
体育大会
年度 開催日

回 所属 所属 所属 所属

14 H14.10.6 110 50 12 1 野村 和弘 長戸 正文 千葉市/白井市 田部井 亮 山内 健吾 流山市 石井 秀典 秋山 雅利 松戸市/柏市 浅野 貴史 真通 浩 オールアタック

36 15 ２ 杉澤 知記 大畑 浩二 Tea Time 西野 信治 高野 康志 Tea Time 鹿野 達也 小林 次郎 江戸川大/綾瀬ﾀﾞｯｸｽ 伊藤 賢一 平間 祐之 Tea Time

17 ３ 本多 英洋 高山 富士雄 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 森田 宏平 佐々木 康行 江戸川大 高須賀 道雄 根本 周一 遊羽ＢＣ 藤井 毅 藤井 将太 もみの木

6 ４ 三浦 恒晴 渡辺 建樹 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 永井 芳輝 中山 正男 ｷｯｺｰﾏﾝ 高信 勝巳 田村 忠生 2000 本田 崇 山崎 茂 2000

60 9 1 伊嶋 恵子 真通 広子 オールアタック 小林 紀子 星野 貴子 流山市/個人 井上 稔恵 高橋 弘美 個人 目黒 小百合 伊藤 美由紀 千葉市

15 ２ 松崎 怜奈 棚橋 さやか 柏シャトル 戸田 里和 福田 恭子 Sugar 大久保 亮子 加藤 喜代美 柏シャトル 佐々木 洋子 高木 さつき もみの木

19 ３ 杉崎 美奈子 澤本 明日香 江戸小 市村 幹子 安蒜 加津子 CSC 岡田 千代子 鈴木 和代 遊羽ＢＣ 上野 智恵美 鈴木 裕子 江戸川大

17 ４ 星野 伸枝 石塚 順子 Tea Time 永岡 孝子 竹ノ内 みどり Sugar 士反 知英子 海老沼 容子 ｷｯｺｰﾏﾝ 鈴木 麻子 武内 朋子 ｷｯｺｰﾏﾝ

15 H15.10.26 109 61 16 1 大木 隆 水嶋 和博 ﾌｼﾞｸﾗ/ﾄﾗｲｱﾝﾌ 田部井 亮 山内 健吾 流山市 平山 卓哉 美濃 秀太郎 薫風 岩井 洋二 佐藤 恭平 スリーセブン

37 16 ２ 遠藤 祐司 鈴木 政光 松伏 長沢 喜弘 伊藤 正樹 ｵｰﾙｱﾀｯｸ 平間 祐之 高野 康志 Tea-Time 佐々木 康行 森田 宏平 江戸川大学

19 ３ 川崎 幸男 渡辺 圭吾 もみの木 中 照雄 木村 秀樹 キッコーマン 竹之内 貢 佐藤 直希 Sugar レーテー クック 上村 敦 東

10 ４ 小泉 佳介 赤星 直人 西初石中 中村 真吉 根本 知之 CSC 関口 公二 田中 勝善 Tea-Time 増田 修 篠田 芳則 NEWWINDS

48 16 1 澤内 尚子 坂本 芽来 MC101 久保 知佳子 今津 裕美 ｵｰﾙｱﾀｯｸ/越谷市 久高 美由紀 西浦 康予 飛鳥/有秋台 大野 智美 田中 光枝 飛鳥/八千代

12 ２ 今福 美有紀 野島 さやか 江戸川大学/個人 菊地 菜緒子 米倉 実沙 MC101 堀江 恵理子 増田 真弓 流山 森 桂子 山川 幸子 東

11 ３ 鈴木 和代 奥田 正美 遊羽BC 林 洋子 菅名 恵美子 流山 増田 輝美 石上 布美子 遊羽BC 金子 文代 金綱 純子 遊羽BC

9 ４ 小笠 裕子 菅谷 泰子 なんなん 士反 知英子 岡田 松江 キッコーマン 山岸 美由紀 大貫 悦子 もみの木 渡辺 みゆき 岡野 智子 新川小

16 H16.10.24 105 51 11 1 宮本 佳治 長戸 正文 MC１０１ 西田 優貴 大橋 遊 αSEIBUDAI 都丸 光貴 鈴木 良太 Tea－Time 美濃 秀太郎 真通 浩 薫風/ｵｰﾙｱﾀｯｸ

38 12 ２ 肥後 智之 今野 貴夫 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 上村 敦 上村 健 東 木下 泰志 高崎 剛志 遊羽B.C. 田島 翔 森田 宏平 江戸川大

20 ３ 人見 能弘 恩田 正弘 Tea－Time 荒井 信人 松崎 繁 ＹＦＰ 竹村 重成 宮本 正信 体協/阿見町 斉藤 剛 宇佐美 文紀 Tea－Time

8 ４ 伊原 和道 鈴木 光政 沼南バドミントン 上林 正雄 宮下 剛 （個人） 長谷川 直翔 小林 佳輔 Ｓｕｇａｒ 永井 芳輝 中山 正男 キッコーマン

54 12 1 山村 恵美 川上 美樹 船橋市/八千代市 瀬能 智子 岡田 真由美 αSEIBUDAI 豊田 美保子 大川 愛 草加市/松戸市 石川 こづえ 石井 千春 姉高倶楽部

8 ２ 安蒜 加津子 家城 和江 稲穂/サーティズ 横山 はるみ 増田 真弓 稲穂/流山 米倉 実沙 菊地 菜緒子 MC１０１ 樋口 友子 今野 育江 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/流山

14 ３ 森 優子 斉藤 科子 稲穂 菊池 幸子 星 よし江 稲穂 増田 輝美 石上 布美子 遊羽B.C. 倉川 悦子 矢吹 秋子 ＣＳＣ

20 ４ 士反 知英子 海老沼 容子 キッコーマン 古町 智美 土生 佐智子 ＹＦＰ 黒岩 響子 塚本 久美子 すまっしゅ 島宗 直子 福村 麻由美 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

17 H17.10.30 110 63 11 1 水嶋 和博 石井 秀典 阿見町/松戸市 山内 健吾 浅野 貴史 流山市/千葉市 宮内 懸資 木下 泰志 個人 村里 侑紀 北村 圭佑 雑魚寝

39 24 ２ 片山 晋 福田 英希 日大生産工 上村 健 上村 敦 東 荒井 信人 石川 公康 Ｙ･Ｆ･Ｐ 河内 竜 茂木 正也 東京理科大

20 ３ 島垣 信一 中野 真一 体協 森川 倫祥 沖山 篤史 Ｙ･Ｆ･Ｐ 三瓶 真一 関根 寛史 ビーグル 陳 鴻元 比良 真一 ＣＳＣ

8 ４ 春日 裕晴 川道 澄人 ｷｯｺｰﾏﾝ/羽飛 永井 芳輝 田中 響 キッコーマン 篠田 紀一郎 谷口 繁之 八木南 上林 正雄 宮下 剛 個人

47 10 1 西浦 康予 赤澤 春海 中袖クラブ 松崎 怜奈 棚橋 さやか 柏市 坂本 芽来 星井 麻利子 松戸市/市川市 宮沢 礼 糸井 結実 個人/習志野

12 ２ 大江 陽子 森谷 真弓 川口市/船橋市 横山 はるみ 安蒜 加津子 稲穂 木村 八千代 荒 絵里 くれよん 井上 美香 原 慶子 東

15 ３ 太田 光希 今津 茉莉花 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/協栄高 古町 智美 土生 佐智子 Ｙ･Ｆ･Ｐ 高橋 多恵子 沖山 典江 ときわ 中村 奈津子 篠原 尚美 なんなん

10 ４ 中島 明璃 芝崎 稚子 ﾁｰﾑｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 伊藤 紀子 星野 伸枝 Tea-Time 小笠 裕子 後藤 幸恵 なんなん 岡田 松枝 士反 知英子 ｷｯｺｰﾏﾝ/ｼｬﾄﾙｽﾞ

18 H18.10.21 105 53 8 1 平山 卓哉 中山 満明 薫風 西田 優貴 大橋 遊 α西武台 美濃 秀太郎 斉藤 康弘 薫風 吉野 友宏 森田 宏平 江戸川大OB

40 20 ２ 西村 直也 澁谷 克広 Tea Time 伊藤 賢一 高野 康志 Tea Time 大友 庸平 鈴木 慎也 みずき野ﾗﾌﾞｵｰﾙｽﾞ 上村 健 上村 敦 東

18 ３ 後藤 克己 鈴木 文丸 Tea Time 蓮見 昇 篠田 紀一郎 Ｙ.Ｆ.Ｐ 渡辺 圭吾 渡辺 隆吾 体協 藤井 毅 藤井 将太 流小ｺｰﾄ

7 ４ 関 隆允 岸田 俊輔 ｻｲﾘｰｷｯｽﾞ 谷越 雄一 逆井 健一 ＦＭＣ 上林 正雄 宮下 剛 東初石 村野 哲治 吉海 達也 ＦＭＣ

52 8 1 久高 美由紀 対馬 明子 飛鳥 松本 由美 大井 優子 我孫子ｺｽﾓｽ 岡本 恵 木之下 幸 Tea Time 野村 純子 真通 広子 流山

11 ２ 奥田 正美 金子 文代 個人 高崎 光美 原 慶子 ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ/東小 寺嶋 瞳 寺嶋 あや子 BELIEVE 苧木 葉苗 木村 八千代 柏シャトル

13 ３ 川上 亜季 遠藤 季美枝 ＦＭＣ 福田 恭子 新井 雅美 オレンジ 古町 智美 土生 佐智子 Ｙ.Ｆ.Ｐ/八木南 上野 智恵美 沼田 久美子 江戸川大学

20 ４ 澁谷 裕子 松田 梨紗子 Tea Time 星 朋子 石丸 あい 北部中 蓮見 京子 山田 千英 ヒス 染谷 嘉都美 山本 絹子 八木南
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