
春季大会
年度 開催日

回 団体名 団体名 団体名 団体名

13 H14.3.3 106 57 14 1 美濃 秀太郎 伊藤 淳二 ｵｰﾙｱﾀｯｸ/柏市 田部井 亮 浅野 貴史 オールアタック 野村 和宏 田口 邦彦 千葉市/千葉商大 高井 大助 山内 健吾 BELIEVE

22 17 ２ 二本柳 剛 都丸 光貴 松葉二小 杉町 敬人 一戸 隆 市川市/浦安市 上村 健 上村 彰 東 遠藤 太郎 高橋 洋人 江戸川大学

18 ３ 森川 倫祥 荒井 信人 ＹＦＰ 山崎 三成 青山 祥一 キッコーマン 山口 角利 三上 祐矢 BELIEVE 橋爪 太朗 高橋 直樹 江戸川大学

8 ４ 永井 芳輝 浜野 哲夫 キッコーマン 中村 真吉 横川 弘人 CSC 藤井 毅 藤井 将太 もみの木 栗原 孝治 栗原 俊彦 ＹＦＰ

49 9 1 久保 知佳子 礒 美和 ｵｰﾙｱﾀｯｸ/船橋市 松崎 厚子 木村 幸美 シャトルフレンズ 服巻 しずか 山本 みのり 松戸市 川合 由希子 椎名 尚子 POONA

10 ２ 小田 珠美 原 慶子 MC101/東 加藤 喜代美 松崎 玲奈 ＭＣ101 高木 さつき 佐々木 洋子 もみの木 今野 育江 増田 真弓 流山

17 ３ 渡辺 みゆき 樋口 友子 新川小PTA 戸田 絵里 福田 恭子 オレンジ 中村 奈津子 篠原 尚美 なんなん 菅名 恵美子 関口 しの 流山/東深井

13 ４ 鈴木 麻子 武内 朋子 キッコーマン 金子 文代 金綱 純子 遊羽BC 永岡 孝子 吉田 とし子 オレンジ 士反 知英子 海老沼 容子 キッコーマン

14 H15.3.2 98 48 8 1 長戸 正文 高妻 朗彦 ナガト巧芸 野村 和弘 石井 秀典 千葉市／松戸市 山内 健吾 浅野 貴史 流山市 岡安 満 柴倉 直澄 流山市

23 13 ２ 高橋 洋人 遠藤 太郎 江戸川大学 宮内 懸資 渋谷 康太 東葛高 本多 英洋 肥後 智之 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 前田 哲朗 二本柳 剛 松葉ニ小

21 ３ 藤崎 栄治 大島 英彦 NEWWINDS 渡辺 圭吾 渡辺 隆吾 個人 川島 康雄 水茎 弥 八木南 須藤 久男 須藤 孝 ときわ

6 ４ 狩俣 元一 池上 貞夫 WEST 永井 芳輝 中山 正男 ｷｯｺｰﾏﾝ 池田 良典 佐藤 修 もみの木 伊藤 久雄 石栗 彰男 NEWWINDS

50 8 1 久保 知佳子 大野 智美 ｵｰﾙｱﾀｯｸ 坂本 芽来 澤内 尚子 アンビ 米倉 沙織 服巻 しずか 松戸市/アンビ 井上 稔恵 豊田 美保子 MC101

11 ２ 杉崎 美菜子 高坂 奈津美 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 増田 真弓 山川 幸子 東 戸田 里和 福田 恭子 Ｓｕｇａｒ 高木 さつき 畑川 春枝 もみの木

18 ３ 安蒜 加津子 高橋 多恵子 ＣＳＣ 川田 翼 大浜 文 南部中 加藤 礼子 三原 朋子 PEACE 菅名 恵美子 関口 しの 流山/東深井小

13 ４ 戸田 絵里 永岡 孝子 オレンジ 蟹本 佑衣 宮城 江美 もみの木 士反 知英子 海老沼 容子 ｷｯｺｰﾏﾝ 岩上 悦子 寺田 敏子 NEWWINDS

15 H16.3.7 104 56 19 1 美濃 秀太郎 平山 卓哉 薫風 野村 和弘 長嶋 隆一 千葉県庁/ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 大木 隆 真岩 秀一 ゼロット 石川 敦 赤川 誠 ビーグル

24 15 ２ 河内 竜 助川 貴勇 東京理科大 長谷川 誠 青木 茂生 ＹＦＰ 二本柳 剛 都丸 光貴 ｻﾀﾃﾞｰｽﾞ 志賀 直樹 松本 0 柏市

16 ３ 東 祐太朗 豫城 佑太 千葉ちゅうぼう羽球 柳 和男 町田 興介 個人 染谷 則夫 木村 秀樹 キッコーマン 竹村 重成 宮本 正信 八木南/体協

6 ４ 関口 公二 田中 勝善 Tea-Time 永井 芳輝 中山 正男 キッコーマン 佐藤 修 渋谷 泉 もみの木 片倉 正春 園田 謙二 NEWWINDS

48 8 1 澤内 尚子 坂本 芽来 MC101 山村 恵 川上 美樹 船橋市/八千代市 阿久津 訓子 大川 愛 豆柴 小林 紀子 伊嶋 みどり 流山市

16 ２ 大久保 涼子 岩崎 志津子 柏シャトル 木村 八千代 荒 絵里 くれよん 寺嶋 あや子 寺嶋 瞳 BELIEVE 安蒜 加津子 佐々木 香織 松戸ﾌｧﾐﾘｰ

16 ３ 増田 真弓 上村 千秋 東 増田 輝美 石上 布美子 遊羽BC 森 優子 矢吹 秋子 松戸ﾌｧﾐﾘｰ 杉崎 洋子 杉崎 美菜子 江戸小

8 ４ 清尾 由美 古谷 ゆかり 遊羽BC 士反 千英子 海老沼 容子 キッコーマン 松野 知子 新井 雅美 江戸小 渡邊 みゆき 本多 いずみ ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

16 H17.3.6 113 64 12 1 水嶋 和博 大橋 雅道 姉高倶楽部/阿見体協 長戸 正文 大木 隆 長戸巧芸 高井 大介 山内 健吾 BELIEVE　 田部井 亮 浅野 貴史 流山市

25 23 ２ 志賀 直樹 三浦 毅 松葉二小 本多 英洋 茂木 正也 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 杉澤 知記 秋谷 憲一 Tea-Time 河内 竜 榎本 剛司 東京理科大

18 ３ 小林 桂輔 今野 貴夫 Ｓｕｇａｒ/ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 小原 良介 柳 和男 雑魚寝 清水 彰 寺門 宏晋 ｼｬﾄﾙ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 小原 武 田島 翔 江戸川大

11 ４ 福田 陽一 松田 謙太 個人 宮下 剛 上林 正雄 個人 佐藤 大樹 山野辺 誠 すまっしゅ 谷口 繁之 西原 里志 ＣＳＣ

49 12 1 大野 智美 坂本 芽来 習志野市/松戸市 石川 こづえ 末信 芙美 姉高倶楽部 棚橋 さやか 松崎 怜奈 柏市 二口 文香 泉澤 弥生 姉高倶楽部

9 ２ 佐々木 香織 宮崎 恵美 和名ヶ谷/松飛台 増田 真弓 金子 文代 流山/パール 大久保 涼子 安蒜 加津子 ﾌｧﾐﾘｰ/稲穂 横山 はるみ 守谷 美奈子 こんばんみぃ

12 ３ 渡邊 みゆき 田口 朱美 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 宮城 江美 蟹本 結衣 もみの木 星 よし江 十文字 初子 稲穂 古町 智美 宿屋 英恵 ＹＦＰ

16 ４ 伊藤 優美子 太田 光希 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 伊藤 紀子 星野 伸枝 Tea-Time 中澤 一枝 中澤 宏美 すまっしゅ 鈴木 規子 蛭間 美津江 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

17 H18.3.5 124 65 15 1 美濃 秀太郎 浅野 貴史 薫風/流山市 清川 良幸 茂木 正也 理科大OB 伊藤 正明 真通 浩 オールアタック 須賀 智之 宮内 懸資 もみの木

26 16 ２ 水津 信彦 村山 満夫 個人 伊藤 正樹 長沢 喜弘 オールアタック 木村 正彦 高橋 泰典 Tea　Time 三浦 毅 松本 尚 松葉二小

22 ３ 森川 倫祥 平山 太郎 YFP 黒田 達也 石川 智則 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 佐藤 学 根本 周一 遊羽B.Ｃ. 蓮見 亮典 松田 謙太 東初石ｸﾗﾌﾞ

12 ４ 本間 健史 内田 功 東洋学園大 佐藤 大樹 山野辺 誠 すまっしゅ 下村 光 渋谷 晃一郎 東洋学園大 上林 正雄 宮下 剛 東初石ｸﾗﾌﾞ

59 8 1 杉崎 美菜子 斎藤 桃子 藤代高 久保 知佳子 平川 はるみ 松戸市/柏市 森 知美 小沼 尚子 茨城県 大川 愛 真通 広子 松戸市/ｵｰﾙｱﾀｯｸ

10 ２ 木村 幸美 石川 美鈴 松葉二小 今野 育江 田口 朱美 ﾁｰﾑ･ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 高崎 光美 原 慶子 ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ/東 横山 はるみ 安蒜 加津子 稲穂

15 ３ 林 朱美 上野 智恵美 江戸川大 高橋 多恵子 沖山 紀江 ときわ 遠藤 里枝子 星 よし江 稲穂 川口 美紀 谷中 真澄 サンデーズ

26 ４ 永桶 佐緒里 川島 南穂 流北中 伊藤 紀子 星野 伸枝 Tea　Time 田村 知子 青木 加奈 すまっしゅ 根本 佐枝子 横須賀 節子 八木南

18 H19.3.4 99 50 8 1 船倉 元樹 清川 良幸 流山市 田部井 亮 浅野 貴史 流山市/ｵｰﾙｱﾀｯｸ 遠藤 太郎 高橋 洋人 江戸大OB 美濃 秀太郎 真通 浩 薫風/ｵｰﾙｱﾀｯｸ

27 20 ２ 伊藤 賢一 高野 康志 Tea Time 水上 吾郎 斉藤 功一 ラッフルズ 伊藤 正明 伊藤 正樹 オールアタック 本多 英洋 森 大輔 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

18 ３ 森町 夏樹 東 祐太郎 千葉日/非常口 鈴木 貴之 奈蔵 正 ＹＦＰ 小原 武 並木 祐輔 江戸川大 蓮見 昇 篠田 紀一郎 ＹＦＰ

4 ４ 宮下 剛 杉浦 厚 八回 小野 正己 谷口 繁之 八木南 星野 泰孝 相馬 和也 江戸川大 澤畑 ひでまさ 地守 英人 ポピー

49 12 1 青木 優子 木村 瞳 松戸六中 小倉 未希 大野 智美 市原市 石川 こずえ 末信 芙美 袖ヶ浦市/君津市 西浦 康予 久高 美由紀 ﾕﾆｺｰﾝ/飛鳥

9 ２ 増田 真弓 久古 千夏 流山 高崎 光美 原 慶子 ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ/東 樋口 友子 石上 布美子 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/遊羽 高木 さつき 今野 育江 流山

10 ３ 有馬 美紀 逆井 春香 野田中央高 川島 翼 西中 亜矢子 C.B.C. 芦田 京子 細川 照美 流山 高信 理美 五十嵐 恵 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/野田中央高

18 ４ 山本 絹子 出山 良恵 八木南 宇野 美香 山本 千晶 江戸川大 日暮 友香 齋藤 亜澄 流北中 蓮見 京子 杉原 孝子 ヒス
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19 H20.3.16 103 58 12 1 西田 優貴 大橋 遊 羽根組 村里 侑紀 黒田 正嗣  流山市 白鳥 貴司 工藤 智章 羽根組 島田 寛之 及川 義明 α西武台

28 19 ２ 大口 伸彦 金児 宏明 ＦＭＣ 東 祐太朗 川田 翔 非常口 奥山 昇 森下 明 東京理科大 石崎 翔太 百瀬 友博 東京理科大

16 ３ 桑田 雅清 兼坂 正義 もみの木 遠藤 彰 栗原 理 南クラブ 篠田 紀一郎 木村 秀樹 八木南/ＷＦＰ 石川 智則 蓮見 昇 ＹＦＰ

11 ４ 村野 哲治 遠藤 尚人 ＦＭＣ 春日 裕晴 鈴木 克己 キッコーマン 北沢 尚也 熊谷 甚之介 南部中 成瀬 陽介 内藤 雄太 小金

45 8 1 堀 裕子 橋本 明奈 羽根組/薫風 大越 麻衣 上野 晶子 東 高崎 光美 原 慶子 ｽﾘｰﾋﾟｰｽ/東 杉崎 美菜子 山田 亜紀子 個人

11 ２ 田村 よし子 宮田 有里 Tea Time 中村 早希 一ノ瀬 麻衣 守谷体協 緑川 奈月 大口 君子 ＦＭＣ 高木 さつき 北沢 佳乃子 オールアタック

7 ３ 佐藤 あずさ 上野 智恵美 Tea Time 青木 絵美 関口 益実 ﾌｪﾚｯｼｭﾌｪｲｽ 鈴木 規子 蛭間 美津江 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 戸田 絵里 福田 恭子 ペパーミント

19 ４ 服部 淳子 加門 美紀 南クラブ 辻岡 佳子 山田 千英 オレンジ/ヒス 石丸 あい 田中 菜津希 北部中 瀬能 明日香 松橋 めぐみ サイリーキッズ


