
種　目 優　勝 準優勝 参加数
３０男子単 片岡 智也 川口 実也 宮川 摩七斗 宮下 英之 佐々木 求 畑中 健佑 清水 嘉則 木村 将紀 　２２

(埼玉) (千葉) (神奈川) (神奈川) (千葉) (神奈川) (群馬) (千葉)
３０男子複 山田 雄一 藍原 憲弘 宮下 英之 山田 大介 西田 優貴 外所 一哉 大友 陽介 加藤 義之 　２６

荒瀬 将人 村越 知広 堀井 翼 加澤 友規 山田 尚 明沼 陵司 野中 聡志 藤﨑 草多
(東京) (神奈川) (神奈川) (千葉) (埼玉) (群馬) (山梨) (千葉)

３５男子単 石井 暁 皿谷 武 長岡 孝一 高田 宗文 福岡 宏晃 樋口 晃敏 水口 誠太 谷口 範行 　３０
(東京) (千葉) (群馬) (東京) (千葉) (群馬) (埼玉) (東京)

３５男子複 笹島 基弘 冨澤 賢司 石川 真 鈴木 裕介 阿久津 博将 森江 孝一 結束 典弘 茨木 淳市 　１６
小野 正善 吉田 昌弘 高田 宗文 大作 由幸 急式 仁史 森久保 寛 今井 章人 山上 陽右
(神奈川) (埼玉) (神奈川･東京) (埼玉) (埼玉) (神奈川) (茨城) (神奈川)

４０男子単 中澤 健亮 高橋 和彦 松本 俊一 高津 誠 千葉 晃久 佐藤 隆晴 稲川 敏規 大塚 龍義 　３０
(茨城) (埼玉) (群馬) (神奈川) (埼玉) (埼玉) (埼玉) (東京)

４０男子複 松岡 利幸 西田 慎一 高津 誠 中山 朗 齋藤 豊 森村 和史 服部 久雄 大木 利浩 　１７
江頭 吾郎 高橋 和彦 鈴木 辰宏 北島 紳雄 小森 匡紹 松本 俊一 小久保 武 小杉 光司
(神奈川) (埼玉) (神奈川) (神奈川) (茨城) (群馬) (埼玉) (茨城･埼玉)

４５男子単 池田 隆明 桃井 雅和 野平 晴彦 古谷 純 森尻 浩聡 吉田 伸也 上田 学 元吉 光一 　２０
(埼玉) (茨城) (埼玉) (埼玉) (埼玉) (栃木) (東京) (千葉)

４５男子複 鈴木 勝博 池田 隆明 正田 章二 島田 明 宝迫 俊久 大山 耕太 山國 貴千 高城 伸一 　２０
栗田 義照 佐藤 明 峯岸 康史 照沼 貴人 酒井 裕史 高橋 秀彰 齋藤 仁 島野 欽司
(神奈川) (埼玉･東京) (東京) (茨城) (東京) (東京) (千葉) (東京)

５０男子単 川島 康行 渡辺 敏昭 豊泉 輝彦 針谷 邦泰 齋藤 隆 森 洋 前出 宗治 金内 正文 　３３
(千葉) (埼玉) (東京) (埼玉) (東京) (茨城) (東京) (東京)

５０男子複 深津 芳久 渡辺 敏昭 家田 浩司 川島 康行 正木 和久 新村 春男 吉仲 真 豊泉 輝彦 　２３
下野 博栄 福嶋 正久 大内 宏之 川村 俊也 針谷 邦泰 武藤 健 増田 和保 若月 滋人
(東京) (埼玉) (茨城) (千葉) (埼玉) (千葉) (東京) (東京)

５５男子単 大和田 勉 小池 博幸 笠井 孝之 渡辺 勝浩 鈴木 充広 山縣 義文 井上 茂 平野 浩 　２２
(東京) (東京) (栃木) (栃木) (東京) (千葉) (茨城) (群馬)

５５男子複 笠井 孝之 大八木 正 浅川 照男 吉田 敦 藤井 知 小林 賢治 鳥羽 洋志 井上 茂 　２０
渡辺 勝浩 平野 浩 田島 郁也 高原 慶秀 河内 義高 大和田 勉 後藤 智彦 峯岸 久
(栃木) (栃木･群馬) (群馬) (埼玉) (群馬) (東京) (千葉) (茨城･栃木)

６０男子単 森 研二 小口 弘之 向井 晴久 有賀 一秀 石原 泰造 若杉 一宏 田中 克巳 佐藤 武男 　２０
(茨城) (茨城) (東京) (東京) (東京) (群馬) (栃木) (栃木)

６０男子複 松尾 淳一 酒井 昌男 織田 利夫 鶴見 武司 菅井 誠 服部 二三夫 栗田 一宣 小林 寛久 　１７
奥田 一宏 佐藤 衛 佐藤 武男 田中 克巳 外川 仙造 歌野原 洋 山田 順 奥沢 恒二
(神奈川) (東京) (栃木) (栃木) (東京･山梨) (埼玉) (東京) (東京･群馬)

６５男子単 大島 清 長沼 茂 林 高志 百瀬 記達 今井 則明 北島 和敏 松本 弘之 太齊 光行 　１３
(栃木) (茨城) (茨城) (茨城) (埼玉) (千葉) (茨城) (埼玉)

６５男子複 林 高志 飯島 保利 北川 正洋 百瀬 記達 松田 安信 今井 則明 安藤 功 中川 明文 　９
長沼 茂 小田切 信哉 道江 邦利 川又 修 藤井 晃 森田 幸男 阿部 正行 細島 守
(茨城) (山梨) (埼玉) (茨城) (東京) (埼玉) (東京) (東京)

７０男子単 松井 秋男 久保田 義典 田中 英世 伴 順造 祝 英雄 落合 良充 齊藤 高夫 菊池 泰次郎 　１５
(東京) (千葉) (東京) (茨城) (埼玉) (埼玉) (神奈川) (東京)

７０男子複 菊池 泰次郎 齊藤 高夫 堀越 進 田中 俊雄 髙部 章 富橋 末治 落合 良充 　７
松井 秋男 間宮 吉樹 内田 淳吉 菅原 周一 久保田 義典 大高 秀紀 祝 英雄
(東京) (神奈川) (神奈川･東京) (千葉) (千葉) (埼玉) (埼玉)

７５男子単 堀越 進 坂上 哲也 田中 康二 五本木 茂 竜口 敏昭 島田 稔 　６
(神奈川) (千葉) (千葉) (埼玉) (千葉) (東京)

７５男子複 田中 康二 坂上 哲也 山田 伸志 五本木 茂 大澤 勢一 　５
小野田 幸雄 竜口 敏昭 竹下 健三 高橋 行雄 松本 辰巳
(千葉) (千葉) (山梨) (埼玉) (群馬･千葉)

８０男子単 松本 辰巳 植田 耕司 大澤 勢一 　３
(千葉) (神奈川) (群馬)

３０女子単 福井 美帆 矢島 茉由子 宮﨑 裕子 前田 香織 河合 愛子 岡崎 真奈美 小林 遥 名取 茉奈美 　１０
(栃木) (群馬) (群馬) (埼玉) (東京) (埼玉) (東京) (千葉)

３０女子複 伊藤 朋子 阿久津 直美 岡崎 真奈美 上野 由佳 馬詰 由美子 石田 真紀 大山 未央 矢島 茉由子 　１０
福井 美帆 松村 愛美 武政 まゆみ 山本 直晴 石川 真由美 名取 茉奈美 八木橋 ゆきの 関口 美希
(栃木) (埼玉) (埼玉) (埼玉) (埼玉) (千葉) (神奈川) (群馬)

３５女子単 馬詰 由美子 板垣 雅美 冨永 美名子 新垣 かおり 飯高 麻紀子 　５
(埼玉) (東京) (東京) (群馬) (千葉)

３５女子複 古川 亜希子 中村 涼子 鎌形 真希子 田野 加奈子 板垣 雅美 吉田 智美 金澤 紗恵子 村上 真樹子 　８
杉山 仁美 伊藤 いづみ 飯高 麻紀子 久保野 佳美 冨永 美名子 加藤 はるか 菊池 晴美 木下 未樹
(茨城･埼玉) (神奈川) (千葉) (栃木) (東京) (埼玉) (群馬) (千葉)

４０女子単 深澤 麻由美 松本 洋子 赤津 美奈子 髙橋 香 小原 浩美 立川 陽子 阿部 裕紀子 矢後 淳子 　１３
(神奈川) (東京) (茨城) (埼玉) (埼玉) (千葉) (埼玉) (東京)

４０女子複 関根 尚子 松本 洋子 北川 景子 稲垣 江里子 森川 純子 今泉 和香 大和 美和子 小椋 純子 　２３
荒瀬 恵美 松村 めぐみ 新村 共子 石原 梢 福田 典子 三澤 彰子 深澤 麻由美 松﨑 真衣子
(千葉･東京) (東京･埼玉) (千葉) (群馬) (埼玉) (埼玉) (神奈川) (千葉)

４５女子単 阿久津 直美 稲毛 幸子 中川 早苗 小林 久美子 峯岸 靖子 大平 郁子 天沼 夕希子 中附 友美 　２３
(埼玉) (茨城) (茨城) (千葉) (群馬) (埼玉) (埼玉) (神奈川)

４５女子複 土橋 朝生 朝倉 美香 中川 早苗 影山 伊美 中村 綾子 大平 郁子 佐藤 恭子 島﨑 朋子 　２８
伊藤 友紀 寺内 美幸 森 知美 天沼 夕希子 西嶋 千恵 奥田 薫 久高 美由紀 深見 妙子
(東京･神奈川) (群馬) (茨城) (埼玉) (東京) (埼玉) (千葉) (東京)

５０女子単 中村 玲子 中村 綾子 佐藤 千穂 村田 佐智子 井上 敦子 能城 雅美 志賀 幸子 石井 由美子 　１５
(神奈川) (東京) (東京) (東京) (東京) (千葉) (埼玉) (神奈川)

５０女子複 中村 玲子 山口 淳子 宮澤 由美子 藤田 伊津子 増田 敦子 鳥羽 裕子 大橋 真奈美 原田 貴子 　３０
大川内 京子 有川 公子 丹羽 幸子 多田 慶子 鈴木 十美子 田中 光枝 竹山 美智代 綾野 志穂
(神奈川) (埼玉) (埼玉) (東京) (埼玉･東京) (千葉) (神奈川) (東京)

５５女子単 礒 昌代 堀江 圭子 藤平 智子 小野 由紀 坂本 京子 岡野 恵聖子 大淵 良子 大平 操 　１３
(埼玉) (栃木) (東京) (東京) (栃木) (東京) (東京) (東京)

５５女子複 平川 はるみ 木暮 英代 中村 恒子 大黒 祥子 小野 由紀 礒 昌代 大平 操 須田 美由喜 　２１
渡辺 浩子 久保 知佳子 佐々木 裕子 桑原 牧子 大淵 良子 北林 真弓 藤平 智子 小庭 洋子
(千葉･神奈川) (群馬･千葉) (東京) (茨城) (東京) (埼玉) (東京) (東京)

６０女子単 茂木 幸子 佐藤 安子 佐藤 里奈 海老沢 京子 大池 久子 　５
(群馬) (群馬) (東京) (東京) (茨城)

６０女子複 茂木 幸子 矢島 とし子 依田 礼理 川又 時子 飯野 洋子 　５
佐藤 安子 高橋 智栄 葛西 睦 川又 文子 原 すみ江
(群馬) (群馬) (神奈川) (茨城) (東京)

６５女子単 北山 みと子 山村 由枝 前原 和代 　３
(茨城) (茨城) (群馬)

６５女子複 宮崎 美江子 山村 由枝 北山 みと子 仲道 雪枝 島田 真知子 前原 和代 松尾 智子 　７
田倉 テイ子 中町 扶美代 吉川 寿子 千葉 ヒロ子 北島 恵美子 森 久美子 福田 聡子
(東京) (茨城･神奈川) (茨城) (茨城) (千葉) (群馬) (東京)
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