
平野 三樹 （ロ） 菊池 貞子 （ロ） 山岸 二郎 （ロ）

伊藤 幸雄 （ロ） 矢部登志江 （ロ） 森 誠一郎 （ロ）

平野 三樹 （ロ） 間宮 千里 （ロ） 岩井 三郎 （カ）

江本 義雄 （ロ） 小野 都 （ロ） 小室 宗三 （カ）

増子 隆茂 （ロ） 間宮 千里 （ロ） 富取福次郎 （ロ）

龍村 峻 （ロ） 大塚 節子 （カ） 森 誠一郎 （ロ）

四方 義樹 （カ） 間宮 千里 （ロ） 山岸 二郎 （ロ） 有田 正信 （カ）

只木 可弘 （カ） 菊池 貞子 （ロ） 富取福次郎 （ロ） 手塚 良男 （カ）

英賀 永治 （三） 間宮 千里 （ロ） 森 誠一郎 （ロ） 三輪作一郎 （カ）

亀村 輝夫 （三） 菊地 貞子 （ロ） 安達 信 （ロ） 旗本 正則 （カ）

只木 可弘 （カ） 菊池 貞子 （ロ） 土橋 信夫 （ロ） 有田 正信 （カ）

藤巻 辰郎 （カ） 松本多美子 （ロ） 森 誠一郎 （ロ） 手塚 良男 （カ）

永山 賢二 （ロ） 菊池 貞子 （ロ） 小室 宗三 （カ） 生 田 実 （ロ）

倉富 進男 （ロ） 菊池真紀子 （ロ） 高 二三夫 （カ） 岩井 三郎 （カ）

増子 隆茂 （ロ） 岩本登志子 （カ） 森 誠一郎 （ロ） 手塚 良男 （カ）

森 真一郎 （ロ） 筧 美津子 （カ） 青木 徹郎 （ロ） 三輪作一郎 （カ）

岸菜 信博 （カ） 岩本登志子 （カ） 山岸 二郎 （ロ） 手塚 良男 （カ）

菱沼 栄司 （カ） 西村 純子 （カ） 安 達 信 （ロ） 三輪作一郎 （カ）

岸菜 信博 （カ） 岩本登志子 （カ） 安達 信 （ロ） 重松 達雄 （カ）

菱沼 栄司 （カ） 西村 純子 （カ） 鈴木 七郎 （ロ） 小室 宗三 （カ）

永山 賢二 （ロ） 大塚 節子 （カ） 左近 秀俊 （ロ） 小室 宗三 （カ）

安達 信 （ロ） 加藤 和子 （カ） 石 井 昌 （ロ） 三輪作一郎 （カ）

大谷 康仁 （シ） 加藤 幸子 （カ） 深尾 秀文 （カ） 小室 宗三 （カ）

楠原 義宏 （カ） 鈴木 澄子 （カ） 高 二三夫 （カ） 三輪作一郎 （カ）

森岡 博 （カ） 石田由美子 （カ） 高 二三夫 （カ） 安川 信雄 （ロ） 小西 英子 （ロ）

楠原 義宏 （カ） 山本 慈子 （カ） 今井 荘三 （カ） 森 誠一郎 （ロ） 息吹比奈子 （シ）

森岡 博 （カ） 岩本登志子 （カ） 田 中 一 （カ） 小室 宗三 （カ） 岡田寿美子 （カ）

楠原 義宏 （カ） 鈴木 澄子 （カ） 平塚 茂雄 （カ） 深尾 秀文 （カ） 矢野 正子 （カ）

倉富 進男 （ロ） 左近 淳子 （ロ） 安 達 信 （ロ）

龍村 峻 （ロ） 岩佐 和子 （ロ） 左近 秀俊 （ロ）

加藤 義明 （三） 平野多枝子 （ロ） 尾上 清 （カ） 前田 三郎 （カ） 松本多美子 （ロ） 楠原 義宏 （カ）

遠 藤 淳 （三） 吉村 ヨリ （ロ） 森岡 博 （カ） 旗本 正則 （カ） 菊池 貞子 （ロ） 山本 慈子 （カ）

荷川取 浩 （カ） 筧 美津子 （カ） 尾上 清 （カ） 土橋 信夫 （ロ） 星 淑江 （カ） 倉富 進男 （ロ）

松岡 信幸 （三） 鈴木 澄子 （カ） 森岡 博 （カ） 安川 信雄 （ロ） 大塚 節子 （カ） 松本多美子 （ロ）

菅 高 臣 （カ） 山本 慈子 （カ） 尾上 清 （カ） 安達 信 （ロ） 菊池 貞子 （ロ） 荷川取 浩 （カ）

荷川取 浩 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 森岡 博 （カ） 富取福次郎 （ロ） 山崎 恭子 （カ） 鈴木美貴子 （カ）

楠原 義宏 （カ） 山本 慈子 （カ） 尾上 清 （カ） 小室 宗三 （カ） 山崎 恭子 （カ） 楠原 義宏 （カ）

辻 正 明 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 森岡 博 （カ） 矢定清九郎 （シ） 鈴木 澄子 （カ） 楠原 淳子 （ロ）

伊藤 隆弘 （カ） 山本 慈子 （カ） 尾上 清 （カ） 三浦 芳郎 （ロ） 谷岡 尚子 （七） 楠原 義宏 （カ）

安福 哲男 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 森岡 博 （カ） 中延 昭二 （ロ） 柴崎 通子 （カ） 楠原 淳子 （ロ）
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辻 正 明 （カ） 山本 慈子 （カ） 尾上 清 （カ） 土橋 信夫 （ロ） 楠原 義宏 （カ）

楠原 義宏 （カ） 堀池南海子 （カ） 森岡 博 （カ） 高 二三夫 （カ） 山本 慈子 （カ）

伊藤 隆弘 （カ） 山本 慈子 （カ） 筧 元 則 （カ） 左近 秀俊 （ロ） 筧 美津子 （カ） 楠原 義宏 （カ）

安福 哲男 （カ） 堀池南海子 （カ） 辻 正 明 （カ） 高 二三男 （カ） 柴崎 通子 （カ） 楠原 淳子 （ロ）

辻 正 明 （カ） 山本 慈子 （カ） 菱沼 栄司 （カ） 今井 荘三 （カ） 柴崎 通子 （カ） 楠原 義宏 （カ）

楠原 義宏 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 赤松 陽一 （カ） 高 二三夫 （カ） 谷岡 尚子 （七） 楠原 淳子 （ロ）

伊藤 隆弘 （カ） 布目 春野 （ロ） 赤松 陽一 （カ） 今井 荘三 （カ） 松岡 信幸 （三） 三浦 芳郎 （ロ）

安福 哲男 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 菱沼 栄司 （カ） 高 二三夫 （カ） 池田 幸恵 （三） 菊池 貞子 （ロ）

永山 賢二 （ロ） 神田真理子 （市） 菅 高 臣 （カ） 土橋 信夫 （ロ） 布目 真也 （ロ） 橋本 賢 （ロ）

塩見 芳彦 （市） 用瀬 善枝 （市） 尾上 清 （カ） 安 達 信 （ロ） 布目 春野 （ロ） 大塚 節子 （カ）

辻 正 明 （カ） 粟野佐登代 （ロ） 只木 可弘 （カ） 石 井 昌 （ロ） 楠原 義宏 （カ）

尾上 公隆 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 岸菜 信博 （カ） 左近 秀俊 （ロ） 楠原 淳子 （ロ）

旭 雅 弘 （市） 平野 邦子 （ロ） 西村 和素 （ロ） 小 澤 透 （カ） 用瀬 修 （市） 平野 健 （ロ）

村田雄一郎 （市） 粟野佐登代 （ロ） 龍村 峻 （ロ） 柳田 光雄 （カ） 用瀬 善枝 （市） 菊池 貞子 （ロ）

用瀬 修 （市） 布目 春野 （ロ） 後藤 守男 （三） 安 達 信 （ロ） 楠原 義宏 （カ） 安 達 信 （ロ）

島田 聡司 （西） 楠原 淳子 （ロ） 古屋 輝雄 （三） 河崎 正博 （ロ） 楠原 淳子 （ロ） 竹原 和子 （ロ）

辻 正 明 （カ） 三上 由美 （シ） 倉富 進男 （ロ） 相川 隆信 （ロ） 楠原 義宏 （カ） 橋本 賢 （ロ）

尾上 公隆 （カ） 大野 夏女 （シ） 森 眞一郎 （ロ） 橋 本 賢 （ロ） 楠原 淳子 （ロ） 竹沢 京子 （ロ）

辻 正 明 （カ） 藤原 美智子 （ロ） 加藤 義明 （三） 林 孝太郎 （ロ） 布目 真也 （ロ） 倉富 進男 （ロ）

尾上 公隆 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 楠原 義宏 （カ） 相川 隆信 （ロ） 布目 春野 （ロ） 菊池 貞子 （ロ）

高 橋 真 （市） 石田 明子 （ロ） 倉富 進男 （ロ） 前田 忠昭 （ロ） 布目 真也 （ロ） 橋本 賢 （ロ）

吉村 直高 （七） 兵藤 克子 （ロ） 布目 真也 （ロ） 平野 健 （ロ） 布目 春野 （ロ） 石田 明子 （ロ）

吉村 直高 （七） 布目 春野 （ロ） 加藤 義明 （三） 井上 尚士 （ロ） 山脇 ゆみ （カ） 吉村 直高 （七） 井上 尚士 （ロ）

高 橋 真 （市） 岩澤 真紀 （ロ） 楠原 義宏 （カ） 会本 俊彦 （ロ） 谷 寿 子 （カ） 鈴木 聡子 （カ） 善木 夏代 （ロ）

用瀬 修 （市） 兵藤 克子 （ロ） 楠原 義宏 （カ） 西村 和素 （ロ） 森岡 伸子 （カ） 布目 真也 （ロ） 井上 尚士 （ロ）

島田 聡司 （市） 布目 春野 （ロ） 安福 哲男 （カ） 平野 健 （ロ） 山脇ゆみ江 （カ） 布目 春野 （ロ） 善木 夏代 （ロ）

尾 上 公 （カ） 兵藤 克子 （ロ） 森 眞一郎 （ロ） 池 田 政 （ロ） 平塚 茂雄 （カ） 野 崎 公 （シ） 楠原 義宏 （カ） 鈴東 正睦 （カ）

北野 摩久 （カ） 布目 春野 （ロ） 窪田 真行 （ロ） 龍 村 峻 （ロ） 田 中 一 （カ） 村 上 幸 （シ） 楠原 淳子 （ロ） 谷 寿 子 （カ）

磯部 一雄 （グ） 楠 智 子 （カ） 瀬 戸 宰 （ロ） 前田 忠昭 （ロ） 兵藤 史郎 (KTG） 井上 尚士 （ロ）

田中 雄一 （勤） 磯渕 智子 （カ） 楠原 義宏 （カ） 平 野 健 （ロ） 我妻 寛美 （市） 善木 夏代 （ロ）

長田 直樹 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 網 代 豊 （シ） 森 眞一郎 （ロ） 森 岡 博 （カ） 佐藤 博子 （ロ） 中野 文雄 （ロ） 森岡　　博 （カ）

尾 上 公 （カ） 我妻 寛美 （市） 錦織 正史 （シ） 窪田 真行 （ロ） 土 屋 眞 （カ） 布目 春野 （ロ） 布目 春野 （ロ） 森岡 伸子 （カ）

長田 直樹 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 島田 聡可 （市） 嶋田 俊雄 （カ） 森 岡 博 （カ） 勝間 雅代 （カ） 兵藤 史郎 (KTG） 森岡　　博 （カ）

尾 上 公 （カ） 我妻 寛美 （市） 用 瀬 修 （市） 梶 恭 助 （カ） 土 屋 眞 （カ） 山脇 ゆみ （カ） 我妻 寛美 （市） 森岡 伸子 （カ）

長田 直樹 （カ） 布目 春野 （ロ） 野 口 賢 一 （フ） 末 木 一 夫 （ロ） 前田 忠昭 （ロ） 大関ヨシ子 （カ） 中 谷 龍 夫 （カ） 森　岡　　博 （カ）

尾 上 公 （カ） 兵藤 寛美 （ロ） 矢 ヶ 崎 隆 （フ） 星 達 夫 （ロ） 龍 村 峻 （ロ） 田村 裕子 （カ） 加 藤 明 子 （カ） 山脇ゆみ江 （カ）

尾上 公隆 （カ） 加藤 美菜 （シ） 網 代 豊 （シ） 清水 敏幸 （Ｌ） 龍 村 峻 （ロ） 布目 春野 （ロ） 篠田 一郎 （西） 森岡　　博 （カ）

長田 直樹 （カ） 井 出 晶 （カ） 錦織 正史 （シ） 安 原 洋 （Ｌ） 斎 藤 端 （ロ） 山下 明美 （ロ） 役川 朋代 （西） 山脇 ゆみ （カ）

尾上 公隆 （カ） 兵藤 寛美 （ロ） 関本 雄樹 （カ） 加藤 義明 （三） 森 岡 博 （カ） 西 村 泉 （カ） 長谷川 義 （カ） 赤松 陽一 （カ）

長田 直樹 （カ） 楠原 淳子 （ロ） 安福 哲男 （カ） 楠原 義宏 （カ） 土 屋 眞 （カ） 山脇 ゆみ （カ） 加藤 明子 （カ） 磯渕 智子 （カ）

小磯 尚義 （フ） 兵藤 寛美 （ロ） 稲葉 一男 (市役) 加藤 義明 （三） 江川 寛一 （カ） 森 岡 博 （カ） 磯渕 智子 （カ） 栗田 圭子 （ロ） 浅 沼 大 介 （市） 中谷 龍夫 （カ）

有 馬 幸 （フ） 楠原 淳子 （ロ） 持田 浩史 （L） 中 谷 龍 夫 （カ） 星 井 眞 （カ） 土 屋 眞 （カ） 上村 久子 （カ） 尾 山 知 子 （ロ） 星 茉 耶 （市） 大関 ヨシ子 （カ）

長 嶋 健 一 （西） 兵藤 寛美 （ロ） 稲葉 一男 (市役) 問馬 雅樹 （カ） 江川 寛一 （カ） 前田 忠昭 （ロ） 亀井 良子 （カ） 三浦 央義 （市） 森岡　　博 （カ）

原 弘 幸 （西） 星 茉 耶 （市） 持田 浩史 （L） 楠原 義宏 （カ） 嶋田 俊雄 （カ） 平 野 健 （ロ） 安原 陽子 （カ） 三浦 早英子 （市） 三上 由美 （カ）

吉川 剛志 （カ） 三浦早英子 （カ） 持田 浩史 （L） 森 岡 博 （カ） 織田 和雄 （ロ） 平 野 健 （ロ） 亀井 良子 （カ） 中野 文雄 （ロ） 中谷 龍夫 （カ） 岡田 雄輝 (栄光）高橋 彩花 （七高）

髙橋 和宏 （カ） 原田 紀子 （カ） 坂 口 洋 （L） 中谷 龍夫 （カ） 末木 一夫 （ロ） 斎 藤 端 （ロ） 安原 陽子 （カ） 三浦 早英子 （カ） 大関 ヨシ子 （カ） 信田 直人 (栄光）横山明日香 （七高）

吉村 直高 （カ） 星 茉 耶 (市) 野本 剛志 （カ） 浅 葉 誠 （三） 赤松 陽一 （カ） 中川 洋三 （カ） 髙橋 路代 (市) 吉村　直高 （カ） 森岡　博 (カ) 豊崎　皆人 （七高）石塚　真美 (大高)

赤 松 理 （カ） 河村 直子 (西) 猪 崎 淳 （カ） 加藤 義明 （三） 奥山 明良 （カ） 江川 寛一 （カ） 永野 史子 (市) 井出　晶 （カ） 楠原　淳子 (ロ) 中川　太一 （七高）武藤菜保子 (大高)

長田 直樹 （カ） 三浦早英子 （カ） 髙橋 茂雄 （カ） 網 代 豊 （カ） 増子 隆茂 （ロ） 中川 洋三 （カ） 磯渕 智子 （カ） 吉川　剛志 （カ） 森岡　博 (カ) 鮫島　康司郎 (大高)染谷　理沙 (大高)

村野 智樹 （カ） 原田 紀子 （カ） 猪 崎 淳 （カ） 錦 織 正 史 (KTG) 森 眞一郎 （ロ） 江川 寛一 （カ） 安 原 陽 子 （カ） 吉川　ひかる （カ） 楠原　淳子 (ロ) 山口　大輔 (大高)香川　マミ (大高)

三浦 央義 （カ） 星 茉 耶 (市) 髙橋 茂雄 （カ） 宮川 智幸 （ロ） 加藤 滋久 （カ） 前田 忠昭 （ロ） 大野 夏女 （カ） 三浦 央義 （カ） 網代　豊 (カ) 関　博文 (大高)高橋　こず枝(大高)

赤 松 理 （カ） 兵藤 寛美 (ロ) 吉村 直高 （カ） 矢部 伸一 (ロ) 若 松 洋 （カ） 織田 和雄 （ロ） 伊藤 千秋 (カ) 三浦 早英子 （カ） 上村　久子 (カ) 田邊　優太 (大高)村松　瑠美 (大高)

竹本 順一 （L） 河村 直子 (西) 髙橋 茂雄 （カ） 宮川 智幸 （ロ） 増子 隆茂 （ロ） 井上 尚士 （ロ） 大野 夏女 （カ） 河原田　翔平 （西） 網代　豊 (カ) 島村　勇晴 (大高)關　真理江 (大高)
加賀美 健一 （市） 兵藤 寛美 （ロ） 吉村 直高 （カ） 矢部 伸一 (ロ) 森 眞一郎 （ロ） 斎 藤 端 （ロ） 三 上 由 美 （カ） 河村 直子 （西） 古屋　由美子 (カ) 前田　康汰 (大高)右近　初奈 (大高)

第47回

第36回

第37回

第38回

第39回

第40回

第41回

第42回

第43回

第44回

第45回

第46回

50才以上女子複50才以上女子複50才以上女子複50才以上女子複 60才以上女子複60才以上女子複60才以上女子複60才以上女子複55才以上男子複55才以上男子複55才以上男子複55才以上男子複 18才以下男子複18才以下男子複18才以下男子複18才以下男子複 18才以下女子複18才以下女子複18才以下女子複18才以下女子複混　合　複混　合　複混　合　複混　合　複 ベテランミックス

ベテランミックスベテランミックス

ベテランミックス45才以上男子複45才以上男子複45才以上男子複45才以上男子複

第35回

65才以上男子複65才以上男子複65才以上男子複65才以上男子複 70才以上男子複70才以上男子複70才以上男子複70才以上男子複

第32回

第33回

第34回

第30回

第31回

男　子　複男　子　複男　子　複男　子　複

第29回

女　子　複女　子　複女　子　複女　子　複

第23回

45才以上女子複45才以上女子複45才以上女子複45才以上女子複 混　合　複混　合　複混　合　複混　合　複

第27回

第28回

第25回

第26回

歴代優勝者名歴代優勝者名歴代優勝者名歴代優勝者名

第24回

男　子　複男　子　複男　子　複男　子　複 女　子　複女　子　複女　子　複女　子　複 45才以上男子複45才以上男子複45才以上男子複45才以上男子複 60才以上男子複60才以上男子複60才以上男子複60才以上男子複 ベテランミックス

ベテランミックスベテランミックス

ベテランミックス

第21回

第22回

第48回


