
夏季大会 
年度 開催日

回 団体名 団体名 団体名 団体名

14 H14.6.2 104 53 12 1 田部井 亮 野村 和宏 ｵｰﾙｱﾀｯｸ/千葉市 美濃 秀太郎 真通 浩 オールアタック 瀬川 孝志 大橋 BLⅦ 石井 秀典 浅野 貴史 オールアタック

23 16 ２ 藤田 佳孝 西中 慶一 ﾊﾞｰﾄﾞﾌｪﾛｰｽﾞ 羽生 篤史 太田 裕之 江戸川大 石川 裕 福島 ポピー/柏市 鹿野 達也 吉野 友宏 江戸川大

17 ３ 佐藤 直希 戸田 文雄 Suger 吉田 隆一 加藤 雅通 すまっしゅ 山崎 三成 染谷 則夫 ｷｯｺｰﾏﾝ 川島 康夫 木村 秀樹 八木南

8 ４ 竹ノ内 貢 竹ノ内 将 Suger 永井 芳輝 中山 正男 ｷｯｺｰﾏﾝ 三浦 恒晴 渡辺 建樹 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 本田 崇 柿野 毅 2000

51 9 1 斎藤 早苗 中村 初美 BLⅦ 小林 紀子 星井 麻利子 流山市/市川市 斎藤 真由美 真通 広子 柏市/ｵｰﾙｱﾀｯｸ 朝日 奈津子 服巻 しずか 松戸市

9 ２ 清川 友美 山田 弓子 フライデー 堀江 恵理子 細川 照美 流山 佐々木 洋子 高木 さつき もみの木 小畑 美枝子 畑川 春江 パール

16 ３ 戸田 里和 福田 恭子 Suger 菊地 菜緒子 長 千恵美 もみの木/野田市 市村 幹子 安蒜 加津子 CSC 横須賀 節子 根本 佐枝子 流山/八木南

17 ４ 金子 文代 金綱 純子 遊羽ＢＣ 矢吹 秋子 板垣 美代子 CSC 永岡 孝子 竹ノ内 みどり Suger 武内 朋子 山崎 なみ子 ｷｯｺｰﾏﾝ

15 H15.6.3 127 76 22 1 美濃 秀太郎 平山 卓哉 薫風 野村 和弘 柴倉 直澄 千葉県庁/ｵｰﾙﾀｯｸ 松浦 瞬矢 長島 隆一 姉高倶楽部/京葉ﾌｧﾐﾘｰ 宮本 佳治 石井 秀典 MC101/ｵｰﾙｱﾀｯｸ

24 15 ２ 平間 祐之 石川 裕 Tea-Time 上村 健 森 徹 東 平岡 雄介 後藤 浩一 東京理科大 杉澤 知記 羽土 美幸 Tea-Time

27 ３ 馬詰 邦彦 八十島 耕平 個人 飯間 康弘 大嶋 康人 東京理科大 宮澤 雄一 山本 圭一 東京理科大 佐藤 直希 竹之内 貢 Sugar

12 ４ 東 祐太朗 金谷 聡士 西初石中/鎌ヶ谷五中 永井 芳輝 春日 裕晴 キッコーマン 山崎 茂 高信 克巳 2000 宮里 翔悟 佐々木 智之 Sugar

51 12 1 澤内 尚子 坂本 芽来 柏ｼｬﾄﾙｽﾞ 阿久津 訓子 星井 麻利子 MC101/市川市 久保 知佳子 大野 智美 ｵｰﾙｱﾀｯｸ 井上 稔恵 朝日 奈津子 MC101

9 ２ 戸田 里和 福田 恭子 Sugar 堀江 恵理子 増田 真弓 流山 上野 智恵美 鈴木 裕子 江戸川大 川田 翼 大浜 文 中央学院高

16 ３ 伊藤 まゆみ 細川 照美 ｵｰﾙｱﾀｯｸ/流山 増田 輝美 石上 布美子 遊羽BC 高崎 由美子 家城 和子 CSC 稲葉 久美 石井 尋子 沼南

14 ４ 岩上 悦子 寺田 敏子 NEWWINDS 士反 知英子 田中 洋子 キッコーマン 中河 知子 鈴木 めぐみ 2000 金古 知江子 鈴木 麻子 キッコーマン

16 H16.5.30 118 60 16 1 大木 隆 美濃 秀太郎 ｾﾞﾛｯﾄ/薫風 田部井 亮 島田 寛之 流山市 松浦 瞬矢 長嶋 隆一 姉高倶楽部 宮本 佳治 浅野 貴史 MC101

２５ 15 ２ 長沢 喜弘 伊藤 正樹 ｵｰﾙｱﾀｯｸ 松本 義春 志賀 直樹 松葉二小 三浦 毅 二本柳 剛 松葉二小 川端 宗徳 津田 泰志 豆柴

19 ３ 日下部 加藤 雅通 すまっしゅ 中 照雄 荒川 キッコーマン 佐藤 学 根本 周一 遊羽BC 佐藤 直希 竹之内 貢 Sugar

10 ４ 宇治 賢剛 中堀 裕介 すまっしゅ 永井 芳輝 中山 正男 キッコーマン 永井 育雄 本多 精一郎 すまっしゅ 高野 耕一 鈴木 忠義 なんなん

58 12 1 久保 知佳子 坂本 芽来 流山/ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 石川 こずえ 末信 芙美 姉高倶楽部 久高 美由紀 大野 智美 千葉市/習志野市 井上 稔恵 豊田 美保子 豆柴

12 ２ 高坂 奈津美 澤本 明日香 東京理科大 都丸 夕子 吉田 綾子 なんなん 高崎 光美 原 慶子 遊羽BC/東 横山 はるみ 守谷 美奈子 稲穂

13 ３ 門田 智美 三浦 真由美 Ｙ・Ｆ・Ｐ 渡邉 みゆき 田口 朱美 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/流山 金子 文代 金綱 純子 遊羽BC 森 優子 斉藤 科子 稲穂

21 ４ 蟹本 洋子 蟹本 祐衣 もみの木 山田 雅子 山田 真衣 宮園 中河 知子 鈴木 めぐみ 2000 吉田 とし子 永岡 孝子 オレンジ

17 H17.6.5 116 72 15 1 美濃 秀太郎 関本 稔 薫風 浅野 貴史 赤川 誠 流山市/松戸市 島田 寛之 西田 優貴 松伏町/α西部台 長戸 正文 石崎 大作 長戸巧芸

26 24 ２ 長沢 喜弘 伊藤 正明 オールアタック 上村 健 上村 敦 東 一戸 隆 杉町 敬人 浦安クラブ 河内 竜 後藤 浩一 東京理科大

23 ３ 稲野辺 真也 植松 建至 MC１０１ 黒田 達也 石川 智則 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 渡辺 圭吾 渡辺 隆吾 流南中OB 藤崎 栄治 鈴木 進 NEWWINDS/遊羽

10 ４ 荒井 祐輔 浦辺 賢太郎 MC１０１ 上林 正雄 宮下 剛 個人 谷口 繁之 篠田 紀一郎 八木南/個人 中村 真吉 陳 鴻元 ＣＳＣ

44 10 1 星井 麻利子 斉藤 綾 市川市/松戸市 久保 知佳子 坂本 芽来 松戸市 石川 こづえ 末信 芙美 姉高倶楽部 小林 紀子 星野 貴子 流山市/松伏町

8 ２ 坂巻 和代 和田 美保 わかな/コットン 増田 真弓 金子 文代 流山/ﾊﾟｰﾙ 高木 さつき 北沢 佳乃子 もみの木 横山 はるみ 安蒜 加津子 稲穂

12 ３ 増田 輝美 石上 布美子 遊羽B.C. 永岡 孝子 新井 雅美 オレンジ 橋本 未来 橋本 秩子 新川小 岩上 悦子 寺田 敏子 NEWWINDS

14 ４ 鈴木 規子 蛭間 美津江 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 伊藤 紀子 星野 伸枝 Tea-Time 平塚 千尋 有馬 美紀 流山北中 中島 明璃 芝崎 稚子 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

18 H18.5.28 107 67 21 1 西田 優貴 大橋 遊 αクラブ 美濃 秀太郎 平山 拓也 薫風 野村 和宏 伊藤 淳二 千葉県庁 田部井 亮 清川 良幸 流山市

２７ 16 2 三浦 毅 志賀 直樹 松葉二小 大口 伸彦 金児 宏明 FMC 大友 博光 井上 徹也 守谷 上村 健 上村 敦 東

18 3 宇佐見 文紀 松島 慎吾 Tea Time 稲葉 徹 星 謙二 Tea Time 石川 智則 黒田 達也 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 遠藤 彰 沖 篤志 チームマジ練

12 4 佐藤 大樹 山野辺 誠 すまっしゅ 逆井 健一 谷越 友一 FMC 上林 正雄 宮下 剛 東初石 小野 祐介 高井 智昭 向小金

40 8 1 横山 暁子 堀 裕子 羽根組 石川 こずえ 末信 芙美 個人 岡本 恵 羽若部 美保 Tea Time 小沼 尚子 中村 初美 個人

8 2 安蒜 加津子 佐々木 香織 稲穂/和名ヶ谷 高崎 光美 原 慶子 ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ/東 岡田 さおり 中田 君子 FMC 北沢 佳乃子 高木 さつき もみの木

12 3 高橋 琴恵 鈴木 裕子 江戸川大OB 永岡 孝子 新井 雅美 オレンジ 遠藤 希美枝 川上 亜季 FMC 沖山 典江 高橋 多恵子 ときわ

12 4 伊藤 紀子 星野 伸枝 Tea Time 田村 知子 青木 加奈 すまっしゅ 佐藤 由加里 岩尾 英子 Tea Time/なんなん 斉藤 一美 加藤 奈保巳 マドンナ

19 H19.5.13 107 67 12 1 美濃 秀太郎 浅野 貴史 薫風/ｵｰﾙｱﾀｯｸ 船倉 元樹 田部井 亮 流山市 水上 吾郎 村本 義昭 ラッフルズ 大畑 浩二 高谷 真 ファミリー

28 15 2 上村 健 上村 敦 東 中村 慎吾 菊地 健 YFP 恩田 正彦 人見 能弘 Tea Time 本多 英洋 森 大輔 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

20 3 平井 貞男 吉野 次郎 NBC 染谷 則夫 板垣 竜太 ｷｯｺｰﾏﾝ/ｵｰﾙｽﾏｯｼｭ 遠藤 彰 森川 倫祥 南クラブ 篠田 道春 広瀬 健一 YFP

8 4 逆井 健一 谷越 友一 FMC 春日 裕晴 山口 和裕 ｷｯｺｰﾏﾝ/羽飛 小野 正己 谷口 繁之 八木南 永井 良輝 村野 忠二 FMC

40 5 1 齋藤 綾 出口 文乃 個人 大川 愛 久古 千夏 流山 小菅 智子 神山 0 ユウアイ

15 2 中村 循子 朝里 めぐみ YFP 小山 裕美 細川 敦子 ｼｬﾄﾙﾚﾃﾞｨｰｽ/葛飾区 和田 光代 村野 君子 FMC 寺嶋 瞳 寺嶋 あや子 BELIEVE

9 3 新井 雅美 松田 幸子 オレンジ 澁谷 裕子 松田 利紗子 Tea Time 五月女 麻妃 土生 佐智子 YFP 山本 千晶 佐藤 あずさ 江戸川大

18 4 山中 綾乃 石丸 あい 流山北中 小林 ひろみ 中河 知子 2000 藤谷 ひろ子 柳沢 もとみ YFP 石塚 順子 伊藤 紀子 Tea Time

部参加(ﾍﾟｱ数）
三位

氏名

準優勝

氏名 氏名 氏名

三位優勝


