
ミックス大会
年度 開催日
回 団体名 団体名 団体名 団体名

３ H3.12.1 9 1 横須賀 稔 伊嶋 恵子 体協 真通 浩 水谷 広子 体協 中山 正彦 円藤 正子 体協

1 26 ２ 田中 長八 小野田 芳美 体協 伊嶋 謙ニ 横須賀 孝子 個人/稲穂 松本 辰巳 長船 園子 体協

４ H4.12.6 5 1 真通 浩 水谷 広子 体協 横須賀 稔 本馬 体協/BLC 関口 今野 育江 個人/ｼｬﾄﾙﾚﾃﾞｨｰｽ

２ 28 ２ 大滝 橋本 まゆみ 個人/体協 佐々木 小松 松本 辰巳 長船 園子 体協

５ H5.12.5 8 1 伊藤 正明 円藤 正子 体協 横須賀 稔 伊嶋 恵子 体協 真通 浩 水谷 広子 体協

３ 16 ２ 佐々木 小松 伊嶋 謙ニ 木下 志津子 個人/体協 天野 安彦 洋子 すみれ/流山

12 ３ 川島 康雄 原田 美千代 CSC 高井 狼 御前 関口

６ H6.12.11 6 1 横須賀 稔 伊嶋 恵子 体協 伊藤 正明 円藤 正子 体協 真通 浩 水谷 広子 体協

４ 8 ２ 高井 大助 笹谷 忍 個人 上村 東 温子 川島 康雄 原田 美千代 CSC

8 ３ 石橋 小畑 山本 山崎 小山田 飯島

12 ４ 山内 真通 村野 忠治 村野 君子 キッコーマン 中山 正男 金古 千江子 キッコーマン

７ H7.12.3 5 1 横須賀 稔 伊嶋 恵子 体協 真通 浩 真通 広子 体協 伊藤 正明 岩佐 弘美 体協/流山

５ 11 ２ 玉貫 笹谷 忍 個人 新宮 直人 冠木 冠裕美 個人/体協 伊藤 忠夫 橋本 まゆみ 体協

25 ３ 畑川 斉藤 個人 斉藤 近藤 個人 小山田 飯島 個人

８ H8.12.8 5 1 美濃 秀太郎 米倉 沙織 体協/木土 岡田 順一 伊嶋 恵子 柏市/体協 石川 裕 真通 広子 ﾋﾟｰｷｽﾎﾟｰﾂ/体協

６ 9 ２ 芳藤 原 慶子 体協 田中 政彦 横山 珠美 体協 伊藤 正樹 橋本 まゆみ 体協

15 ３ 小山田 飯島 個人 姥貝 貴史 岡本 みき 個人 近藤 斉藤 個人

14 ４ 山崎 三成 鈴木 麻子 キッコーマン 岡本 徳郎 岡本 三千穂 個人/流山 酒井 博隆 東 温子 個人/体協

９ H9.12.7 6 1 美濃 秀太郎 朝日 奈津子 体協 横須賀 横稔 伊嶋 恵子 体協 岡田 順一 岩佐 弘美 柏市/流山

７ 7 ２ 一ノ瀬 二郎 一ノ瀬 洋子 東 田中 政彦 横山 珠美 体協 伊嶋 謙二 田中 恵子 個人/体協

11 ３ 姥貝 貴史 岡本 みき 個人 東 大介 東　 恵津子　 東 小杉 一郎 八十島 ひとみ CSC

25 ４ 清水 彰 黒岩 響子 すまっしゅ 中村 真吉 板垣 美代子 CSC 山崎 三成 江原 小真紀 キッコーマン

１０ H10.12.13 8 1 袖山 宏司 本間 千賀子 墨田区 美濃 秀太郎 朝日 奈津子 体協 伊藤 正明 高橋 弘美 個人/体協

８ 8 ２ 浅野 貴史 原 慶子 体協 木下 泰志 今井 由利子 東 柴倉 直澄 清尾 由美 個人

15 ３ 寺門 宏晋 石毛 良子 ｼｬﾄﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 今野 貴夫 今野 育江 個人/ｼｬﾄﾙﾚﾃﾞｨｰｽ 上村 健 増田 真弓 東

28 ４ 石水 隆幸 山崎 弘子 八木南 佐藤 直希 福田 恭子 西初石小 森田 利彦 山田 雅子 もみの木

１１ H11.12.2 10 1 船倉 元樹 米倉 沙織 個人/松戸市 高井 大助 寺島 瞳 個人 真通 浩 真通 広子 体協

９ 14 ２ 横須賀 稔 田中 恵子 体協 伊藤 正樹 安彦 洋子 体協/流山 杉浦 健司 飯島 路子 個人

12 ３ 中田 剛夫 村野 君子 キッコーマン 今野 貴夫 今野 育江 個人/ｼｬﾄﾙﾚﾃﾞｨｰｽ 清水 彰 黒岩 響子 すまっしゅ

22 ４ 戸田 文雄 戸田 絵里 西初石小 蟹本 博右 蟹本 洋子 もみの木 川崎 幸男 川崎 政江 もみの木

１２ H12.12.3 14 1 長戸 正文 井上 稔恵 井上組 秋山 雅利 松崎 厚子 柏市 美濃 秀太郎 井上 美香 スポーツK/立川市 伊藤 淳二 寺嶋 瞳 BELIEVE

１０ 19 ２ 田中 藤夫 早坂 泰子 江戸川大学 伊藤 正明 伊藤 まゆみ オールアタック 富沢 弘志 小田 珠美 ｵｰﾙｱﾀｯｸ/体協 赤川 誠 小川 水月 松戸ファミリー

28 ３ 上村 彰 伊嶋 みどり 東/ｵｰﾙｱﾀｯｸ 玉野 浩司 阿部 則子 松戸ファミリー 早坂 隆文 菊地 尚見 江戸川大学 佐藤 直希 福田 恭子 西初石小

31 ４ 荒井 信人 松林 清子 YFP 斉藤 和夫 斉藤 綾 松戸ファミリー 鈴木 進 鈴木 和代 遊羽BC 藤井 文子 藤井 毅 もみの木

１３ H13.12.16 23 １ 美濃 秀太郎 星井 麻利子 オールアタック 田部井 亮 岡田 真由美 α西武台 野村 和弘 坂本 芽来 千葉市/松戸市 木下 泰志 真通 広子 オールアタック

１１ 17 ２ 横須賀 稔 伊嶋 恵子 体協/オールアタック 大畑 浩二 大久保 涼子 松戸ファミリー 川村 章 加藤 喜代美 ＭＣ101 伊藤 正明 伊藤 まゆみ オールアタック

33 ３ 都丸 光貴 程田 夕子 パッション 小川 隆史 石井 雅美 八木南 新井 信人 松林 清子 Y．F．P 高崎 剛志 田城 光美 江戸小

32 ４ 関口 修一 関口 しの 東深井 水茎 弥 佐々木 洋子 八木南 林 一成 野口 一美 西深井 蟹本 博右 蟹本 洋子 もみの木

１４ H14.12.9 20 1 美濃 秀太郎 星井 麻利子 ｵｰﾙｱﾀｯｸ 野村 和弘 坂本 芽来 千葉市/松戸市 秋山 雅利 豊田 美保子 BELIEVE 内野 明仁 篠原 時子 プーナ

１２ 13 ２ 上村 健 原 慶子 東 前田 哲朗 加藤 喜代美 びーぐる 木村 茂年 木村 ゆき江 個人 三浦 毅 石川 美鈴 松葉ニ小

27 ３ 肥後 智之 杉崎 美菜子 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 高井 大助 村越 美穂 BELIEVE 松本 義春 二本柳 郁子 松葉ニ小 高野 康志 井原 望 旭/松葉ニ小

30 ４ 金子 昭徳 金子 文代 遊羽ＢＣ 香田 太一 小倉 敬子 遊羽ＢＣ 三浦 恒晴 山川 幸子 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 山田 博樹 山田 雅子 もみの木
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ミックス大会

１５ H15.12.7 28 1 平山 卓哉 竹内 郁 薫風 野村 和弘 赤澤 春美 千葉県庁/姉高倶楽部 島田 寛之 佐藤 真由美 α西武台 美濃 秀太郎 坂本 芽来 薫風/ｱﾝﾋﾞ

１３ 14 ２ 遠藤 太郎 上野 智恵美 江戸川大/OB 高野 康志 木之下 幸 柏シャトル 上田 潤 安蒜 加津子 ファミリー 佐藤 豊志 斉藤 あや ファミリー

25 ３ 寺田 英司 山本 雅美 ビーグル 山国 貴千 岡澤 春江 千葉県庁 須藤 久男 倉川 悦子 ときわ 長谷川 誠 長谷川 久子 すまっしゅ

34 ４ 香田 太一 小倉 敬子 遊羽BC 藤崎 栄治 海老沼 容子 NEWWINDS 蓮見 昇 藤井 歩 すまっしゅ 福田 陽一 龍 麻衣 個人

１６ H16.12.5 13 1 美濃 秀太郎 星井 麻利子 薫風 平山 卓哉 竹内 郁 薫風 赤川 誠 松崎 怜奈 松戸市/柏市 内野 明仁 篠原 時子 ブリッジ

１４ 16 ２ 真通 浩 高木 さつき オールアタック 上村 健 増田 真弓 東 森田 宏平 鈴木 裕子 江戸川大学 高野 康志 菅原 江美 Tea-Time

22 ３ 渡辺 隆吾 内山 亜美 流山市 高崎 剛志 高崎 光美 遊羽B.C. 小瀧 猛士 清尾 由美 遊羽B.C. 加藤 雅道 森本 智子 すまっしゅ

35 ４ 竹ノ内 将 竹ノ内 みどり Ｓｕｇａｒ 星野 泰孝 宇野 美香 江戸川大学 柿野 毅 鈴木 めぐみ 2000 三浦 恒晴 山川 幸子 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

１７ H17.12.4 13 1 赤川 誠 松崎 怜奈 ﾌｧﾐﾘｰ/ﾌﾚｯｼｭﾌｪｲｽ 田部井 亮 星井 麻利子 流山市/市川市 内野 明仁 篠原 時子 ブリッジ 古谷 勇人 杉崎 美奈子 サンデーズ

１５ 20 ２ 金野 勝利 安蒜 加津子 稲穂 宮内 懸資 原田 絵莉子 もみの木 上村 健 森 桂子 東 上野 裕明 齊藤 由希子 プーナ

23 ３ 今野 貴夫 樋口 友子 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 三谷 則之 山本 雅美 ファミリー 秋元 孝介 太田 光希 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 中野 真一 北沢 佳乃子 体協

27 ４ 中村 隆志 山田 雅子 もみの木 岩尾 誠司 岩尾 英子 もみの木 山田 博樹 藤井 文子 もみの木 牧野 公翔 佐藤 由理 江戸川大

１８ H18.12.3 11 1 黒須 崇寛 笹田 麻耶 葛飾区/江東区 赤川 誠 齋藤 綾 松戸市 平山 卓哉 橋本 明奈 薫風 美濃 秀太郎 真通 広子 薫風/ｵｰﾙｱﾀｯｸ

１６ 22 ２ 宮内 懸資 原田 絵莉子 早稲田大 金児 宏明 山田 亜紀子 FMC 前川 孝治 大浦 あずさ ﾁｰﾑみずき 仁保 孝喜 鈴木 裕美 市川市/江東区

22 ３ 本多 英洋 高信 理美 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/野田中央高 澁谷 克弘 細木原 亜紀 Tea-Time 横須賀 稔 石井 明美 個人 恩田 正彦 小川 もとみ Tea-Time

20 ４ 宮下 剛 吉田 とし子 東初石 岩尾 誠司 澁谷 裕子 なんなん/Tea-Time 谷口 繁之 山本 絹子 八木南 佐藤 大樹 青木 かな すまっしゅ

１９ H19.12.2 11 1 西田 優貴 橋本 明奈 羽根組 工藤 智章 堀 裕子 羽根組 平山 卓哉 竹内 郁 薫風 新井 勝己 泉澤 弥生 スリーセブン

１７ 27 ２ 平岡 雄介 杉崎 美菜子 個人 渡辺 英樹 大浦 あずさ Tea-Time 山形 徹 伊嶋 みどり オーバープレス 金児 宏明 山田 亜紀子 ＦＭＣ

26 ３ 川田 翔 石田 ひとみ 中央学院 太田 尚男 山之内 絹代 フレッシュフェイス 高崎 剛志 高崎 光美 スリーピース 黒田 達也 五十嵐 恵 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/野田中央高

18 ４ 齋藤 駿宗 徳 優花 南クラブ 三浦 善則 黒岩 響子 すまっしゅ 篠田 紀一郎 辻岡 佳子 八木南/ｽﾘｰﾋﾟｰｽ 千葉 満 青山 志保子 Tea-Time
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