiong Guobao
Fu Oiang
Ding Oiqing
Chen Kang
He Xiangyang
Tang Hui
Wang Pengren
Jiang Guoliang
CHINESE TAIPEI
Chang Wen Sung
Chen Nine Bian
Chung Chia Chen
Ko Hsin Ming
Liao Wei Chien
Yang Shyh Jeng
Lee Ren luan
Lin Jia Wai
Wang Shi Lon
DENMARK
Morten Frost
Michael Kjeldsen
Poul-Erik Hoyer-Larsen
Torben Carlsen
lb Frederiksen
Jens Peter Nierhoff
Jan Paulsen
Steen Fladberg
Mark Christiansen
ENGLAND
Steve Baddeley
Nick Yates
Darren Hall
Glen Milton
Andy Goode
HONG KONG
Chan Chi Choi
Yeung Yik Kei
Chui Chow Lan
Wong Man Hing
INDIA
Prakash Padukone
INDONESIA
Liem Swie King
Eddy Hartono
Hadibowo
lcuk Sugiarto
Lius Pongoh
Bobby Ertanto
Hafid Yusuf

オース トラ リア

施  羽

カナ ダ

マイク ノ` トラー

マイク・ビッ トン

マイク デベル

中国

趙剣華

熊国宝

付  強

丁其慶

陳 康

賀向陽

唐 輝

工朋仁

蒋国良

台北

張文松

陳能彪

鍾佳珍

葛新銘

摩偉詰

楊仕政

李仁淵

林佳威

王旭隆

デ ンマーク

モルテン・フ ロス ト

マイケル ケル ドセン

ポリ レエリック・ホイヤーラーセン

トルベ ン・カールセン

イ ップ フレデ リクセ ン

ジェン・ピーター・ニアホフ

ジャン・ポールセン

ステ ィーン フラ ドベルグ

マーク・ク リスチャンセ ン

英国

ステ ィープ・バ ドレー

ニ ック・イエーツ

ダーレン・ホール

グレン ミル トン

アンディー・グーデ ィー

香港

陳智才

楊変埼

チユー チ ョー・ラン

黄文興

イ ン ド

プラカシュ・パデュコーン

イ ン ドネシア

リム スイ。キン

エデ イー・ハル トノ
ハデ ィポー

イチ ック・スギアル ト

リュース ポ ン

ポ ビー・エル タン ト

ハ フィッ ド ユスフ

PRIZE資金

Cl劇MPETITORS

Eddy lsmanto
Joko M
Uwin
Serian Wiyatno
Rudy Heriyanto
KOREA
Park Joo Bong
Park Sung Bae
Lee Deuk Choon
Kwak Chan Ho
Sohn Chin Hwan
MALAYSIA
Misbun Sidek
Razif Sidek
Jalani Sidek
Foo Kok Keong
NEW ZEALAND
Grame Bobson
SCOTLAND
Billy Gilliland
SWEDEN
Paer-Gunner Joensson
Jan-Eric Antonsson
Stefan Karlsson
SINGAPORE
Lau Wing Cheok
Hamid Khan
THAILAND
Sompol Kukasemkij
Sakrapee Thongsari
Sawai Chanseorasmee
U.S.A.
Chris Jogis
Guy Chadwick
JAPAN
Shinji Matsuura
Shuji Matsuno
Hiroyuki Hasegawa
Hiroshi Nishiyama
Tetsuaki lnoue
Shoukichi Miyamori
Kouji Honda
Kiyonori Kogai
Kyoji Kusi
Koji Gondoh
Yasuaki Tsujita
Tetsuya Katagiri
Katsumi Namaizawa
Osamu Kikuchi
Kazuhiko Hamakita
Eishi Kifune
Hiroki Etoh
Takao Hayato
Naotsugu Tanida
Akio Tomita
Yutaka Suzuki
Kazuo Morishita
Yuichi Tando
Tatsuya Yanagiya
Masami Osanai
Fumihiko Machida
Yukihiro Miyamoto

エディー・イスマント
Mジ ョコ

ユウイン

セリヤン・ウィヤント
ルディー・ヘリヤント

韓国)

朴柱奉
朴成培

李得春
郭讃浩

:雰:,1`ァ
ク

ジャラニ・シデク
フー コック・キョン
ニュージーランギ
グレーム ロフソン

スコットランド
ビリー・ギリランド
スウェーデン
パー・グナー・ジョエンソン

ジャン・エリックアントンソン
ステフアン・カールソン

シンガポール
ロー・ウィン・チョク
ハミッド・カーン

ι」ポール・クカセミイ
サクラ ピー・トンサ リー

サワイ・チャンセオラスミー

アメ リカ

ク リス・ジ ョギス

ガイ・チ ャ ドウィック

日本

松浦進二

松野修ニ

長谷川博幸

西山博司

井上哲章

宮森庄吉

本田浩ニ

小飼清統

工士恭司

権藤浩ニ

辻 田泰 昌

片桐哲也

生井沢勝美

菊池 修

浜北和彦

木船栄士

江藤裕樹

早戸敬雄

谷田尚嗣

冨 田章夫

鈴木 裕

森下―夫

丹藤勇一

柳谷辰哉

長内征美

町田文彦

宮本幸弘

ffi
CANADA
Denyse Julien
Johanne Falardeau
Suneeta Khare
CHINA
Li Lingwei
Oian Ping
Sun Xiaoqing
Shang Fumei
Lin Ying
Guan Weizhen
Shi Fangjing
Nong Ouhnua
CHINESE TAIPEI
Lee Chien Mei
Feng Mei Ying
DENMABK
Kirsten Larsen
Pernille Nedergaard
ENGLAND
Helen Troke
Fiona Elliott
Sara Halsall
Gillian Clark
Gillian Gowers
NETHERLANDS
Eline Coene
Erica Van Diick
HONG KONG
Amy Chan
Tong Chun Mui
Wong Har Ping
Poon Wai Na
INDONESIA
Rosiana Tendean
Susi Susanti
Elizabeth Latief
Liliek Sudarwati
Verawaty Fajrin
Yanti Kusumiati
KOREA
Hwang Hye Young
Chung Myung Hee
Lee Myung Hee
Cho Young Suk
Kim Ho Ja
Lee Young Suk
SWEDEN
Christine Magnusson
Maria Bengtsson
THAILAND
Darunee Lertvoralak
JAPAN
Sumiko Kitada
Kimiko Jinnai
Kumiko Kitamoto
Yoko Koizumi
Michiyo Nishimura
Mieko Hirayama
Kazuko Takamine
Mika Uemura
Aiko Miyamura
Takako Shinki
Atsuko Tokuda
Yoshiko Tago
Hiromi Tsukioka
Mitsuko Nogami
Kazue Hoshi
Marie Harada
Hisako Takamine
Mayumi Hirai
Yuuko Koike
Shino Taiima
Michiyo Tashiro
Ritsuko Watanabe
Hiromi Moriyama
Haruko Yachi
Kiyomi Aoki

翼菫安′ジュリアン
11こちち乙ι

ラデュー

峯昇章
素小響
炉撮
困:曇
馨菊
幸

薦曇霙
軍κI=多・ラーセン
鑑
―ル・ネダーガード

9ザイ■呈丁象ット
革7ヂ 7ヽ′了生ク
軍;ζ子

ゴワ~ズ

重;万 L『了ちィック
戻襲
星蔓棄

穏 Lア
デ ィー ン

スージー・スサ ンテ ィー

エ リザベス ラテ ィフ

リリック・サ ダルワテ ィー

ベラワテ ィー・ファジ リン

ヤンティー・クスミアティー

韓ユ

黄恵英

鄭明果

李明熙

張英淑

金好子

]ぞLElttζ .マグヌソン

多[_∫

`|(1ラ

ラック
・Ltti臭季

北本久美子

小泉陽子

西村美千代

平 山美恵子

高峯和子        |
上村美香

宮村愛子

新木貴子

徳 田敦子

田児ま し子

月岡広美

野上満子

星 和枝

原 田真理恵

高峯 尚子

平井真由美

小池 由扶子

甲島志乃

田代美智世

渡辺律子

義

"弘

美

谷地春子

青本きよみ

TotJ Prセ e  賞金総額

GENTLEMEN′ S SiNGLES

winner   優勝

Runner‐ up    準優勝

Semi Finattst 3～ 4位

380′ 000

男子シングルス

$5.200
$3′ 200

$2′000

Sl′000

$400
女子シングルス

|   $4′ 000

$2′800

$1′ 600

$800

5～ 8

9-16
5-8位
9～ 16位

LADIES.SiNGLES
winner   優勝

Runner‐ up  準優勝

Semi Finahst  3 -4位

5-8      5-8位

GENTLEMEN'S DOUBLES
VVinner     優勝

Runner― up    準優勝

Semi Finanst 3-4位

5-8     5-8位
LADlES:DOU3LES
WinnO■■|■ 1優勝

Rlnlllllll■ |1準優勝

SO"11Fihさ 驚t●
=‐

■
`位5■ 1811■■|||■5■ 8位

M:XEDIDOUBLES
Winnёl■■ 優勝

Runner‐ up    準優勝

Semi Fina「 st  3 -4位

5～ 8 5～ 8位

男子ダブルス(ペ アー)

$5′600

$4,000
$2′4∞

Sl.000

女子ダブルス(ペアー)

●4,300

1‐ |● 3,200

■|● 2,000‐

| |$11000

混合ダブルス(ペアニ
)

S3.200
S2′400

Sl′ 600

S800



ENGLANDィ ングランド

オールイングランドオープンと言えば、日本では全英として親しま
れている、最も伝統と権威を誇る大会。そのバ ドミントンの母国とも
いえるイングランドも、このところいささか沈滞気味。地元の全英で

もベスト8どまり、これはという若手が出てこないのが苦しい。しか

し、1899年の第 1回全英がダブルス戦だけであつたせいか、ダブルス

には伝統的に強い。

STEVE BADDELEY
スティープ。バドレー

最年少で代表に選ばれたバ ドレーも今年で

25歳になる。イングランドのNo lプ レーヤー

として君臨する。サウスポーからの トリッキ

ーなプレーが特徴で、オーバーヘッドショッ

トは威力がある。全英でも地元の期待に応え
ベスト8入 りを果たす。

〔86年の戦績〕'86イ ンドネシアオープン混合

準優勝 '86オランダオープン単準優勝 '86英

国マスターズ単ベスト4。

NICK YATES
_ック・イエーツ

83年には国内ランキング 1位になったこと

もある。その後ヒザの故障に悩んだが、その

実力は国際試合でも上位に入る力を維持 して

いる。プレースタイルは、粘りを身上とする

オールラウンド。シングルスにしぼっている。

〔86年の戦績〕'86西 ドイツオープン単ベスト

4 '86中国オープン単ベスト4

20

DARREN HALL
ダーレン・ホール

次代のエースシングルスと期待されており、

ジュニア時代にはヨーロッパチャンピオンに

もなった。まだ、自分のプレースタイルはな

いが、粘りのプレーで相手を自分のペースに

引き込む。86年の全英では2回戦でプラカシ

ュに8-15、 9-15と善軋

〔86年の戦績〕'86ス コットランドオープン単
ベスト4。

ANDY 000DE
アンディー・グーディー

86年のジャパンオープンに続いて連続出場。

ダブルスとミックスに出場したが、今年もダ

ブルスのみにエントリー。ミックスでベスト

4以上を狙う。

〔86年の戦同 '86オ ランダオープン混合優勝
'86香港オープン混合準優勝。

CLEN MILTON
グレン・ミルトン

ジャパンオープンには初出場。86年の全英

では 1回戦で日本の宮森を破 り、 2回戦では

イ憂勝 したフロス トに10-5、 ‖―15と ス トレ

ー ト負けしたものの、その力は悔れない。

』

ヽ讐θ

―



Ladies女 子

HELEN TROKE
ヘレン・トローク

デンマークのラーセンとともに、ヨーロッ

パの女子では トツプにランクされる。国内ラ

ンキングでは常にトップを維持、最近ではプ

レーに幅が出てきており、オランダオープン

ではダブルスに優勝。

〔86年の戦績〕'86デンマークオープン単ベス

ト4 '86西 ドイツオープン単準優勝 '86イ ン

ドネシアオープン単準倒勝 '86台北オープン

単準優勝 '86オ ランダオープン単準優勝、複

倒勝 '86香港オープン複ベスト4 '86イ ンタ

ースポーツカップ単ベスト4 '86ス カンジナ

ビアオープン複ベスト4

GILL:AN GOWERS
ギリアン・ゴワーズ

ト回―ク、エリオットとともに期待される

若手の 1人。もともとダブルスを得意として

おり、ゲーム中にも盛んに声を出し小柄な体

に似合わずフアイトがある。バ ドミントンに

取り組む姿勢は真面目で将来性充分。

〔86年の戦同 '86ジ ャパンオープン混合準優

勝 '86デンマークオープン複倒勝 '86マ レー

シアオープン複ベス ト4 '86西 ドイツオープ

ン複ベスト4 '86イ ンドネシアオープン複ベ

スト4、 混合準優勝 '86オ ラングオープン複

倒勝、混合準優勝 '86中国オープン混合準イ憂

勝 '86英国マスターズ複準イ到阪
'昆

合準優勝

G:LLiAN CLARK
ギリアン・クラーク

ベテラン健在を昨年も見せてくれた。全英

でもゴワーズとのペアでダブルスベスト8。

ミックスでもテイラーとベスト16へ。今大会

でもダブルスでは上位進出を狙う。

〔86年の戦績〕'86デンマークオープン複優勝、

混合ベスト4 '86マ レーシアオープン複ベス

ト4、 混合準優勝 '86イ ンドネシアオープン

複ベス ト4、 混合優勝 '86ワール ドカップ混

合準優勝 '86英国マスターズ複準優勝

F]ONA ELLiOTT
フィオナ・エリオット

トロークといつも一緒に練習している。そ

の熱 いさは、シングルスでも確実に力をつけ

ている。ミックスでも全英ではベスト16に入

っている。

(86年の戦績〕'86香港オープン混合 2位

SARA HALSALL
サラ・ハラソール

ダブルスで力を発揮。昨年に続いて今大会

にエントリー、今年こそ本戦入りを狙ってい

る。86年全英ではダブルスでベックマンとの

ペアでベス ト8入 り。

〔86年の戦績〕'86全英選手権複ベスト8

EUROPE AMERICA ZONE

選手紹介 欧米ゾーン

SCOTLAND
スコットランド

CentLmen男■

BILLY G:LL:LAND
ビリー・ギリランド

ダブルスの名手と言われ、特にミックスで

は力を発揮。85年の全英ではN。 ベリーとの

ペアで囲勝したが、86年はベスト8に とどま

った。しかし、今年もジャパンオープンの 2

連覇を狙っている。

〔86年の戦同 '86台北オープン混合優勝 '86

オランダオープン複準倒勝 '86香港オープン

混合囲勝 '86英国マスターズ混合倒勝 '86ジ

ャパンオープン混合優勝



AuSTRALIA
オTス障 リア

85年から86年にかけて、世界の
バ ドミン トン界にオース トラリ
アという国名を印象づけたのは、
スイー 0ユーが活躍したため。ま

だバ ドミントンはそれほど盛ん

ではないが、これを契機に強い選

手が後に続 く可能性もある。

ラケット片手のシンデレラボーイ、といっ

たイメージのスィー・ユー。元中国ナショナ

ルチームを父に、香港からオーストラリアヘ

絶 ジャパンオープンには香港時代から参

加している。ここ 1、 2年ですっかリトップ

プレーヤーの仲間入り、これからどこまでイ申

びるか楽しみ。

〔86年の戦績〕'86デンマークオープン単ベス

ト4 '86イ ンドネシアオープン単準優勝 '86

台北オープン単優勝 '86イ ンタースポーツカ

ップ単準倒勝 '86英国マスターズ単準優勝

ＹＵ

羽

ＥＳＺ

施

STEFAN KARLSSON
ステファン・カールソン

ダブルスのベテランとして数々の国際大会

で上位入賞を果たしている。キールストロー

ムが引退して、彼 1人 となった感もあるスウ

ェーデンのパ ドミントン界。若手力Y申びるま

でまだ頑張ってほしい。

〔86年の戦績〕'86全英選調暦昆合ベスト4

'86西 ドイツオープン複ベスト4 '86ワール ド

カップ昆合準優勝 '86香港オープン複ベスト

4。

PAER‐ GUNNER JOENSSON
パー・グナー。ジョェンソン

86年の トマス杯代表としてアントソンとの
ペアで第 2ダブルスで出場した。

JAN‐ ERIC ANTONSSON
ジャン・エリック・アントンソン

昨年の トマス杯ではシングルスとダブルス

に代表として出場。

EUROPE AMERiCA ZONE

選手紹介 欧米ソーン

SWEDENス ウェーデン

世界的なプレーヤーであるキールストロームが昨年末に引退。国際
的に通用するプレーヤーがカールセン1人となってしまった。若手の

台頭も期待されたほど伸びず、新旧交替がスムーズに行っていない。

CHRiSTINE MAGNUSSON
クリスチーヌ・マグヌソン

ジャパンオープンに毎年来ており、日本の

ファンにもすっかりお馴染み。今年で2歳に

なリライセンスプレーヤーとしてストックホ

ルムに 1人住い。ベントソンとのペアで国際

大会でも上位に、英マスターズでは優勝も。

〔86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン混合ベス

ト4 '86デ ンマークオープン複ベスト4 '86

西 ドイツオープン混合ベスト4、 複ベスト4

'86ワール ドカッカ昆合ベスト4 '86英国マス

ターズ複優勝

MARIA BENGTSSON
マリア・ベントソン

マグヌソンとのペアで世界を5区けめぐるプ

レーヤー。日乍年のジャパンオープンのダブル

スでは初戦敗退。今年はその汚名を逸回した

と闘志を燃やしている。

〔86年の戦同 '86デンマークオープン複ベス

ト4 '86全英選手権混合ベスト4 '86英国マ

スターズ複倒勝

一一一一一・●

Centtemen男 子 Ladies女 手



璽明光商会
机の横にいるだけで、もう「会社の」じゃなくて、「私の」。社外秘の機

密書類からボツをくらった企画書まで、みんな処理してくれるから

手放せない。「しゅれっ大くん」は1人 1台の気軽なOAです。役員室

や秘書室、部長さんのデスクサイドに、ぜひ1台。また、法律事務所

やデザイン事務所などの少人数オフィスでお役立てください。
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ポクと飛ぼうよSFの世界
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スキーライフもリソLトライフも

最高のコンテンショス

言葉|こならない楽しい感嘆符の連続で魂

楽しい、うれしい、おいしし、指おり数れ 、7つの魅
1参加者全員に38ЧA製リュック“ザックザック"をプレゼント

2コーヒスジュース、グラスワインなど、かわいたノドにドリンクサービス

3おみやは味情報など楽しいニュースが満載。札幌市内ガイドブンク國

4思いっきリスキーライスしヽで1枚、ゴンドラとリフトの1日 フリー券プ|
5スキー焼けの笑顔かひろかる「丸大小屋のアトムロクハウスは憩いのスポッ、
6とびっきりの思い出を持ち帰ろう18mmビデオ半日無料レンタレ    1  ・[

7気軽にレーサー気分か味わえる、本し幌国際のタイムチャレンジャーマシi

憲このパウダースキー|ヒ海道には添乗員は同行いたしません。
豪旅行代金に含まれるもの/上記記■の交通費、宿泊費、食事代及び旅行取扱料金等

(コ ースに含まれない交通費等の薦費用及び個人的諸費用は含みまし0。
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サッボロフリーブラン3DAY
III`さ ‖ 122-22 1 1-ピ :,

ア

2/12～ 3/29の 毎日     ~   ~
1日 目/各地空港)千歳空港 お客様魚|は  ホテル(札幌)

嘔 テイネハイランドスキー場暉ホテル(本L幌 )

ホテル(朝 食)● 0くホし幌国際スキー場〉
“

ホテル(札幌 )

ホテル(朝 食)“〈ホL幌国際スキー場〉
“

札幌 お客様負Ⅲ

千歳空港)各地空港

5とり様)東京発:391700円う大阪発:55,300円う福岡発:68,300円う

ニセコヒラフ・サポロ4DAY覆豆豆憂]略
日=号

′総
=霧

λχ争
22・

1日 目/各地空港)千歳空港い くヒラフスキー場〉ホテル(ニセコ・ヒラフ)(夕食)

2日 目/ホ テル(朝 食)〈ヒラフスキー場で終日フリースキーをお楽しみください〉ホテル(夕 食)

3日 目/ホ テル(朝 食)く とラフスキー場〉疇 ホテル(札中晃)

4日 目/ホ テル(朝 食)“〈札幌国際スキー場〉暉札幌 お客様負担 千歳空港)各地空港

風 3とり様)東京発:65,500円ウ大阪発:78,500円 う福岡発:93,500円う

´

パウダースキーヨヒ海道は、この他にもたくさん

のコースをご用意しておりま魂 詳しぐま店頭の

係員、またはバンフレンドこてこ確認ください。

空港、ホ77kゲレンデを結.ゞ

専用シャトルバスレヾウ舛スキー号」

潅田 日本棄導公社
運輸大臣登録一般旅行業第64号 O
本社/〒 100東京都千代田区丸ノ内 64

お問合わせ。お申込みは、日本交通公社各支店、交通公社トラベランド旅行サービス店、交通公社代理店または下記の電話予約センターヘ

舅こ舅103(477)5566・ 布黄力熙045(62:)5566・  F‐

'E0472(22)3300。
F註者5075(223)1791・ ラに働反06(314)0801・

中中アヨ078(321)|181・ ネロF可 092(78:)0700
上配のうち、横浜 千葉 京都 神戸へのお電ヽは市外料金当社負担で自動転送され、東京および大阪電話予約センターが承りま九

「
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自転車エルゴメーターを使用したオールアウト
パフォーマンステスト

運動部員をカロリーメイ ト摂取群

と非摂取群の2グループに分け、

8日間の合宿実験を行なった。

合宿初日の運動持続時間はカロリ

ーメイ トを摂取した人の場合、

しなかつた人の 2倍 にな り、8日
後には3倍 になつている。つまり、

カロリーメイ トは運動によって消

費されたエネルギーをすばやく有

効に補給 し、よリノヽ― ドな トレー

ニングに取 り組むことを可能にし

たことを示 している。

カロリーメイトく缶入り〉

■成分(1缶 200m`ぁたり)

炭水化物  3349 ビタミン

タンハク質   679 ヒタミンA

脂質
ミネラル

カルシウム

鉄

カリウム

ナトリウム
マグネシウム

リン

クロール

カロリーメイト〈プロック〉

■フルーン'1成 分IJオ 7セあた1)|

炭水化物  420, ビタミン

タンハク質   829 ビタミンA
月旨質     2229 ビタミンBI

ミネラル        ビタミンB′

449 ヒタミンBI ９００‐Ｕ助嘲
助
３μ９枷
７５‐Ｕ仙
融噛
枷

”

鳴

”

”

”

”

”

７８
‐３
‐５２
２８‐
硼
‐０５
３‐０

酬̈

仙̈‐５″９枷７５，Ｕ枷̈
い勁仙

ビタミンB2

ビタミンB`

ビタミンB12

ビタミンC
ビタミン0
ヒタミンE
ナイアシン

葉酸

ハントテン酸

カルシウム

鉄

カリウム

ナトリウム

マグネシウム

リン

クロール

ビタミン86

ビタミンB12

ヒタミンC
ビタミンD
ビタミンE

ナイアシン

葉酸
ハントテン酸

リノール酸

”

”

”

”

”

”

”
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ノランス燃食力■ンデ#
プロンク〈チ~ズ味・フルーツ味〉缶くコーヒー味・ミルク味〉

1箱400キ ロカロリー・1缶 200キ ロカロリー

●開缶および開封後は、なるべく早く召し上がるようお願いしまt● 高温・多湿および直射日光のあたる場所には置かないようこ・注意くださしヽ
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第 1回 オールアウトテスト 第2回 オールアウトテスト
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ICANADAカ ナダ

アメリカ大陸ではバ ドミントンが盛んな唯一の国といってもよい。
ジャパンオープンにも毎回選手を送ってきており、女子は86年のユー
バー杯にも出場している。世界的なレベルではまだまだだが、女子で

はジュリアンがダブルスで国際大会でも上位の力をつけている。今年
は昨年よりも選手をし|ごって派遣してきている。

Gentietteh男 子

MIKE BUTLER
マイク・バトラー

カナダを代表する選手。昨年のジャパンオ

ープンではシングルス 1回戦で松浦を破って

おり、今年は2回戦突破が目机

〔86年の戦績〕'86U Sオ ープン単準優勝、複
ベス ト4、 混合優勝

MIKE BITTEN
マイク・ビットン

昨年に続き出場。デベレとのペアでダブル

スに出場。

M]KE DEBELLE
マイク・デベル

ダブルスで今年は上位を狙う。昨大会は 2

回戦で準倒勝のエルタント/ヘ リヤントのペ

アに負けたが、組み合せ次第だ。

EUROPE AMER:CA ZONE

選手紹介 欧米ゾーン

La●Ies女手

DENYSE JUL:EN
デニス・シュリアン

86年ユーバー杯代表、第2シ ングルスとし

て対インドネシア戦ではラティフから |ゲー

ム取る健闘。

〔86年の戦績〕'86U Sオ ープン単優勝、複優

勝

JOHANNE FALARDEAU
ショアンナ。ファラデュー

ジュリアンと同じ86年ユーバー杯代表。ダ

ブルスを得意としており、全英ではジュリア

ンとのペアでベスト8入 り。

〔86年の調 '86U Sオ ープン単ベスト8、

複優勝、混合優勝

SUNEETA KHARE
スニータ。カーレ

27
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IDENMARKデ ンマ…ク

男子のモルテン・ フロスト、女子のキルステン・ ラーセンとトップ

クラスの選手を生み出したデンマークは、ヨーロッパを代表するバ ド

ミントン強国。男子は層も厚く、 トマス杯ではマレーシアに敗れ 4位

となったが、アジア勢のベスト4独占を突き崩した。今大会にも男子

の若手も送 り込み、経験を積ませ次代の選手育成を心力斗すている。

28

ICO● tlemen男子

MORTEN FROST
モルテン・フロスト

ここ2～ 3年は常にポイントランキング |

位をキース 第 1人者の地位を維持 している。

19歳 で国内チャンピオンになって以来、数々

のタイトルを獲得しているが、86年の全英で

は2年。Sミ リ3度 目の倒勝を遂げている。オー

ソドックスなプレーは安定しており波は少な

い。今大会でも優勝候補の最右翼。

〔86年の戦績〕'86デンマークオープン単優勝

'86-優 勝 '86西 ドイツオープン単

優勝 '86ワール ドカップ単準優勝 '86英国マ

スターズ単優勝 '86ス カンジナビアオープン

単倒勝

IB FREDER]KSEN
イップ・フレデリクセン

フロストに次ぐNo 2の地位を硼 永 ここ l

年の成長は著しい。プレーそのものに派手さ

はないが、常に自分の力をフルに発揮できる

のが強嘱  トマス杯では第2シ ングルスとし

て活躍した。

〔86年の成同 '86ジ ャパンオープン単準優勝

'86デンマークオープン単ベスト4 '86オ ラン

ダオープン単倒勝
□



MICHAEL KJELDSEN
マイケル・ケルドセン

86年はシングルスでも大活躍。デンマーク

オープンではフロストに敗れはしたが準醜

もともとダブルスには強かった選手だが、サ

ウスポーから相手の意表を突くショットは、

シングルスでも発揮されている。

〔86年の戦績〕'86デンマークオープン単準優
勝、複ベスト4 '86西 ドイツオープン単準優
勝 '86台北オープン複ベスト4

TORBEN CARLSEN
トルベン・カールセン

次代の期待される若手グループの 1人。ジ

ャパンオープンには 2年連続出場、今年は昨

年を上回るベスト4入 りを狙っている。

〔86年の戦績)'86西 ドイツオープン単ベスト4

STEEN FLADBERG
スティーン・フラドベルグ

ダブルスプレーヤーでt数々の国際大会で

上位入賞を果たしている。昨年のジャパンオ

ープン、全英でもベス ト4に入っており、今

大会では相棒のヘレディーがェントリーして

いないので誰と組むかも興味ある。

〔86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン複ベスト

4 '86マ レーシアオープン複ベスト4、 混合

準倒勝 '86全英選手権複ベスト4

JENS PETER NIERHOFF
シェン・ピーター・ニアホフ

ジャパンオープンでは大柄でヒゲの選手と

してお剛|1染み。まだ老け込む年ではないので

調子さえ戻れば上位にも。

〔86年の戦績〕'86ス コットランドオープン単
ベス ト4

MARK CHRIST:ANSEN
マーク・クリスチャンセン

昨年は大きな大会での活躍はなかったが、
85年には全英のダブルスで準優勝したことも

あり、今大会でもダブルスでの上位入賞が期

待される。

〔86年の戦績〕'86デンマークオープン複ベス

ト4、 混合ベスト4 '86台北オープン複ベス

ト4 '86西 ドイツオープン複ベスト4

POUL‐ ERIK HOYER‐ LARSEN
ポールエリック・ホイヤーラーセン

昨年後半から国際試合で活亀  トマス杯で

も3位決定戦の第 3シ ングルスで出場してい

る。

〔86年の戦績〕'86ス コットランドオープン単

準倒勝 '86イ ンタースポーツカップ単倒勝

JAN PAULSEN
ジァン・ポールセン

EUROPE AMER:CA ZONE

選手紹介 欧米ゾーン

Ladies女手|        ||‐       ■|

KIRSTEH LARSEN
キルステン・ラーセン

女子バ ドミントンでは中国、韓国勢の強さ

が目立つが、ヨーロッパ勢で唯―人それに対

抗できる選手と言える。長身からのパワーあ

るスマッシュの威力は十分。

86年の胴 '86ジ ャパンオープン単ベスト

4 '86ワール ドカップ単ベスト4 '86台北オ

ープン単優勝 '86イ ンタースポーツカップ単

準倒勝 '86香港オープン単ベスト4

PERNILLE NEDERGAARD
ピニール。ネダーガード

〔86年の戦績〕'86デンマークオープン単準優

勝
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NETHERLAND
オランダ

ERlCA VAN DIJCK
エリカ フォン ディック

昨年のジャパンオープンで日本に初登場。

シングルス 1回戦を突破すると2回戦で中国

の鄭星鯉と対戦。負けはしたものの第 2ゲー

ムを‖-8で取るなど、力はある。

〔86年の戦績〕'86西 ドイツオープン混合ベス

ト4 '86デ ンマークオープン混合ベスト4

'86台北オープン混合準優勝 '86オ ランダオー

プン複準倒勝

ELINE COENE
エリーヌ・コーネ

〔86年の戦績〕'86イ ンドネシアオープン単ベ

スト4 '86オ ランダオープン複準優勝

30

U.S.A
米国

Centiemen男 子

CHRIS JOGIS
クリストジョギス

3年連続してジャパンオープンに出場。オ

リンピック正式種目に決定し、;釘しに乗り出

した米国の先兵役か。昨年は予選の 1回戦で

日本の宮森に敗退したが、今年は何とか本選

入りを狙っている。

〔86年の戦績〕'86U Sオ ープン単ベスト4

GUY CHADWiCK
ガイ・チャドウィック

EUROPE AMERiCA ZONE

選手紹介 欧米ゾーン

NEW ZEALAND
二■―ジーランド

GRAME ROBSON
グレーム・ロブソン

昨年のジャパンオープンでは予選を勝ち抜

き本選入 り。 2回戦から登場したが、西山に

破れた。しかし、第 |ゲームセッティングか

ら18-14と取るなど、その力は侮れない。

〔86年の調 '86シリレ ―ヾボール&ニ ュージ

ーランド国際大会複ベスト4

Gentiemen男子
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日本軽金属
生活文化事業部
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チーズもやさしtヽ、ホ=ム メイド

ときのブームは、ワインパーテイ。

できごころでつくる手づくリチーズ

を添えれば、さらに盛 りあがる、ホ

ームメイド気分。

フレッシュづくりは、ヨー分レトづくり

プレーンのまま、またはクッキングに。味
の広がるヨーグルト。できごころでつくる、
ヘルシーパーティはいかが。

ジンジンさせて、ジンライム

ジンの強い味を消し、ライムを

さわやかにするできごころ。氷

や炭酸で割ると、女性もク`イク・

イのカクテルです。

おつまみピックアッズ ビクルス

パーティのテーブルにちょっと添え

たいピクルス。できごころなら、短

時間で手づくりおつまみできあがり。
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これもワイン?マラビーリャ

オレンジとリンゴの実と皮、チ

ェリー、プラム、お砂糖を、ワ

インといっしよにできごころ。

味と香りのマラビーリャ(=お い

しtヽ )が、うんイケる。



０

一
「
ｒ

一，

日UILT― IN T― JOl‖T

①T型ジョイント
②カーボン多重積層構造

BUILTJN T刊 01NT(内 蔵 T型 ジョイント)
PAT No/アメリカ:4575084

ベルギー:900154 南アフリカ:84/5176

特許。実用新案申請中/日 本、イギリス、インドネシア

他世界 12ヶ 国

またここに、世界特許丁型ジョイントを内蔵臥

なかからハイパワーを引き出しますb凄いことはいつもヨネックスから。
いままた、世界のトッププレイヤーから熱い注目を集

めているラケットは、これ。というのも、ここに秘密が

あるから、大きな違いになるのです。それは、ヨネッ

クス独自のT型 ジョイント内蔵のメカニズム。この技

術力゙ラケットの卜/L/ク を力ヽってないほど最小限に押

さえ、ラケット面を安定させ、そのうえスウィートスポッ

トをぐんと広げてくれました。ちなみに、他のジョイ

ントレスに上ヒベると、CAB-20は なんと38%、 CAB―

18は 25%、 CAB-16は 12%も フレームのトルク(ね

じれ)を 押えてあります。つまり、この違いが他に類を

見ないほどの強烈なスウィングパワーと、安定したコン

トロール性を生みだしてくオ■るというわけ。そのうえ

CA卜 20は loO%高 弾性カーボンを使用、また

CAB-18は 高弾性カーボンとグラスフー/4バ

―を採用。そしてCAB-16に は高強度 カ

―ボンにグラスフ74バーを活用。いず

れも,ill lの 素材をカレtゴ舌かした

設計でt数 あるジョイントレス

ラケットのなかで、選べる

のは、まさにヨネックス。

¬
き 二 _..、 、

義
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●トルク比較図

ヨネックスジョイントレスラケット 他のジョイントレスラケット

CAB‐20 ,511:ζ■猟¥16′000
マリンカレー・セピア 高弾性 カーボン (高 密度設言

CAB‐18 ,〆
=Cl¥13′

000
色/シ ルバー・コールド  高弾性カーボン+グ ラスファイバー

CAB‐16 ,「ごr名|:¥11′ 000

ヨ

Ｊ

ヨネックス株式会社
東 京/東京都文京区湯島3 23 13 TEL

大 阪/大阪府大阪市天王寺区小橋町8

名古屋/名 古屋市中区栄1 18 1 TEL 05

8361
TEL∝

―ボン+グラスファイバー

Ｄ

Ｉ

」

‥

Ｌ

Ｌ
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のむヨークレト

●

手ごたえがあります、ジョア。消化吸収

されやすいタンパク質、カルシウム、ビ

タミン…そして、生きて腸に届く乳酸得

菌。快適バランスで、からだがウキウキ

はずんできま魂 さあストローでどうぞ/

鶏綜湛轟編善l変19〒 105803(570意

`6↓



CHINA中国

昨年の トマス杯、ユータヾ一杯に同時優勝して、男女ともに実力NQ l

の座についた中国。 トップレベルの選手は相変わらず、出れば優勝と
いう強さを発揮しているが、さらに続 く選手という点では昔ほどの層
の厚さが感じられなくなった。今大会でも国際的に通用する選手の他
に、男女とも若手を数多く送 り込んできた。次代を担う選手の試金石
となろうか。

ZHAO J:ANHUA
趙 剣 華

85年ジャパンオープンの勝者になったのは

19歳の時。長身を利した左腕のスマッシュは

威力十分で、韓健の後を継ぐエースの座を楊

陽と争う。今大会でも優勝候補の一番手に挙

げられている。

〔86年の戦績〕'86マ レーシアオープン単優勝
'86第 10回 アジア大会単優勝 '86ワール ドカッ

プ単ベスト4

FU QIANG
付   強

CHEN KANG
陳 康

DING QIQING
丁 其 慶

HE X:ANGYANG
賀 向 陽

TANG HUl
唐   輝

WANG PENGREN
王 明 仁

J:ANG GUOLIANG
蒋 国 良

X10NG GUOBA0
熊 国 宝

昨年に続き出場。 2回戦でフレドリクセン

に負けただけに今年はもっと上を狙っている。

トマス杯渕勝では第3シ ングルスとしてリム・

トイ。キンを破っており力はつけている。

〔86年の戦績〕'86英国マスターズ単ベスト4

Li LINGWEl

李 玲 蔚

愛らしい顔で日本にも彼女のファンは多い

韓愛芹とはライバルで常に中国 トップシング

ルスの座を争う。今大会は韓は参加せず王座

を守る期待と2連覇のプレッシャーがかかる

が、今の実力からすれば問題なさそう。

〔86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン単優勝、

複準優勝 '86中国オープン単準優勝 '86香港

オープン単、複優勝 '86第 10回 アジア大会単

準イ憂勝 '86ワ ール ドカッフ単優勝

Cent:emen男子

Lac:es女 子

Q:AN P]NG
銭  薄

今大会の中国女子では 2番手の実力の持ち

主。単 複にエントリーし、どちらも上位入

賞の可能性はある。84年大会ではシングルス

準優勝の実績がある。

〔86年の戦績〕'86スカンジナビアオープン単

倒勝

GVAN WttZHEN
関 '胃 貞

ダブルスプレーヤーとしての実績があり、

今大会も林瑛とのペアで優勝争いに加わりそ

う。

〔86年の戦績〕'86香港オープン複準優勝

LIN Y:NG

林  I英
ダブルスのみにエントリー。昨年の大会で

は呉迪西とのペアで優勝の実力派c

〔86年の戦績〕'86マ レーシアオープン複優勝

SUN XIAOQING
孫 小 青

〔86年の戦績〕'86マ レーシアオープン単ベス

ト4 '86イ ンドネシアオープン単。複ベスト4

SHANG FUMEI
尚 福 梅

SHI FANGJING
史 方 静

NONG QUNHUA
農 群 華
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:NDONESiAインドネシア

86年は地元ジャカルタでの トマス杯、ユーバー杯とあって、国技バ

ドミン トンの面子にかけて臨んだが、中国の前に涙を飲み惜しくも2

位に終わつた。王者 リム・ スイ・ キングがダブルスに転向するなど、

新旧交代の時が現実となり、今大会初参加の選手がどれだけの力を発

揮するかが、今後の消長を占うことになりそう。

36

iCUK SUG:ARTO
イチック・スギアルト

すっかリインドネシアの第一人者としての

実力を身につけた。日乍年 4回の優勝、そのう

ちワール ドカップでの勝利は大きな自信とな

った。今大会も日本の寒さを克服できれば、

昨年のベスト4以上がのぞめる。

(86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン単ベスト

4 '86台北オープン単準優勝 '86中 国オープ

ン単優勝 '86香港オープン単優勝 '86イ ンド

ネシアオープン単倒勝 '86ワ ール ドカップ単

倒勝

L]EM SWiE KING
リム・スイ。キン

かつての “キン"も今大会はダブルスの

みにエントリー。その華麗なフットワークが

ダブルスでどう発揮されるかも興味のあると

ころ。

〔86年の戦績〕'86ワ ールドカップ複優勝 '86

インドネシアオープン複優勝

EDDY HARTONO
エディー・ハルトノ

今大会はリム・スイ 。キンとのペアでダブ

ルスにエントリー。堅実なプレーが身上で、

キンとのコンビネーションが見もの。

(86年の戦績〕'86ワ ール ドカップ昆合優勝

'86英国マスターズ複ベスト4 '86イ ンドネシ

アオープン複ベスト4

曰



BOBBY ERTANTO
ボビー・エルタント

ダブルスプレーヤーとして86年の活躍は日

覚しかった。ヘリヤントとのペアで昨年の大

会で準優勝した自信は大きく、ワール ドカッ

プではチャンピオンの座に。

〔86年の胴 '86ジ ャパンオープン複準優勝
'86香港オープン複優勝 '86第 10回 アジア大会

複ベスト4 '86マ レーシアオープン混合囲勝、

複準優勝 '86ワール ドカップ複倒勝

RUDY HERIYANTO
ルディー・ヘリヤント

昨年のこの大会ではマレーシアのシデク兄

弟の前に涙を飲んだが、今年こそ倒跡のチャ

ンス。エルタントとのコンピネーションもピ

ッタリ。

〔86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン複準倒勝
'86香港オープン複優勝 '86ワール ドカップ複

準優勝 '86マ レーシアオープン複準優勝

HAD:BOWO
ハディボー

ダブルスでは常に上位へ入る力を持ってい

る。ワール ドカップ準優勝の実績で、今年は

昨年を上回るファイナル出場か。

〔86年の戦績〕'86ワール ドカップ複準倒勝

'86英国マスターズ複ベスト4 '86イ ンドネシ

アオープン複ベスト4

LiUS PONGOH
リュース・ポン

〔86年の調 '86香港オープン単ベスト4'

'86マ レーシアオープン単ベス ト4

SER:AN WiVATNO
セリヤン・ウィヤント

HAF:D YUSUF
ハフィッド・コスフ

〔86年の胴 '86ワール ドカップ混合ベス ト

4

EDDY ISMANTO
エディー・イスマント

」OKO M
M。 ジョコ

UWiN
ユウィン

AS:A ZONE

ヨ手紹介 アジアツ…ン

ELiZABETH LATIEF
エリザベス・ラティフ

このところ力をつけ、日乍年の トマス杯では

第 2シ ングルスとして韓国の黄恵英、日本の

陣内責美子などを破っている。

〔86年の戦績〕'86マ レーシアオープン単ベス

ト4

VERAWATY FAJRIN
ベラワティー。ファジリン

昨年のユーバー杯ではシングルス、ダブル

スで活躍。特に渕勝では林瑛//呉迪西のペア

を破り、その実力は上位にランクされる。

(86年の戦同 '86ワールドカップ複ベスト4、

混合優勝 '86マ レーシアオープン複準優勝、

混合優勝

ROSIANA TENDEAN
ロジアナ。テンディーン

〔86年の戦績〕'86ワールドカッフ複準優勝

YANT:KUSUM:ATl
ヤンティー・クスミアティー

〔86年の戦績〕'86ワールドカッ戎昆合ベスト

4

susl susANT:
スージー・スサンティー

LIL:EK SUDARWATl
リリック・サダルワティー

37
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占える。
IGlntllⅢⅢ男子

PARK J00 BONG
朴 柱 奉

'86年の全英でダブルスとミックスの 2冠を

獲得、地元のアジア大会でも同種目に優勝す

るなど、ダブルスの実績は十分。それが今大

会ではシングルスのみ、ダークホース的存在

で,主目される。

〔86年の戦績〕'86全英選手権複倒勝、混合優

勝 '86西 ドイツオープン複優勝 '86中国オー

プン複ベスト4 '86第 10回 アジア大会複優勝、

混合優勝 '86ワール ドカップ複ベスト4

LEE DEUK CH00N
李 得 春

ダブルスで徐々に力をつけてきた。特に全

英て,昆合準優勝は大きな自信となった。

〔86年の戦績〕'86全英選調暦胎 準優勝 '86

西 ドイツオープン混合優勝 '86台北オープン

僻 イ到勝

PARK SUNG BAE
朴 成 培

〔86年の戦績〕'86第 10回 アジア大会単ベスト

4

KWAK CHAN HO
郭 讃 浩

SOHN CHIN HWAN
孫 振 換

38

KOREA韓 国

昨年の全英では男子シングルスを除き韓国選手が 4種目を制覇して、
一躍世界のバ ド界の注 目を集めた。選手強化は国家的プロジェクトで

進めているだけに、バ ドミントンで若手が育ちつつある。そしてダブ

ルス中心からシングルスにも目を向けはじめ、今大会でも朴柱奉がい

よいよシングルス登場。88年、92年のオリンピックヘ向けての方針が

HWANG HYE YOUNG
黄 恵 英

ジュニア時代から期待された器がようやく

開花:全英ダブルスに倒勝、シングルスでも
ベスト16に。金練子がコーチになった後、文

字通り韓国のエースに。

〔86年の戦同 '86全英選手権複囲勝 '86西 ド

イツオープン複準倒勝 '86ワール ドカップ複
ベスト4 '86ス カンジナビアオープン単準優

勝 '86台 Jヒオープン複ベスト4

CHUNG MYUNG HEE
郵 明 熙

ノーシー ドからつかんだ全英ダブルスの栄

冠は大きい。中国ペアとの優勝争いが見もの

で 今大会¬勝てば昨年の成績がフロックで

ないことが証明される。

〔86年の戦同 '8(栓漢選手権複優勝、混合優

勝 '86西 ドイツオープン複準優勝 '86ワール

ドカップ複ベスト4 '86台北オープン複ベス

ト4、 混合ベスト4

LEE MYUNG HEE
李 明 熙

CHO YOUNG SUK
張 英 淑

K:M HO」 A
金 好 子

LEE YOUNG SUN
李 英 淑

ASiA ZONE

遍手紹介 アジアツーン

CHINESE TAIPEI
台北

CHANG WEN SUNG
張 文 松

CHEN NINE BIAU
陳 熊 彪

CHUNG CHIA
鍾 佳 珍

KO HSiN MiNG
葛 新 銘

LIAO WEI CHiEH
摩 偉 詰

YANG SHYH JENG
楊 仕 政

LEE REH iUAN
李 仁 淵

LIN J:A WAl

林 佳 威

WANG SHiLON
王 旭 隆

LEE CHIEN MEl
李 健 美

FENG MEI YING
鴻 美 英
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窓
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ヽ
プ

多ゆ壬

お洒落な住まいに素敵な窓。できればこうあり

たいものですが、建物と窓が L手 (こ コーディ

ネイトされたものはそう多くないようですね。

ニュー出窓シリーズは、4つの個性的な窓が

それぞれの機能と意匠を持ち、現代住宅にマ

ッチするようモダンなデザインとトータルコー

テ主ィネイトを考慮して誕生しました。普通の窓

では飽き足らない、もっと素敵な窓があれば…。

そんな個性派のあなたにピッタリの新感覚の

出窓です。

●プロンズ色・ホワイ ト色があります。

二・
~出

憲 L■ J―ス
田

本社/〒933富山県高岡市早り
『 0/住宅建材部電話(0766)202251

|

感党のテラスタイプ

の出窓です。

(受 注生産商品 )

々とした視界を実現。開閉部は開

き窓・Fix窓・プリーゼ窓とお

好みに合わせて自由に選べます。

ザインのルーフレス出窓。通

風を考慮した突き出し窓は台

所 。洗面所 。浴室などに最適

です。

テラス出窓
屋外 に突きでたスペ

ースか室内に大きな

ゆとりを生み出 しま

す。あなたの個性で

自由に演出できる新

スリム出窓
スリムでシンプルなデザインは、住まいの

ちょっとしたアクセント。玄関・廊下・階

段などの採光窓に適しています。

● 三協アルミニウムエ業株式会社=柵
7′L=

|

】
―

ゴ
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墓 i翼覇 覇 菖 程 フ ァ ン ド。

)
いつしょに暮らしてるうちに、夫婦って、どこか似てきま

九 おんなじような思いで、おんなじようなことを夢みて。

これからのこと、しヽ、だんのこと。だから、しヽ、たりの意見

は一致しました。いつもの貯蓄も、中期国債ファンド。

毎月複利で.ヽ、えつづけ、出し入れ自由。いますぐ欲し

いものは、とくにないけれど、いまの自分たちを大切

にしたいから。いまのこのペースを大事にしたいから。

中期国債ファン比 じヽ、たりの毎日に、溶けこんでいま九

●公社債投資信託・追加 型 言,定・運用 山一投信委託 0こ 出金の場合、

前日にこ連絡 ください 0お申込みの際は受益証券説明書をこ覧くたさい

メ′―器沐
〒104東京都中央区八重洲2の 4の 1

8 (03)276-3181(fに
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器『1般顎震楓YDAYS

√_ゝ

両手が使える

ヘッドセット用ジャック付

マニキュアをしながらでも、
ゆったり言舌せま丸

ヘッドセット(HY-01)男 」売¥5,000

機能一覧
コード巻き取り(lm～45m)ぁ待たせメロディ

(2曲 )ヘッドセット用ジヤツク ダイヤル・プッ

シュ回線切替式 リタイヤル (ダイヤル回線時の

み)受話音量調節(ス ライド式)呼 出音量調節

(ス ライド式)5色

サイス(mm)幅 ×奥行×高さ 205× 187× 97

重量(kg)o8

'. tt u)

NS 40¥15′ &Ю

■ TEMRa
株式会社 田村電機製作所

本 社 〒153東京都目黒区下目黒2-2-3 ●(03)493-5111(代 )

ホじ 幌 a(o11)281-1035(代 ) 新 潟 ●(025)241-5311(代 )
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山 形 ●(0238)22-6127(代 ) 大 営 壼(0486)42-4511(代 )
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0(045)212-1211(代 )

●(0542)53-7610(代 )

●(052)582-7201(代 )

●(0762)64-3661(代 )

女性の使いやすさを最優先したら

長い爪でもオ甲しやすいボタンになりました。

太人になりつつある女性のイメージをネー :

供じゃない→NO BABY→ NOBABY→
畿

難 しい機能はいらない。

女性の気配りぞ機能を選びました。

日本初のコード巻きとり式。

ひっぱると4.5mまでイ申びて、使わない時は巻きとってlm

おそうじもラクラク。

お待たせメロリ材はオリジナル、あの2曲。

♪メロ升 フェア Melody fair.

♪心の愛 |lust Called to say日 ove you.

●(06)364-5331(代 )

●(082)227-01‖ (代 )

0(0870)34-0965(代 )

al192)712-2341(代 )

話ヽ

新
登

ｎ
喘
Ｈ
』

ｎ
К
り

刀

ｎ
Ｈ
ｕ

＝
ｕ
Ｊ

ｎ
К
リ

ヽ

ｌ

Ｊ

／

でま
　
　
現

所

　

ヽ
で

いは』

・ム
資
α

チ

リ

し

卜

ば

た

ク

く

満

ェ

い

を

ジ

　

′
ヽ

ま

口
　
ｈ
′
　
立
み

／

Ｊ

ｌ

＼

「



MALAYSIAマレーシア
バ ドミン トンは同国でサッカーと並ぶ人気スポーツ。86年はシデク

兄弟がジャパンオープンダブルス優勝。長兄のミスブンが全英シング
ルス準優勝、 トマス杯では中国、インドネシアに次ぎ3位と、ファン
をおおぃに沸かせた年。今年も同国のバ ドミントンはシデクら兄弟を
中心に展開しそうだが、そのスター トとなる今大会でどこまでやるか。

A′ だ′ヽ (

バ

●し■■●~

Centlemen男子

彰

MISBUN SIDEK
ミスプン・シデク

調子に乗ると手がつけられない強さを見せ

る。プレーはどちらかというとトリッキーだ

が、昨年の全英シングルス準優勝が光る。

〔86年の戦績〕'86マ レーシアォープン単準優
勝 '86全英選手権単準優勝 '86イ ンドネシア

オープン単ベスト4

RAZ:F SiDEK
ラジフ・シデク

弟ジャラニとのダブルスは実績があり、今
大会も2連覇を狙っての出場。エントリーを
見るとその可育日生は大きい。

〔86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン複倒勝
'86マ レーシアォープン複優勝 '86全英選手権複
準イ到勝

JALANi SIDEK
ジャラニ・シデク

ダブルスではジャパンオープン優勝、全英

準優勝と昨年は大活躍。兄弟だけに息のあっ

たプレーを見せる。

〔86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン複倒勝
'86マ レーシアォープン複倒勝 '86全英選手権複

準優勝

F00 KOK KEONG
フー・コック・キョン

Cen■ emen男子■|■■■    ||
LAU W:NG CHEOK
ロー・ ウィン・ チョク

HAM:D KHAN
ハミッド・カーン

SiNGAPORE

も

AS:A ZONE

選手紹介 アジアツーン

」 で 7



イン ドのバ ドミントン界を 1

人で支えてきた感のあるプラカ

シュに年令的な衰えが感じられ

るが、若手でライセンス・ プレ

ーヤーの資格を得た選手がいる

と問く。後継者として育てば…。

1             ■

PRAKASH PADUKONE
プラカシュ・パデュコーン

30歳を超したが依然としてベテラン。いりを

発揮して上位に入る力を維持している。今年

は住居をヨーロッパからインドに移して心機

一転している。

〔86年の戦績〕'86ジ ャパンオープン単ベスト

4 '86全英選手権単ベスト4

HONG KONG

Gentlemen男子

CHAN CHi CHOl
陳 智 才

YEUNG YIK KEl
楊 変 埼

CHUiCHOW LAN
チュー・チョー・ラン

WONG MAN HING
黄 文 興

Ladk澪女子

AMY CHAN
陳 念 慈

ｈ
剛

TONG CHUN
唐 春 致

WONG HAR PING
王 夏 井

P00N WAINA

'番

 走長 期『

THAILAND
タイ

Gentlemen男 子

SOMPOL KUKASEMKIJ
ソンポール・クカセミイ

SAKRAPEE THONGSAR:
サクラピー・トンサリー

SAWAI CHANSEORASMEE
サワイ・チャンセオラスミー

LadicS女子

貯 礫 i
DARUNEE LERTVORALAK
グルニー・レルトボララック

INDIA
インド

瞥
秦

Ｌ

電

1香港



」APAN日本

昨年の後半はユーバー杯 4位、アジア大会銀メグルと女子はやや明
るい見通しが持てるようになった。その期待は北田スミ子にかかる、
全英ベスト4な ど海外で実績を挙げているからだ。男子でも社会人 1

年生の松浦進二が全日本総合を制し、すっかリトップとしての自信を
つけ上位進出の可能性もある。

Gentlemen男子

SHINJ:MATSUURA
松浦進二 (ヨネックス)

社会人となって精神的にも成長 全日本総

合では単複 2冠を獲得して トップに立った。

全英ではベスト16ど まりだったが、今大会で

外人相手にどこまで勝ち進めるかに期待がか

かる。

〔86年の戦績〕全日本社会人単ベスト4 全

日本総合単、複優勝

SHUJ:MATSUNO
雛 二(山梨県教委)

地元国体のため 1年間全日本を離れたが、

昨年末の全日本総合ではプランクを感じさせ

ない松浦とのコンビでダブルス連覇。今大会
でもダブルスでの上位を期待される。

〔86年の戦績〕全日本社会人単ベスト4 全

日本総合単準優勝、複優勝

HIROYUK:HASEGAWA
長谷川博幸 (ヨネックス)

実績からすればまだやれるはず。全日本総

合ベスト4は、気力さえ充実すればまだやれ

ることを実証した。

〔86年の戦績〕全日本総合単ベスト4

H:ROSH:NiSHlYAMA
西山博司(NT丁東京)

社会人は準優勝、全日本総合はベスト4と

本人にとって不満足な成績に終わった昨年。

今年はこの大会を機に巻き返しを。

〔86年の戦績〕全日本社会人単準イ到勝 全日

本総合単ベスト4

AS:A ZONE

遍手紹介 アジアツーン

TETSUAKl:NOuE
井上哲章(日 本体育大学研)

社会人チャンピオンも全日本総合ではベス

ト8止まりと.ζ、るわなかった。年も代わって

心機一転で臨む。

〔86年の戦績〕全日本社会人単優勝 全日本

総合単ベスト8、 複準優勝

SHOUK:CHI MiVAMORI
宮森庄吉(NTT東京)

〔86年の戦績〕全日本社会人単ベスト8 全

日本総合単ベスト8、 複準優勝
KOUJI HONDA
本田浩二(NTT東京)

〔86年の戦績〕全日本社会人複ベス ト8

日本総合複ベスト4

KIYONORI KOGA:
小飼清統(北海道協会)

〔86年の戦績〕全日本社会人複ベスト8

日本総合複ベスト4

KYOJ]KUSHl
工士恭司(ラケットショップオールマガ
〔86年の戦績〕全日本社会人複準優勝 全国

本総合複ベスト4

KOUJ:GONDOH
権藤浩二(熊本第一高教員)

〔86年の戦績〕全日本社会人複準優勝 全日
本総合複ベスト4

YASUAKI TSUJITA
辻田泰昌(中央大学)

〔86年の戦績〕全日本学生倒勝
TETSUYA KATAG]R]
片桐哲也(中央大学)

〔86年の戦績〕全日本学生優勝
KATSUMI NAMAIZAWA
生井沢勝美(法政大学)

〔86年の戦績〕全日本学生 4位
OSAMU KlKUCHl
菊池 修(法政大学)

〔86年の戦績〕全日本学生 4位
KAZUHIKO HAMAKITA
浜北和彦(日体大)

〔86年の戦績〕全日本学生 2位 全日本総合

複ベスト8

EISHI KIFUNE

木船栄士(団 体大)

〔86年の戦績〕全日本学生 2位 全日本総合

複ベスト8

H]ROKI ETOH
江藤裕樹(近畿大学)

全

全
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TAKAO HAYATO
早戸敬雄(近畿大学)

NAOTSUGU TANIDA
谷田尚嗣(此花学院教員)

〔86年の戦績〕全日本社会人混合優勝 全日

本総合混合優勝

AK10 TOMITA
富田章夫(NTT関西 )

〔86年の戦績〕全日本社会人混合準倒勝 全

日本総合混創到勝

YUTAKA SUZUKl
鈴木 裕(三条機械)

〔86年の戦績〕混合ベスト4

KAZUO MORISHITA
森下―夫(サントリー)

〔86年の戦績〕全日本社会人混合ベスト4

全日本総合混合ベスト4

YUICHI TANDO
丹藤勇― (ヨネックス)

〔86年の戦績〕全日本総合混合ベスト8

TATSUYA YANAGlYA
ull谷辰哉 (日 本大学)

〔86年の戦績〕全日本総合単ベス ト8

MASAM1 0SANA:
長内征美(N丁丁東京 )

FUMIH:KO MACHIDA
町田文彦 (上尾高校 )

YUKIHIRO MIYAMOTO
宮本幸弘(ヨ ネックス)

AS:A ZONE

週手紹介 アジアツーン

KUMIKO KITAMOTO
北本久美子 (サントリー)

〔86年の戦績〕全日本総合単ベスト4

YOKO KOIZUMI
小泉陽子(三詢

〔86年の戦績〕全日本総合単ベスト8

MiCHIYO NISHIMURA
西刺咲封イt(サ ントリー)

〔86年の戦績〕全日本総合単ベスト8

MIEKO H:RAYAMA
平山美恵子(三洋電気)

〔86年の戦績〕全日本総合単ベスト8

KAZUKO TAKAMINE
高峯和子 (サントリー)

〔86年の戦績〕全日本総合単ベスト8

M]KA UEMURA
上沐鍔き香(NTT東京 )

AIKO MiYAMURA
宮村愛子(京陵中学校)

TAKAKO SHINKl
新木貴子(B4-園 女短大)

〔86年の戦績〕全日本学生単準優勝

HIROM]TSUK10KA
月岡広美(福田4■l

〔86年の戦績〕全日本社会人複準倒勝

本総合複準倒勝

MITSUKO NOGAMi
野上満子(福田紛

〔86年の戦績〕全日本社会人複準優勝

本総合複準優勝
KAZUE HOSHl
星 和枝 (サントリー)

〔86年の戦績〕全日本総合複ベスト4

MARIE HARADA
原田真理恵(サントリー)

〔86年の戦績〕全日本総合複ベスト4

HiSAKO TAKAMiNE
高峯尚子 (ヨネックス)

〔86年の戦績〕全日本総合複ベスト8

MAYUMI HIRAl
平井真由美(NTT東京 )

〔86年の戦績〕全日本総合複ベスト8

YUUKO KOIKE
′1地由扶子(サントリー)

〔86年の戦績〕全日本総合複ベスト8

SHINO TAJIMA
田島志乃 (サントリー)

〔86年の戦績〕全日本総合複ベスト8

MiCHIYO TASHIRO
田代美智世(三洋電気)

〔86年の戦績〕全日本総合混合準優勝

RITSUKO WATANABE
渡辺律子 (サントリー)

〔86年の戦績〕全日本社会人混合ベスト

HlROMI MORIYAMA
森山弘美 (ヨネックス)

〔86年の戦績〕全日本社会人混合ベスト

HARUKO YACH]
谷地春子 (サントリー)

KIYOMI AOKl
青木きよみ(ヨネックス)

全 日

全 国

SUMIKO KITADA
北田スミ子(三詢

今や国内では並.ヽミもののない第一ゝ 者。全

英ベスト4な ど昨年は海外でコンスタントに

上位へ入り実績をつくつた。外国勢に対等に

戦える力を持っているだけに、今大会でも決

勝進出の呼び声が高い。

(86年の戦績〕全日本社会人単優勝 全日本

総合単倒勝

KIMIKO JINNAl
陣内貴美子 (ヨネックス)

国内の 2大会ともランナーアップ、まだ北

田との差はあるが、ランキングポイントも10

位以内と海外での実績をつくった。精神的に

強くなれ閣勝ち進むことも。

〔86年の戦績〕全日本社会人単準優勝 全日

本総合単準優勝

46

ATSUKO TOKUDA
徳田敦子(フジチユー)

アキレス腱切断から見事に復活。米倉 (現

姓 。田児)とのコンピは相変わらずの強さ、

全日本のダブルスタイトルを2つ取つた。昨

年のこの大会でもベスト8入 りしており、今

回も・…・・。

〔86年の戦績〕全日本社会人複優勝 全日本

総合複倒勝

YOSH]KO TAGO
田児よし子(NTT東京)旧姓 米倉

昨年は結婚して、ペアの徳田のケガも直り、

といいことがあつた。昨年末の全日本総合で

も息の合ったところを見せてくれた。

〔86年の戦績〕全日本社会人複倒勝 全日本

総合複倒勝

Ladies女子

や



当社の電光得点表示板はヨネックスカ

ップジャパンオ,プン'87を始めとし各大

会で大活躍しています。

レヾドミントン表示器

SDC-1200

特 長

1.操作性良好

●バドミントンの競技ルールを

マイコンが記憶している為、

誤操作が少ない。

●コン旧―ル部が小さく、審判

が直接扱える。

2.長寿命、省電力

●表示素子 に高輝度発光ダ

イオードを使用している為、

長寿命でかつ省電力な設

計となっています。

3.その他

●前セットの得点結果も表示

します。

本 社・工 場  〒 376桐生 市 広 沢町
工 場 /赤 城 。鬼石・新 里・利 根

|-268 Te 0277(52)0111(代 表 )

営業所/東京。大阪。名古屋・鈴鹿1為 株式舎社 三ツ葉冒機製作FF

″
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国際オリンピック委員会 (IOC)は
1986年 10月 14日 、 スイスのローザンヌで

開いた総会で、次回1988年のオリンピッ

ク (冬季大会カルガリ、夏季大会ソウル)

から、アイスホッケー、サッカー、馬術

にプロ選手が参加すること、陸 上競技で

も、陸上以外のプロ (た とえばアメリカ

ンフットボール選手)な ら参加すること

を認め、句群含オープン化"の扉を一気に

開きました。

五輪オ=プン1ヒが
象徴す夢 回fヒの流れ

フランスのクーベルタン男爵の呼びか

けによって、1896年 に誕生した近代オソ

ンピックは、以来、“アマ・スポーツの祭

典"と いわれて成長、発展してきました

が、今回の決定により、その概念は百年

ももたずに消え、今後はプロ・アマ共存

の大会 として、新 しく生まれ変わること

になったわけです。

サマランチ IOC会長は「オリンピッ

クは最高レベルの競技を見せる場であ

る」と言い、1980年の会長就任以来、こ

とのほか熟 いにオープン化を推進 してき

ました。この潮 充に乗って、すでに前回

1984年のサラエボ冬季五輪ではアイスホ

ッケーでマイナーソーグのプロが参加、

ロサンゼルス夏季大会で も、ソ連 。東欧

諸国のボイコット騒動のどさくさにまぎ

れて? 一部、無名のプロが出場 した経

過があります。

その意味では、オープン化はすでに84

年から始まっており、今回の決定はそれ

を正式に追認したもの、 ということがで

きます。このほか、プロの参加が検討さ

れているものにはテニス、バスケットボ

ールなどがあります。ロサンゼルス五輪

でデモンストレーション (公開鶏 支)と

して登場したテニスは、このとき、年齢制

48

レセロナ五輪ではプロも一緒にブレー?
昨年のスポーツ界はアマチュア規定の改訂で揺れた。世界的にはオ

リンピックにプロの出場が認められたり、陸上競技やマラソンに賞金

が付 くなどスポーツのプロ化が先行した。それに対応するかのように、

日本でも各競技団体がアマのカテゴリーを見直した。バ ドミントンで

も早くからライセンスト・ プレーヤー制度はあったが・…・・。

限つきながらプロの参加を認められまし

た。

その関俺 上、次期 10C総会 (本年 5

月)では正式にソウル大会からのプロ出

場を認められそうです。テニスの姉妹競

技であるバ ドミントン、卓球にも現実に

プロがおりますので、早晩、これらの競

技でもプロの参加が認められることは間

違いありません。バ ドミントンの場合は、

まだ具体的な動きは伝えられていません

が1992年 (バルセロナ)か ら正式にオリ

ンピック実施競技の仲間入りをするので、

おそらく、この時点でプロと一緒にプレ

ーすることが可能になるでしょう。

ところで、 こうしたオリンピックのオ

ープン化 とは別に、最近、アマ・スポー

ツ界に目立った現象として、選手や競技

会そのものの “プロ化"力め ります。こ

れは選手の参加者資格 (い わゆるアマ資

格)の定義づけが変わってきて、競技に

商業宣伝、広告などが入り込むことが認

められるようになつた結果です。

かつて、オリンピックのアマ規定はか

なり厳格なもので、選手はその競技を通

じて、いつさいの経済的利益を求めず、

選手としての名声を利用したり (さ せた

り)できないことになっていました。ア

マチュアは専門家であるプ ロに対 して

『しろうと』 と訳されることもあります

が、本来の意味は『～を愛好するもの』

です。

これは「スポーッは本来、好きな人が

やる無償の行為だから、報酬を期待 した

りするのは問題外」 という考え方から出

ています。オリンピックが生まれたころ

の欧米など先進諸国では、スポーツはま

だ、ヒマとお金のある虫充階級が中心で

した。要するに、身ゼニを切つて楽 しむ

ことができる人々だからこそ、 こうした

考え方ができた、 とする説明もあるよう

です。

しかし、ごぞんじのように、 2度の世

界大戦を経て事情は一変しました。緬斉

の発展→生活の向_Lがスポーツの加速度

的な普及発達をうながし、スポーツをひ

とつの産業の地位にまで押 し上げました。

アジア大会では団体準優勝の女子バ ドミン トン。バルセ ロナ五輪

ではプロ参加 も予想 され るが、その時 に今の体制で勝 てるか ―

‘響ｔ罐

」

醗

Ｅ

朦



競技レベルも日ごとに向上、いまや心身

の トレーニングと技術の練磨 とを、年間

を通じて計画的に長時間継続 していかな

けれtよ いい成績を期待できない時代。

選手は立場はアマチュアでも、練習や競

技が “仕事"に なってきたのです。

もはや「身ゼニを切って」などと、の

んびりしたことを言っていられる時代で

はなくなり、練習や競技に要する費用を、

だれかが面rJみてやる必要が生じました。

そこで IOCは何度か規則を緩和したす

え、10年ほど前に、オリンピック憲章か

ら『アマ』の字をi肖 してしまいました。

オリンピックの規則を手本にしていた日

本体育協会 も、昨年 5月 、新 しい『スポ

ーツ憲章Jを採択 し、選手の登録などに

関する『競技者規定』づ くりを、各スポ

ーツ団体にまかせることにしました。

その意味するところは、そのスポーツ

団体が認めれlよ 選手が広告に出たり、

賞金や出場料をもらうこともでき、また、

プロ選手の登録 も可能になった、 という

ことです。このため、憲章の前段では『ア

マチュア・スポーツマンのあり方』で①
スポーツを行うことによって自ら物質的

利益を求めない。②スポーツによって得

た名声を、自ら利用しない一―という占

典的なアマチュアリズムをうたっていま

すが、実際は建前だけのことになりそう

です。

ライセ ンス ト・ プレーヤーの代表格モルテン・ フロス ト。バ ドのプ ロ

ともいえるこの資格 はヨー ロッパの選手 に多 く、世界的には少数派。

もっとも、こうした日本体協の規定の

改変は世界の現実に条文を合わせたもの、

ともいえます。たとえば陸上競技では、

すでに賞金つきの大会が行われており、
ゴルフ、テニスやバ ドミントンではプロ、

アマが一緒にプレーする『オープン・ ト

ーナメント』力
'国際競技会の主充になっ

ています。

ヨーロツ 1ヽこ多い
バドミントンのプロ
バ ドミントンのオープン化は、1970年

代の終わりに、国際バ ドミントン悼盟(I

BF)に よって決定され、世界最古の歴

史をほこる全英選手権はじめ、多くの国

際競技会が次々に賞金つきとなりました。
ヨネックスカップジャパンオープンもそ

の一環 として誕生した、 しかも賞金額か

らいえば、バ ドミントン界では最 も大き

い大会です。
バ ドミントンのプロは『ライセンスト

プレーヤー』(Licensed Player)と ぃ

う名称で呼ばれていますが、各国のアマ

規定の関係や、バ ドミントンの国際市場

がまだテニスほどには大きくないこと等

のため、英国や北欧勢を中心にした少数

派にとどまっています。日ヽ ミドミント

ン協会の現行規定では、 日本選手はアマ

であり、1賞金を個人として受け取ること

はできません。このため、オープン大会で

FJ本選手力壻尋たはずのお金は日本協会か

ら、選手の所属する支部協会等へ送られ、

普及強化のために使われています。

同じ国内の競技会でも陸 llな どは進ん

でいます。マラソン界のエース瀬古利彦

選手はロンドン・マラソン、シカゴ。マ

ラソンなどの優勝で 2千万円ほどの賞金

をかせいだとされています。同選手はま

だこれらのお金を個人的に手にしている

わけではありません。しかし、 日本陸連

には競技者基金制度があり、選手への還

元を決めているので、だれにせよ、近い

ス手来は賞金をもらうことが可能になつた

わけです。

卓球でも賞金を『競技力市LL訓練費』

としてなら選手に渡せることになりまし

たし、 レスリングは郭奨金制度を新設、

ソウルのアジア大会で金メダルをとった

5選手に50万
「 1を贈 りました。オリンピ

ック、世界選手権で優勝した場合、金額

は百万円になります。

もう一つ、体協の新憲章で注目される

のはフ口゚選手の登録 も可能になったこと

です。テニスでは『プレーヤー』の名称

でプロを日本テニス協会が包括すること

が何年も前からか黙認されていましたが、

サッカーではこのほど選手の身分を①ス

ペシャル・ライセンス・プレーヤー (プ

ロ)② ノンアマ、③アマの 3つ に分け

て登録させることにし、現にフ
゜
口が 2人

います。そのうちの 1人、奥寺康彦選手

(,lf河電工)はアジア大会にも出場 しま

した。

現にライセンスト・プレーヤーという

国際的な制度があり、 それを国内でも登

録できるようになった以上、日本バ ドミ

ントン界も、騎 支者規定について再検討

をすべき時期に米ているようです。

(東京新聞・後藤忠弘)
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第 76回 全 英 選 手 権 大 会
YONⅨ AL ENGLAND O籠 N1986年3月 囲 ～■日

各国の精鋭が栄誉を求めて競う全英、

今年で76回 と伝統を誇るが 4月 の 卜杯、

ユ杯を控えてちよっと寂しい大会となっ

た。有力選手を抱える中国、インドネシ

アが主力を送り込まず、第一シー ドの施

羽も故障棄権となったため。その中で男

フロス ト・ハンセン (デ ンマーク)は 、こ

ョンを作 った。本戦に入ってもすべてス ト

、82、 84年 に続 く3度 目の優勝を飾つた。

子単を制したのはM・ フロス ト、通算 3

度目のチャンピオンとなった。特筆すべ

き活躍をしたのは韓国勢。女子シングル
ス番藤事をはじめ、男引腹

`メ

浄程¥た
■務〔女子複ほ訴萌熊/委意箕、そして
ミックスtま維 薯フ飾萌熊24種目に優

中国勢の トップがいなければと

決勝でも銭藩 (中 国)を下 し、

国 2人 目の全英女子チヤンピオ

勝した。

なお、地元英国は決勝に !つ も残れな

い不振であったが、日本勢では北田スミ

子が米倉よし子以来 7年しヽミリにベスト4

入りをした。

、韓国の金練子が大活躍

81年 の黄善愛に続いて韓

ンの座に就いた。

ヨーロッパNo lの モルテン・

の大会にしぼってコンデイシ

レー ト勝ちと圧倒的な強さで

50
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第 14回 トマ ス 杯 靴 h mmぉ mpジヤカルタ 1986年 4月 22E～ 5月相

1磋頴:餡奎
|

男子国別団体戦の世界―を競うトマス

杯。前回はインドネシアが 8回 目の優勝

を遂げたが、渕勝で涙を呑んだ中国も巻
き返しを狙っての今大会。渕勝は予想通

あげ 3-2で下 し雪辱を成 し遂げた。 3
位にはマレーシア、 4位にはデンマーク

が入った。

予選では第 2シ ングルスだった楊陽、決勝ではエ
ースとしてスギアル トをストレー トで下した。

若手の成長で見事 トマス杯

を獲得 した中国チーム。

ス上位 3人 を揃える中国は 3ポ イン トを

あげ、ダブルスで 2敗 したものの 3-2
で前回に続き連覇。男子とともにアベッ

ク優勝を果たした。 3位決定戦は日本と

韓国て争われたが、シングルスで 2勝を

あげ日本がリー ドしたが、結局ダブルス

で 2敗 し4位に終わった。

第 11回 ユ ー バ ー 杯
llth肺『師 ジャか 夕 1986年 4月 228～ 5月 謂

現在の女子バ ドミン トン界では圧倒的

な強さを誇る中国が決勝へ進出。もう一

方は地元イン ドネシアと大会は非常に盛

り上がった。試合の方は世界のシングル

第一シングルスとしてゆるぎない

強さを見せた李玲蔚。決勝でもイ
バナをス トレー トで下 した。

ここぞという時には確実にポイン

トを稼いだ韓愛芹。イン ドネシア

のラフティを寄せつけなかった。

中国優勝 を決めた 3勝 目は、

呉建秋があげた。ベラワティ
づまる熱戦の末、∫、り切 った。

ベースポールマガジン社 バドミントンマガジン

の

息

一
一

と
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THE WINNERS潔 焉蒜 1%2～』%
ジャバンオ=プン歴代勝者

●GENTLEMEN'S SiNGLES
VVinner    Thomas Kihlstrom
Runner―up Stephen 3addeley
●LAD:ES'SiNGLES
NA/inner    Li Lingwel

Runner―up Fumiko Tookairin

●GENTLEMEN′ S DOUBLES
Winner    Kartono

R Heryanto
Runner― up  M ichael Tredgett

Martin Dew
●LAD:ES'DOUBLES
Winner    Nora Perry

」ane VVebster

Runner―up Verawati Fajirin

Ruth Damavanti

●MIXED DOUBLES
VVinner    M chael Tredgett

Nora Perry

Runner― up  Martin Devv

」ane VVebster

Tキ ールス トローム

Sバ ドレー

李 玲蔚

東海林文子

カル トノ

Rハ リヤン ト

M トレジェッ ト

Mデ ュー

N ベ リー

」 ウェブスター

Vフ ァジリン

Rダ マヤンティ

M トレジェッ ト

N ベ リー

Mデ ュー

Jウ ェブスター

韓  健

Pパ デュコーン

韓 愛井

Kラ ーセン

Tキ ールス トローム

Sカ ールセン

Rシ デク

Rヘ リヤン ト

Gギ ルクス

Gク ラーク

N ベ リー

」 ウェプスター

Tキ ールス トローム

N ベ リー

Mデ ュー

Gギ ルクス

Sweden
England

China
Japan

I ndonesia

England

England

lndonesia

England

England

China
lndonesia

China
Denmark

Sweden

Malaysia
lndonesia

England

England

Sweden
England
England

Sweben

England

England

Sweden

●GENTLEMEN'SS:NGLES
VVinner    Han」 ian

Runner―up  Prakash Padukone

●LADiES'SINGLES
VVinner    Han Aiping
Runner― up  Kirsten Larsen

●GENTLEMEN・ S DOUBLES
Winner   Thomas Kihlstrom

Stefan Karisson

Runner―up  Razif Sidek

Rudy Heryanto

●LAD:ES'DOUBLES
NA/inner   Gillian Gilks

Gillian Clark

Runner― up  Nora Perry
」ene Webster

●MiXED DOUBLES
VVinner    Thomas Kihlstrom

Nora Perry

Runner― up  Martin Devv

Gillian Gilkes

●GENTLEMEN'S SiNGLES
VVinner    Morten Frost Hansen
Runner― up  Liem Swle King

●LAD:ES′ SiNGLES
Winner    Zheng Yuli
Run ner― up Qian Ping
●GENTLEMEN′ S DOUBLES
Winner   Thomas Kihlstrom

Stefan Karlsson

Runner‐ up Steve Baddeley
Marln Dew

●LADiES′ DOuBLES
VVinner    Karen Beckman

Gillian Gilks

Runner― up  Maria Francisca

Ruth Damayanti

●MiXED DOUBLES
VVinner    Martin Dew

Gillian Gilks

Runner― up Thomas Kihistrom
Maria Bengtsson

M フロス ト・ハ ンセン   Denmark
リム・スイ キン      lndonesia

鄭  E己鯉            China
銭   芹           China

Tキ ールス トローム

Sカ ールセン

Sバ ドレー

Mデ ュー

Mデ ュー

G ギルクス

Tキ ールス トローム

Mベ ン トソン

Kベ ックマン      England
Gギ ルクス

Mフ ランシスカ     lndonesia
Rダ マヤンティ
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●GENTLEMEN'S SiNGLES
VVinner    Zhao」 inhua

Runner― up  Han」 ian

●LAD:ES'SiNGLES
Winner    VVu」 ianqiu

Runner‐ up  Kirsten Larsen

●GENTLEMEN′ S DOUBLES
VVinner    Park」 00 Bong

Kim Moon Soo
Runner― up Chr:stlan Hadinata

Hadibow
●LADIES'DOUBLES
VVinner   Yun」 a Kim

Sang Hee You
Runner― up llVu」 ianqlu

Guan VVelzhen

●M:XED DOUBLES
VVinner    Billy G‖ liland

Gillian Gowers

Runner― up  Martin Devv

Gillian Gilks

●GENTLEMEN′ S SiNGLES
VVinner   Yang Yang
Runner―up  lb Frederiksen

●LADiES'SINGLES
Winner    Li Ling VVei

Runner― up  Han Aiping

●GENTLEMEN'S DOUBLES
VVinner    Razif Sidek

」alani Sidek

Runner―up  Bobby Ertanto
Rudy Heryanto

●LAD:ES'DOUBLES
Winner   Wu D破 1

Lin Ying

Runner― up Li Lingwe!
Han Aiping

●M:XED DOUBLES
Winner    Billy Gilliland

Nora Perry

Runner up Nigal Tier
Gillian Govvers

楊  陽

:フ レ ドリクセン

李 玲蔚

韓 愛藩

Rシ デク

」 シデク

Bエ ルタン ト

Rヘ リヤン ト

呉 迫西

林  I英
李 玲蔚

韓 愛井

Bギ リラン ド

N ぺ リー

Nテ ィア

Gゴ ワーズ

趙 剣華

韓  健

呉 建秋

Kラ ーセン

朴 柱奉

金 文秀

Cハ ディナタ

ハディポウ

金 練子

柳 尚希

呉 建秋

関 渭貞

Bギ リラン ド

Gゴ ワーズ

Mデ ュー

Gギ ルクス

China
China

China
Denmark

Korea

lndonesia

Korea

China

Scotland
England
England

China
Denmark

China
China

Malaysia

lndonesia

China

China

Scotland
England
England
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'87 BADMINTON CALENDAR
1987年世界バドミントン競技カレンダー

★台1しオープン

(台 Jし ,台湾 )

★ジャバン・オープン

(大阪,日 本 )

ヘルベティア・カップ

(ベルファースト)

Chinese-Taipei Open
(Taipei)
Japan Open
(Osaka, Japan)
Helvetia Cup
(Belfast. N. lreland)

German Open
Scandinavian Open
(Malmo, Sweden)
All-England Open
(Wembley)
Swiss lnternational
French Open
(Paris)

ポルトガル国際

オークランド国際

モザンピーク国際

シルバーボール

5  スベイン国際
12 ★タイ・オープン

19 ★マレーシア・オープン

26 ★インドネシア・オープン

9  オーストラリア国際

16  スリランカ国際

23  インド・オープン

6  ニュージーランド国際

13★ ☆ワールド・カップⅦ

27  ヨーロッパ・ヵップ

4  ベル・オープン

4  チェコスロバキア国際
‖ ☆インタースポート・カップ

8 ★英国マスターズ

25 ★デンマーク・オープン

| ★カナダ・オープン

|  ベルギー国際

8  ノルウェー国際

8  ハンガリー国際

15  全米オープン

15  北欧選手権

22 ★スコットランド・オープン

22  ポーランド国際

22  メキシコ国際

6  ウェールズ。オープン

20★ ★グランプリ決勝大会

Portuguese lnternational
Auckland lnternational
Mozambique lnternational
Silver Bowl

Spanish lnternational
Thailand Open
Malaysian Open
lndonesian Open

Helen Troke(ENGLAND)
Kirsten Larsen(DENMARK)
Christine Magnusson(SWEDEN)
Fiona Elliott(ENGLAND)
Li Lingwei(CHINA)
Sumiko Kitada(JAPAN)
Han Aiping(CHINA)
Zheng Yuli(CHINA)
Kimiko Jinnai(JAPAN)
Lrsbet Stuer-Lauridsen(DENMARK)

Gu Jiaming(CHINA)
Shi Wen(CHINA)
Yoo Fen(CHINA)
Eline Coene(NETHERLANDS)
Kim Yun Ja(KOREA)
Oian Pino(CHINA)
Gillian Gowers(ENGLAND)
Sun Xiaoping(CHINA)
Elizabeth Latief(INDONESIA)
Hwang Hye Young(KOREA)

7

21

21

28

8

8

15

15

|

8

15

15

22

★オラング・オープン

ジュニア選手権 18才以下

(西 ドイツ)

アイルランド国際

ヨーロッパ団体戦 16才以下

(ス トラスブルグ)

Dutch Open
U/1 8 Junior Championships
(F.R. Germany)
lrish lnternational
European U 16 Team Event
(Strasbourg)

★ドイツ・オープン

★スカンジナビア・オープン

(マルモ,スウェーデン)

★全英オープン

(ウ ェンブレー)

スイス国際
★フランス・オープン

(パ リ)

Australian lnternational
Sri Lanka lnternational
lndian Open

New Zealand lnternational
World Cup Vll
Europe Cup

Bells Open
Czechoslovakian I nternational
lntersport Cup
Engilsh Masters
Danish Open

Canadian Open
Belgian lnternational
Norwegran lnternational
Hungarian Open
U.S. Open
Nordic lnternational
Scottish Open
Polish lnternational
Mexican lnternational

Welsh Open
Grand Prix Finals

5 ★香港オープン

(香港 )

12 ☆中国オープン

19  イスラエル国際

19  ヨーロッパジュニア

26  オーストリア国際

26  ルクセンブルグ SC

3  バミューダ国際

10  マルタ国際

10  ハポエイ・ゲームス

24★ ★世界選手権

(北京,中 国 )

Hong Kong Open
(Hong Kong)
China Open
lsrael lnternational
European Junior
Austrian lnternational
Luxembourg S.C.

Bermuda lnternational

Malta lnternational

Hapoei Games
VVorld Championships

(Beuing P R of China)

☆☆―lBF主催大会  ★☆―I B F Events

☆―グランプリシリーズ大会 ★―Grand P百x Tournament

日付 一大会最終 日曜 日 DAY Week ending Sunday

Morten Frost{DENMARK)
Sze Yu(AUSTRAR:A)
lcuk Sugiarto{INDONES:A)
Misbun SldeklMALAYSIA)
Steve Baddeley(ENGLAND)
lb Frederiksen{DENMARK)
Michael Kleldsen{DENMARK)

Torben Carlsen(DENMARK)
Poul‐ [百 k Hover Larsen{DENMARK)

Nick Yates{ENGLAND)
Alan Budi Kusuma{INDONESIA)

Yang Yang{C HINA)
Prakash Padukone(lND:A)
Darren Hall(ENGLAND)
」ens Peter N erhoff(DENMARK)

[ddy Kurniawan(INDONESIA)
Foo Kok KeonglMALAYS:A)
Hiroshi Nishiyama(」 APAN)
Lius Pongoh(lNDON[SiA)
Hermawan Susanto{INDONESIA)

| モルテン・フロスト

2施   羽

3 イチツク・スギアルト

4 ミスプン・シデック

5 ステイープ・バドレー

6 イップ・フリデリクセン

7 マイケル・ケルドセン

8 トルベン・カールセン

9 ポールエリック・ホヤーラーセン

10 ニック・イエーツ

‖ アラン・ブディ・クスマ

12 楊  陽

13 プラカシュ・バデュコーン

14 ダーレン・ホール

15 ジェン・ピーター・ニヤホフ

6 エディー・クフレニアワン

7 フー・コック・キョン

18 西山 博司

19 リュース・ポンゴ

20 ヘルマヮン・スサント

| ヘレン・トローク

2 キルステン・ラーセン

3 クリステーヌ・マグヌソン

4 フィオナ・エリオット

5 李 玲蔚

6 1し 田スミ子

7 韓 愛井

8 15 呈鯉

9 陣内貴美子

10 リスペット・スターローリンドセン

‖ 宰 家明

12 施  文

13 カt  募

14 エリーヌ・コーネ

15 金 練子

16 銭  藩

17 ギリアン・ゴワーズ

8 孫 小責

9 エリザベス・ラティフ

20 責 恵英

'86    D LANKING
1986年世界ランキングリスト
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ス働き盛 凱

安心のある人生。生涯保障がお役に立ちま魂

東邦の終身保険

働き盛りは責任の重い年代。仕事と家族の

ためにガンバル年齢で丸 東邦生命の終身

保険「明朗」は働き盛りをしつかりと応援しま

丸 大きな保障とこれからやつてくる老後の

生活資金づくりに最適。安心のある人生を

お過しください。

■特長
●割安な保険料(働きざかりの責任時代を大きく保障しまt
●保険料払い込み終了時に、ビッ角 生存祝金を。その後は5年ごとに`生存祝金

″
を、生涯お受け取りになれま魂

●働きざかりのうちに、保険料の払い込みを終了。その後も保障は生涯続きま丸

●特約をセットすることにより、80歳までの入院。手術・ケガにも安心で丸

●余裕資金を活用できる頭金制度・中途増額制度があり、大変便利でt

瞬Fこたに牲存祝金
″
を生涯お受け取りになれま魂

▲
保険料払い込み終了

東 邦 生 命

〒150東 京都渋谷区渋谷2151
電話 東京(03)499」 l11(大代表)

≫

Ⅷ

・―――劇

働きざかりの

大きな保障 生涯にわたる保障■

―

保険料払込期間 ――一月レ

町 写真家 沼田 早苗

「
‐
||||||||||‐ |
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⊂ARBONI⊂ L`クLι

¥9000(スリー・クウォーターケース付)

● 100%カーボン・グラファイト

●ジョイントレスー体成型

●カラー:サ ックス,ピンク

●グリップサイズ:3%(極細)33/8(細)31/2(中 )

Th口ぜsulenameOfthegame

総輸入元 メトロレジャー 株 式 会社

〒 101東京都千代田区外神田5-64
TEL.(03)833-3661“ 旬



Yang Yang(CHl )
陽

Chen Nine B au(CTBA)
能 彪

H"oyuk HaSegawa(」 AN)
長谷川博幸

Shtli Matsuno(」 AN)
修 二

Hastomo Arb oNDON)

Torben Carsen(DEN)

Yeung Y k Kei(HK)

Tetsuaki lnoue(」 AN)
井上哲華

-Nick Yaies(ENG.)

Chang Wen Sung(CTBA)
張 文松

ke Buter(CAN)

Shin,Matsuura(」 AN)
松 浦進 ニ

lcuk SugiartouNDON)
イチンク スギアルト

Steve Baddelev(ENG
スティープ バ ドレー

●LADIES'SiNGLES
Li Lingwei(CHl

李  冷

Mieko Hrayama(」 AN)
平山美意子

L em Swie King゛ NDON)

.Shokichi Miyamori(JAN.)
森庄 吉

\4isbun Sadek(MALAY )
:77>.:/7'

Kukasemkij(THA )

Xu Bao(CHl)

sten Larsen(DEN.)

Karen BeCkman(ENG)

F ona E lott(ENG)

Lertvora ak(THA)

Van DUck(NET.)

Hwang Hve Young(KOR)
黄 恵英

Ralh Kumaa Dew ONDON

Tong Chun Mu“ HK

Tsurumi Ohya(」 AN)
大谷鶴美

MnsukO M yamoto(」 AN)
宮本美津子

Ladawan Mulasartsathorn(THA.)_-ra>.L-r)tltr->
Denvse」 ulen(CAN,

Ma■8 Bengtsson(SWE)

Kim Ho」a(KORI

C a re Backhouse(CAN

李 健 美

SarawendahuNDON

Sum ko K"ada(」AN)

Wu」 anq u(CH)
呉 建秋

Lee Chen MelC T B AI

Yosh,ko Yonekura(」 AN
米倉よじ子

Poon Wa N8(HK
,番  憲翻

Khoe Me Hwa(INDON

唐 春It

E“ ne Coene(EBU)

鴻原春美

Helen T「 oke(ENG,

ダルニー レルトホラランク

Harumi Kouhara(JAN

ρtt an COWers(ENG)

L nda Cloutie「 (CAN)
リンダ クローティア

chⅢ sune Magnusson(SWE)

FenO Mei Ying(cTBA)
汚 美英

)」 nna“ JAN)
美子

E‖zabeth LalefONDON)

Sara Halsa‖ (ENG)

Sand「a Skllngs(CAN)

Amy Chan(HK)
念慈

Aip ng(CH)
愛澤

(AUS)AuSTRALIA (AuST)AuSTRIA (CAN)CANADA (C HI)C HINA (DEN)DENMARK
(ENG)ENGLAND(FR)FR G[RMANY(HK)HONG KONG 

“

ND‖ NDIA INDON‖ NDONESIA

(」 AN)JAPAN (KOR)KORCA (M ALAY)MALAYSIA (PAK)PAKISTAN (SCO)SCOTLAND
(SING)SINGAPORE(SWE)SWEDEN (SWi)SW'TZERLA N D (CTBA)CHlNESE TA,PEI(uSA)uSA

56

TKいにtroem C MagunssOn(SWEI

'86工ARAN OPEN
1986年ジツ ンヽオープン戦績

●GENTLEMEN'S DOUBLES

」E Anlonsson P G JoenssonsWE

Y. Tsujita T Katagrr

S dek」 S dek(M ALAY)

C 」ogis,G Robson(uSAxN2)
Cジ ョギス:Gロ ブソン

OzaklH N sh vama(」 AN)
崎幹雄1西 山博司

「
 inOuels M yamon(」 AN)

井上 哲華 官森 庄 吉辻田泰昌1片 桐哲也

B Glland D T「 ave「 s(SCO R Srdek Chong Wen g Ka(MALAY )

H Klauer T Kuenstler(F

S Fladberq J Helledie(DEN

●LADIES'DOUBLES

M BuJer K Pooe(CAN)

Nan (hm Chaw Che@ KherElMALAY.)

Yu‖ Wu」 ianqlu(CHl)

呉  建秋

Takam ne K Hosh“」AN)
高峯和子 星 和枝

F E‖ lott L Clouler(ENG xCAN)

「
(hに trOem s KanssonswE)
キー,レストローム Sカ ールソン

Y Yonekura G Gowes(」AN xENG I

米倉よし子 Gゴワーズ

Coene E V Dlc照 〔B U XNET)

Kitada H Kouhara(」 AN)
itEa : + trE*l
lf,d& Ktl1m BBE ls!dd11il00il.)

,ohanne Fabrdou Delwtt」 山 nlCAN)

Кou」 Ⅲ■n Jy卜 un Ja We(cTBA

H YusuflH KartonouNDON

Chng C卜 らCにnIChanq WOn Sun9c I B A)

鍾  佳 珍 1張  文松

Chan Ch Cho Chan S,u Kwong(HK

陳 智才1陳 兆

Li Lingwei Han Arping(CHl
李 玲蔚 韓 愛

K Aoki Y Tashro(」 AN
青木 きよみ 田代裕 子

K Beckman S Hasa‖ (ENG

Cマ グヌソン
'Mベ

ントツン

A Goode N Te「 (ENG

K Pooe L Clouter(CAN

JincanlZhang O ang(CH〕
金燦 ‐張  強

M Chlslansen M Kie dsen(OCN)

Tffgsr SamCluMrME(TllAi

S Baddelev N Yates(ENG)

C Had nata Had bowouNDON)

lb Frede「 iksen T C3「 lSen(DEN)

'露職当黒黒嬰
°Va° AN)

雲彎
「

TnttTungS°
°KOR)

.Chen Kang Luan」 in(CHI)

陳  康
‐
槃  勁

Y lmailT Kunhara(」 AN)
今井勇司1栗 原恒夫

Chen N ne B aulL n Chen」on(CIBA,
能 彪 1林  建 州

κ 」innal H Takamine(JAN
陣内貴美子 高峯尚

Poon Wai Na Amy Chan(H.K.)
活 態晰‐陳 念

C Backhouse,S SkJIngs(CAN

C lvlagnusson [4. Eengt$onlswE
智辮掌叩富

YttKOm

Loo Chien Mel,Feng Me Ying(CTBA)
李 健美/,5 美英

H. Noguchi M. Takada(JAN
野 口英 代

‐
高 田幹子

N Periv H T「 oke(ENG

●MIXED DOUBLES
N Te「 G Gowers(ENG

Lao Ylin91Guan WazhedcHL
労 玉晶 1関  '胃

Nテ ィア G ゴワー

陳 ツじ光 唐 春政

Wu Dixi Lin Y ngiCHl)
呉 迪西 林  :美

il-leNtfnn Dam LmmbkfTHA l

BG‖lland N Perrv(SCO)

Ch Cho Amy Chan(HK)
智才 陳 念_●

Dilun* tsNocaklTHA

N Tanida K Takam ne(」 AN)
谷田尚嗣 高41和子

Fadber9 E V Dlck(DEN xNET)

D Travers M Leevs(SCO XENG)
D トラバース M リープス

H Ha*gawa H. Takamine(JAN
長谷′博幸 高峯尚

Chan 9! Kwong Tong Chun MulH.K

サワイチャンセオラスミ ラダワンムラサルトサソン
S.m Chansrffi

D Talo「 S Halsa‖ (ENG

A Tom"a‐ M TomⅢ o(」AN
富田章夫 官田美千代

T Kuensller J FalardeaolF R

t“ 0メ Cいぃ」Ⅲ  Mvo"HedKOR)
李 得春 ジョン ミョン ヒー

M Dew K Beckman(CNG)A Goode‐ F E10tt(ENG

G Robson Pooo Wa NaN 2xH K)
Gロ ブソン 1番 悲

'那

But!er C Backい ouse(CAN)

C 」ogis E Conene(FR)(EBU)

KaHsson M Bengisson(SVVE)

高 '川智 林 佳蔵

M Debele M Bitten(CAN

Wong Tal Meng Te SerE

D Ta‖ or M Dew(ENG

U Johansson T FarooqISWE xAuST

スティーブ ′ヽトラー

Michael κleldSer
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,86 GERMAN OPEN
.GENTLEMEN'S SINGLES
Winner Morten Frost Hansen
Runner-up Michael Kjeldsen
Semi Finalists Torben Carlsen

Nick Yates

.LADIES' SINGLES
Winner Yun Ja Kim
Flunner-up Helen Troke
Semi Finalists Sang Hee Yoo

L. Stever Lauridson

.GENTLEMEN'S DOUBLES
Winner Park Joo Bong

Kim Moon Soon
Runner-up JesperHelledie

Steen Fladberg
Semi Finalists Stefan Karlsson

Thomas Kihlstrom
Martin Dew
Dipak Tailor

.LADIES' DOUBLES
Winner Yun Ja Kim

Sang Hee Yoo
Runner-up Myung Hee Chung

Hye Yong Hwang
Semi Finalists Sun Ai Hwang

Haeng Suk Kang
Gillian Gowers
Dorte Kjaer

.MIXED DOUBLES
Winner Lee Duek Choon

Myung Hee Chung
Runner-up Martin Dew

Gillian Gilks
Semi Finalists R. Ridder

E. Dijck
Thomas Kihlstroem
Christine Magnusson

,86 INDONESIA OPEN
.GENTLEMEN'S SINGLES
VMnner lcuk Sugiarto
Runner-up Sze Yu
Semi Finalists Eddy Kurniawan

Misbun Sidek

.LADIES'SINGLES
Winner Shi Wen
Runner-up Helen Troke
Semi Finalists Sun Xiaoqing

Eline Coene

.GENTLEMEN'S DOUBLES
Winner Liem Swie King

Kartono
Bunner-up Razif Sidek

Jalani Sidek
Semi Finalists Hadibowo

Eddy Hartono
Chafid Yusuf
Bambang Subagro

.LADIES' DOUBLES
Winner Verawaty Fajirin

lvana Lie lng Hoe
Runner up lmelda Kurniawan

Rosiana Tendean
Semi Finalists Gillian Clark

Gillian Gowers
Shi Wen
Sun Xiaoqing

.MIXED DOUBLES
Winner Steen Fladberg

Runner-up

Semi Finalists

Gillian Clark
Steve Baddeley
Gillian Gowers
Jin Chen
Ruan Xiaoqing
Jesper Helledie
Dorte Kjaer

Denmark
Denmark
Denmark
England

Korea
England
Korea
Denmark

Korea

Denmark

Sweden

Denmark
England

Korea

Korea

Korea

England
Denmark

Korea

England

Netherlands

Sweden

I ndonesia
Austraria
I ndonesia
Malaysia

China
England
China
Netherlands

lndonesia

Malaysia

I ndonesia

I ndonesia

I nd onesia

I nd o nesia

England

China

Denmark
Engla nd
Engla nd

C hina

Denmark

'86 BIG TOURNAM:ENT
1986年ビッグトーナメント戦績

′86 ALL ENGLAND
●GENTLEMEN′ SS:NGLES
ヽ́輌nner    Morten Frost Hansen Denmark
Runner up   Misbun Sidek      MalayЫ a

Semi Final sts  Prakash Padukone     indonesia

Han Kook Sung      Korea

●LAD:ES′ S:NGLES
Winner Yun Ja Kim
Runner-up Oian Ping
Semi Finalists Sumiko Kitada

Gu Jiaming

.GENTLEMEN'S DOUBLES
Winner Kim Moon Soo

Park Joo Bong
Runner-up Jalani Sidek

Razif Sidek
Semi Finalists Martin Oew

Dipak Tailor
Steen Fladberg
Jesper Helledie

OLADIES' DOUBLES
Wnner Hye Young Hwan

Myung Hee Chung
Runner-up Yun Ja Kim

Sang Hee Yoo
Semi Finalists Dorte Kjaer

Nettie Nielsen

So Young Chung
Haeng Suk Kang

.MIXED DOUBLES
Winner Park Joo Bong

Myung Hee Chung
Runner-up Deuk Choon Lee

So Young Chung
Semi Finalists Martin Dew

Gillian Gilks
Steffan Karlsson
Maria Eengtsson

,86 WORLD CUP
OGENTLEMEN'S SINGLES
Winner lcuk Sugiarto lndonesia
Runner-up Morten Frost Hansen Denmark
Semi Finalists Zhao Jian Hua China

Yang Yang China

OLADIES'SINGLES

Korea
China
Japan
China

Korea

Malaysia

England

Denmark

Korea

Korea

Denmark

Korea

Korea

Korea

England

Sweden

Winner Li Lingwei
Bunner-up Han Aiping
Semi Finalists Hwang Hye Young

Kirsten Larsen

.GENTLEMEN'S DOUBLES
Winner Liem Swie King

Bobby Ertanto
Runner-up Heryanto

Hadibowo
Semi Finalists Park Joo Bong

Kim Moon Soo
Zhou Jincan
Zhang Oiang

.LADIES' DOUBLES
Winner Han Aiping

Li Lingwei
Runner-up RosianaTendean

lmelda Kurniawan
Semi Finalists lvana Lie lng Hoe

Verawaty Falarin

Hwang Hye Young
Chung Myung Hee

.MIXED DOUBLES
Winner

Runner-up

Semi Finalists

Eddy Hartono
Verawaty Fajirin
Steen Fladberg
Gillian Clark
Hafid Yussute
Yanti Kusmiatie
Thomas Khilstroem
Christine Magnusson

China
China
Korea
Denmark

I nd onesia

lndonesia

Korea

China

China

I ndonesia

I ndonesaa

Korea

I nd o nesia

Sweden
England
I ndonesia

Sweden

′86 MALAYSIAN OPEN
●GENTLEMEN′ SS:NGLES
\Mn ner Zhao Jianhua China

Malaysia
lndonesia
I ndonesia

China
China
I nd o nesia
China

Malaysia

I ndonesi a

Denmark

lndonesia

Bunner-up Misbun Sidek
Semi Finalists Lius Pongoh

lchuk Sugiarto

.LADIES' SINGLES
Winner Shi Wen
Runner-up Wu Jianqiu
Semi Finalists Elizabeth Latief

Sun Xiaoqing

.GENTLEMEN'S DOUBLES
Winner Razif Sidek

Jalani Sidek
Runner-up RudyHeryanto

Bobby Ertanto
Semi Finalists Jesper Heledie

Steen Fladberg
Hadibow
H artono

.LAOIES' DOUBLES
Winner Wu Jianqiu China

Lin Ying
Runner-up Verawaty Fajirin lndonesia

lvana Lie lng Hoe
Semi Finalists lmelda Kurniawan lndonesia

Rosiana Tendean
Gillian Clark England
Gillian Gowers

OMIXED DOUBLES
Winner Bobby Ertanto lndonesia

Verawaty Fajirin
Runner-up Steen Fladberg England

Gillaan Clark
Semi Finalists Hartono lndonesia

Rosiana Tendean
Wang Yaoping China
Zheng Jian

,86 DANISH OPEN
OGENTLEMEN'S SINGLES
\Mnner Morten Frost Hansen Denmark
Runner-up Michael Kjeldsen Denmark
Semi Finalists lb Frederiksen Denmark

Sze Yu Australia

OLADIES' SINGLES
Winner Zheng Yuli China
Runner-up Pernille Nedergarrd Denmark
Semi Finalists Helen Troke England

Sumiko Kitada Japan

.GENTLEMEN'S OOUBLES
Winner Li Yongbo China

Tian Bingji
Runner-up Dipak Tailor England

Martin Dew
Semi Finalists Mark Christiansen Denmark

Michael Kjeldsen
Steen Fladberg Denmark
Jesper Helledie

.LADIES' DOUBLES
Winner Gillian Clark England

Gillian Gowers
Runner-up Zheng Yuli China

Gu Jiaming
Semi Finalists Maria Bengtsson Sweden

Christine Magnusson
Dorthe Kjaer Denmark
Nettie Nielsen

OMIXED DOUBLES
Winner

Run ner-up

Semi Finalists

Martrn Dew England
Gillian Gilks
Jesper Knudsen Denmark
Nettie Nielsen
Mark Christiansen Denmark
Gillian Clark
Dipak Tailor England
Erica Van Dijck Netherland
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KENNEX
PRESENTED BY GOSEN

最高のクオ明蔵■ 極限のコストに挑戦/
高弾性パワーラケットの決定版で九

フレームショルグーは、セミスクエア形状。

フレームのひずみを防止し、ハ

イテンションにも柔軟に対応す

るセミスクエア形状のフレームシ

ョルダち フレーム耐圧テストでは、

従来の 2倍の強度が実証されています
`,

シャフ トを保護するラケットカバー。耐久性に優れた

素材を使用。シックな色使いも人気です。

CARBON PR0 787、 BORON 858 Hは、ガットホールが小さくな

っていますので、ガットを張る場合には必ずガットストンバ~をご使用

ください。他の新素材系ラケットにもご使用することをおすすめします.

株式会社ゴーセン

●本社〒540大 阪市東区豊後町48(06)9425871Q● 東京支店●(03)86265760
●福岡営業所● (092)7125247m● 北陸営業所●(0762)9102230

コスレワt―マ
ゴーセン ガットストッパー

CUT STOPPER
A-58 3,600円

目打ちを使わない為、

ガットにキズがつきませんら

この部分でガットをはさみます

最初の 1本目を通し、次の2本 目を通した時に

巻き棒でしめ上げ2本を同時にはさんでゆるみを

止めま蔦 (3本 日、4本目と順々にずらしながら

横 糸 の た:みを直 します     ガ ントを張り上 げま
`L)

※このガントストンバ~は横糸を張り上げる際にご使用ください。(ガット張り機を使用する時

は縦糸にも使えます)

RBON

ロングカバーイ寸きc

耐久性に優れた素

材を使用しました。

¥9,900(フレーム価格)

ハイモジュラスカーボンllXl%

ジョイントレス(カ ノ`イ 寸)

100%高 密度

グラファイトカーボン採用。

グラファイ トカーボン

の中てす約 高強度・

高弾性を誇るハイモジ

ュラス(高密度)カーボ

ンを採用し、軽さと耐

刻生の相反するテーマ

をクリアーしました。

ショイントレス構造が′

プロケネックス独自の

ジョイントレス構造に

より、比類ないレスポ

ンスを実現しました。

ガットホールは、

最小限に縮小。

ガットホールを締 1ヽす

ることで、フレームの

強度を維持し、 ガット

をも雁 します。

スイー・ユー
(オーストラリア)

86台 1じ オーフン優勝

1962年 9月 10日 生れ (24歳 )

人気の
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TOURNAMENT
OFFICERS

大会役員

PRESIDENT
大会会長   桜内 義雄  Yoshio Sakurauchi

ViCE― PRESIDENT
大会副会長  真 藤   恒

初p川  覚治

岸  久雄

顧間    石渡 俊―

柴田 勝治

西村 尚治

清藤 六郎

板垣 隆房

大須田良作

原 二三雄

宮下  明

野呂 昭彦

藤田 庸右

石田 祥史

結城 健輔

八木 繁尚

米山  稔

参与    伊沢 二郎

宮澤 宏之

宝来 敏夫

CHAIRMAN
大会委員長  小飼 栄―

DEPUTY CHAIRMAN
副委員長  今北 基夫

石橋 三彦

委員    相場 清一

神沢  暁

遠井 稔男

野村 嘉明

加藤 三夫

小山内信一

金森 義弘

高橋 重夫

阿部  手

町田 守正

山本  博

加藤 博司

東条 義昭

木原 逸夫

藤本  滋

近藤  満

御前 龍雄

Hisashi Shintoh

Kakuli Yanagawa

Hisao Kishi

岩崎 純三 奥田 敬和

地崎宇二郎 内藤  健

林  義郎 山崎武三郎

佐々木洋平 森   康

布引 修二 阿久津順一

須田 勝勇 玉手  庸

吉川 芳男 中村  伝

大永 武二 西澤鉄太郎

神谷 一三 栗木藤四郎

坂日 常博 今村 時男

天野 辰雄 池上  任

四島  司 小原 嘉文

脇屋 長可 相澤 尚夫

今井  先 川端 昇市

青木 昭二 野村 明雄

北口  博

永末 英一

渡辺 秀央

鈴木 辰雄

日野 貞夫

大山  茂

清水規矩雄

後藤  淳

今井 鎮雄

成相 安信

俊成  薫

鈴田 正武

稲福 盛輝

小宮 淳宏

植田 義明

伊藤 鏃一

鈴木 龍平

長浦 音吉

上原 正士

笠原 一男

松橋  裕

五十里光秋

秋山 真男

原  紀征

沢  長寿

吉田健次郎

津守 幸介

後藤  研

鳥谷 益己

小泉 直坦

村井 広美

E‖ chi Kogal

Motoo lmakita

Mitsuhiko!shibashi

安倍 淳美 池田 昌道

里見 光徳 清水 善一

富田 善明 内藤 安雄

本郷 節生 増田  稔

福岡 華― 村山 幸雄

杉田 忠光 浜畑 莞雨

須藤  博 加藤 寛治

浅岡  武 小山 包博

堺  三徳 中島 寿オ喜

大世古吉弘 石樽 裕忠

北  義― 服部  明

高麗 久義 岡本 武利

新名 静夫 坂本 真人

鳥越 邦彦 川島 一郎

仲村 寛市 青山 正伸

片岡 輝明 四方 光一

米山 広作
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THE:NTERNAT10NAL BADMINTON
FEDERAT:ON

国際バドミントン連盟役員

VICE‐ PRESiDENT ON OLYMPiC RELAT:ONS

LK Yoo KOREA

MEMBERS OF ttHE COUNCiL

:MMED:ATE PAST PRESIDENT

P-E. Nielsen

VICE-PRESIDENTS

T. Bacher

S.R. Chada

A.E. Jones

Miss Lu Shengrong

A.E. Ter Metz

A.A. Verstoep

H.R. Ward

PRESiDENT

ID Pa!mer

N.M. Cameron

M. lmakita

S.M. Kassa

J. Suhandinata

D. Tejuoso

T. Tennila

R. Johansson

T. Kurniadi

J.E. Robson

Miss D. Tinline

C. Wattanasin

Wang Wenjiao

H Valken

GENERAL SECRETARY

Mrs V S Rovvan

D.L. Bloomer

S. Mohlin

C.C. Reedie
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丁OURNAMENT
COMM:TTEES

運営委員会

CHAIRMAN
委員長    今ヨヒ 基夫  Motoo lmakita

STAFF MEMBERS
委員    神沢  暁 増田

野村 明雄 石橋
REPRESENTAT:VE OFi.B.F
IBF代 表  ジェフ Eロブソン 」

HONORARY REFEREE

諄ラす翌
~  

里見 光徳  Mitsunori Satomi

DEPUTY REFEREE
幸雄  百夕た

イ   阿彦 周宜 Shugi Ahiko

広作   PLAYER'S SECRETARY
ご
``;テ

f 岡本  進 Susumu Okamoto

山

山

村

米

稔

三彦

野村 嘉明

山本 次生

E. Robson

OPERATING
COMM:TTEES

大阪バドミントン協会実行委員会

実行 委 員長

実行副委員長

総 務 担 当

総    務

競 技 担 当

競    技

審 判 担 当

審    判

片岡 輝明

山崎 満彦

秋岡 澄子

竹内 隆夫

石原 淳子

桑野ひろみ

池田 芳恵

津波古広和

村山 友二

古作他愛子

高橋 義和

四方 光一

広瀬 富大

水原 和子

福島 直美

相沢 邦子

桂 よしみ

清水 浩美

星田 有司

山崎登志夫

西川友佳子

江木  浩

村井 広美

上田 光代

杉田 忠邦

四牟田修三

長澤 照子

岡  公宏

仲井 利美

桜井 孝子

深沢 賢一

国生由紀子

松井 明子

森

宮林

山田

水田

伊勢田善昭

月原  朗

山本 志朗

錦木 敬子

小池妃美子

角田 文彦

小柳 保子

和田 真弓

岡野  剛

小森 健介

藤倉 憲一

銭谷 欽治

西上 正一

西山 恵子

河村 麻紀

谷田部典子

吉本 篤子

武田 文則

東條 安彦

藤浪 輝吉

村田 早苗

竹村 知子

室井比呂美

新木 貴子

上平 博子

松田 実華

小寺 雅裕

石川紀美子

出口 健次

冨田美千代

高田由賀里

高野久美子

市川  綾

中島 浩二

八箇真佐世

朝田 正樹

三尾比佐司

和田 泰寛

田畠 佐苗

新木 千織

和田 豊子

今村  薫

鄭  幸子

善元 伸子

今藤ひろ子

佐貫 裕彦

増田  聡

早川 智子

谷田由紀子

末次三千代

北浦 道代

南出 和枝

浜田 真理

廣比 美香

安丸 和久

野村 明雄

石橋 三彦 山本 次生

御前 龍雄 池田 芳麻

充仁 牧志 倫夫

明光 辻  正博

一彦 崖  泰秀

仁美 伊藤 敏美

行治

古川 清博 清水 義雄

岡森  祐 久保 文雄

小川  哲 梅田 孝敬

石原 ゆり 阿部 昌美

大河内秀夫 平石 克子

服部 稔雄 松本 裕伸

橋本 昌也 永田 孝治

井村 淳子 加川美穂子

加藤 吉正 伊藤 憲二

今久留主洋 大塚  恵

海達 貴義 土井 敬子

菊池 洋子 小路 常光

和

三

輔

子

義

幸

大

彰

上

村

村

村

南

脇

岡

西

三

野

角

宮 正晴 黒石 久昭 森下 一夫

花房 .ヽ、さ子

品川 則之

宇治  収

泉井 リエ

田島 志乃

奥野  勉

星野由美子

仲尾 信一

土居  毅

小泉′良樹

飯山シズエ

金森  正

大川 順子

赤曽部泰一

大阪教育大学

佐藤 武人

池田紗千子

宮崎 克己

西村 央子

磯崎 照枝

武野  忠

清水 尚美

青木 弘行

斉藤 敏行

住谷 弘法

有福  功

竹内  真

木佐貫 薫

糸川 公久

大阪体育大学

斉藤 篤司

北野 公男

北本久美子

阿部 茂子

西村美千代

守安 達二

奥山 保子

久岡 淳一

伊藤 一男

松本 邦彦

小関 嗣郎

乾  利弘

斉藤 浩司

近 畿 大 学

武良 節子

矢田  稔

冨田 章夫

押切 美喜

原田真理恵

松重 恵三

長沢 幸江

須田  豊

中村 節生

深田 秀夫

井上 晶博

岸野 圭志

山内 信人

甲 南 大 学

白井規久夫

中西 義弘

植本  実

原田いづみ

渡辺 律子

吉兼  保

尾崎 和枝

谷田 尚嗣

林田 庄―

夫  昌沫

蔵口 勇雄

岡本 広次

石橋  毅

武庫川女子大学

山田 良之

山下 正善

石井 由和

廣田 時子

星  和枝

近藤 雅明

千田 朗子

養文 ―太

吉岡  侃

佐竹 安登

山田  修

森  正彦

川崎 武司

川上 隆庸

那須 幹雄

上杉 光浩

谷地 春子

松井 峯生

鴻原 春美

山本 美江

当山 哲司

須崎 浩央

篠原 国明

川崎智恵子

倉田 直実

福森 勝治

千原 伸介

山村 晏江

水流添錦一

小池由扶子

保科 正浩

小泉 陽子

三坪 吉幸

植野 昭夫

吉野 征臣

西野 幸子

大石 正広

政所 敏光

山本  岡」

瀬野

星野

藤井

山本

高峯

宮本

津田

山本

松村

平野

津田

村田

衣ノ||

作

保

雄

恵

子

和

代

雄

之

英

夫

博

二

俊

幸

靖

智

和

宏

佐

英

禎

隆

郁

信

浩

順不同
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おしゃれな言葉で位 た。Ъ
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Ｉ

■

■ 田寛子

質ιやすさグ レードルフ
゜

40字×11行表示の大型画面。実力派パーソカンワ‐づ′口。

●35イ ンチフロンヒイに A4判 160ベ ージ分の文

書を記録。●」S第 二水準漢 字をROMで標準

装備。●最高160字32文節を一気に変換する連

文節変換。●修飾文字 拡大文字・イラスト合成

で文書を演出,,● 7ヵ 国語の欧文編集機能。●原

稿用帝iや ラベルヘの印字、ハガキ宛名ED字も可能。

NECパーソナルワ=プロ

文豪― E
標準価格 …… 115,000円

ついに、2フ ロッピ4
パーソカレ最上級。

NECパーソナルワニプロ

文豪― E一一
一

標準価格 198,000Fヨ

豪m3E ttm5E雄 繭 7E ttm50態 m7G態 3V嬢 5V態 7D爛 5D爆 25D
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わくわくヒ染采グチャレ伝ノ キャンペーン対象商品お買い上げの方に4つの
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アラスカオーロラ観 701ツアーと最新のNEC商 品が
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男子シングルス
Gentlemen's Singles

YONEX CUP,APAN OPEN '87
BADM!NTON CHAMP:ONSHIPS

'st  2nd   ord
3rd   2nd  l st4th Semi Final   Fin31   SemlFin31 4th

※ icuk SugiartoIN00N)
イチック スギアルト

Chang Wen sung(CIBA)
張 文松

D ng O q ngiCH)

丁 其慶

Tetsuakl lnoue(JAN I

井上哲華

額̈
“

」ens Peter Nie「 hOff(0〔 N)

ジェン ピーター ニアホフ

Hiroyuki
長谷川博幸

(1二 1)

(1:ず )

(1:=l:)

|

(|:二 :)

l:二 |:)

日
∞
●

２２
‐８‐
（■

観枷“

却帥”

曰
００
０

２

，

一ａ

フラカシュ ハデュコーン

Ser an WivatnolN00N,

セリヤン ウイヤント

Foo Kok Keong(MALAYI

22日
18100

●0

23日
15:00

楽 Michael Kle dsen(D〔 N

マイケル ケルドセン 獅̈
”

オト 柱奉

He X angyang(CH,
賀 向陽

如̈
Ю

22日
16:00

Ｌ

・

・

Ｆ

Ｌ

，　

日

００

´
」
、
　
２３
に

22日
18:00
30 日

∞
０

２３
嘔
Ｃ

22日
18:01

(|:=l:)

Paer-Gunner JoenssonlswE

Chan Ch CholHKI
陳 智才

Eddy lsmantolNDON)
エディー イスマント

Chen Nine Baaurc r B A r

R iEFz

Morten FrosiDENt*
E)V->.707.1

G鋼)関
0

Shuli

松野修二

Chen KangtcH)

陳  康

初
ｍ̈

Shoukth M″ amOrlJANI '°
宮森庄吉

熊 国宝

Masam1 0sana■υAN I

長内征美

ニック イエーツ

Fu Oiqing〈 cH

付  強

′ヽ一 グナー ジ3エ ンソン 22曰
|

22日
19:00

■)0

ぐ
「

:)23日
15:

(l:二 :)

(|::)23日
15:00
30

(1トリ) (1:11)

(1:~l,)

23日 (11lI
15:00

10

(:二 |:)

23日
19:00

00 ぐ1ド )

(愴ニザ

23日
19:00
70

22日
18:00
30

23日
15:00

(1:二 :)
80(ドニ廿 神

］Ю
(1甘 )

CO  Hiroki EtOhJAN)

22日
16:00

●0

江藤裕構

Steve Baddeley([NG,※
スティープ バドレー

Misbun Sidek MALAY)楽
ミスプン シデク

Sompol κukasemk,「 H測
'ソンポール クカセミイ

G「●me Robson NEW)
グレーム ロブソン

ShinJ Matsuuraυ AN

松浦進二

Kwak Chan Ho(KORI
郭 讃浩

Darren Ha‖にNG)

ダーレン ホール

Zhaoコ ianhuatCH ※

鶏 剣華

Chrs」 o9istU S A)

クリス ショギス

Poul Er k Hoyer‐ Larsen(D[N,

ボールエリンク ホイヤ~ラーセン

」an‐ Er c Antonsson〈 SW〔 ,

ジャン エリック アントンソン

Lius PongohoNDON)
リュース ポン

H「 oshi Nishivama」AN,

西山博司

Lau W ng CheoklStNG)
ロー ウィン チョク

Park Sung eae`KOR〕

朴 成培

(|:∵ )

7_.),2.+)> 22A

23日

につ設 (捏=3) (1:朝 )

G註つ

け̈
神ｍ∞

J数 字はコート番号(coun number)

●数字は試合番号 (match number)

楽Seeded player

(AuS,AuSTRAL:A(CAN,CANADA(CHI)CHINA(CTBA)CHINESE TAIPE(DEN)DENMARK(ENG)ENGLAND(HK)HONG KONG IND"N DIA
INDON"NDONESlA(UAN)JAPAN(KOR)KOREA(MALAY,MALAYSIA(NEヽ ″)NEW ZEALAND(NET)NETHERLANDS(SCO)SCOTLAND
(SINC,SlNGAPORC(SWE,SWEDEN(THA,THA!LAND(uSA)uSA

C● ぐ:二 :

Nick YatescNc

4

22日
18:00
,o

1



女子シングルス
Ladies' Sing:es

YONEX CuP,APAN OPEN '87
BADMINTON CHAMP:ONSHIPS

l st  2nd 4th Sem卜 Fina  F na  Sem卜 Fn3 4th 2nd  i st

豪 Li L ngwelCH)

李 玲蔚

」ohanne FalardeautCAN)
ジョアンナ ファラデュー

Michivo Nishimura JAN,

西村美千代

Tong Chun MuiHKI
唐 著

'女

Lee Youn9 Suk(KOR)

李 英淑

Kum ko KⅢ amotouAN
北本久美子

Sara Halsall[NG)

サラ ハラソール

Lee Chien MeiC TBA)
李 健美

※ O an Ping(CH)
銭   丼

※ Ellzabeth Latief(lN00N,

エリザベス ラティフ

Suneeta Khare〈 CAN)

スニータ カーレ

Mika uemu「 3 JAN)

上村美香

Wong Har Ping(HK)
工 夏沐

Kimiko」 inna“ JAN)

陣内責美子

Lee Myung Hee(KORI
李 明黒

Sumiko Kitada(υ AN)※

|し ロスミ子

Feng Mei Ying(cT8A)

'馬

 美英

Amy Chan HK)
陳 念慈

G‖

"an Cowe「
s([NCI

ギリアン ゴワーズ

Pern‖ le Nedergaard(D[N)
′`ニール ネダーガード

chnsune Magnusson(SW[,
クリステーヌ マグヌソン

Kazuko Takamine」 ANI

高峯和子

Km Ho」 o(KOR

全 好子

Helen TrokeCNGI※
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男子ダフルス
Gentlemen's Doub!es
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女子タフルス
Ladies' Ooubles

YONEX CUP JAPAN OPEN '87
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