
男子１部 優勝 山手Ａ 女子１部 優勝 Believe
準優勝 tresuresA 準優勝 シーガルス
３位 tresuresB ３位 TEAM KEN KEN

男子２部 優勝 SC21谷八木Ａ 女子２部 優勝 野々池B
準優勝 中崎Ａ 準優勝 REAL
３位 SC21貴崎 ３位 F3

男子３部 優勝 CAT B 女子３部 優勝 SC21谷八木Ｄ
準優勝 SC21明石　真 準優勝 SC21明石
３位 野々池Ａ ３位 ミモザ

Ｍ

No Ｗ ｸﾗｽﾌﾞﾛｯｸ順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 チーム名

1 M 1 A中野 忠昭 豊 将大 山下 佑介 山下 直彦 馬場 雄一 岡田 直樹 Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ Ａ

2 M 1 A栗田 純貴 坂本 翼 馬瀬 敏行 品川 恭輝 守屋 満 齊藤 隆 三谷 耕平 Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ Ｂ

3 M 1 A高松 宏至 高岡 勇人 近田 翔太 児島 翔平 坂本 瑞義 東谷 雄介 はねっつ

4 M 1 A西垣 秀雄 阿久津 俊彦 奥洞 桂介 横田 雅士 猪原 修 村上 雅彦 山手 Ａ
5 M 1 A橋本 友博 伊津野 誠 堀ノ内 河原 隆 海野 幸雄 原田 真和 伊藤 博哲 伊藤 裕子 山手 Ｂ

6 M 2 A川崎 俊嗣 天野 俊明 小泉 勝也 田中 雅臣 永井 淳子 阿保 翔真 ＣＡＴ－Ａ

7 M 2 B安川 武 小川 雄一 麻原 康弘 小林 史弥 寺前 慎一 大黒 和子 中瀬 雅美 吉村 和代 ＳＣ２１貴崎

8 M 2 C中山 真弓 田中 賢治 原田 真次 森 浩誠 寺島 慈人 正井 ＳＣ２１松が丘 Ｄ

9 M 2 A岡田 富雄 藤林 正雄 畠中 健 田原 学 田中 松尾 大輔 ＳＣ２１谷八木　A

10 M 2 B本田 一広 橋本 山本 前田 赤井 大関 ＳＣ２１谷八木　Ｂ
11 M 2 C田村 広樹 益尾 匡則 梅津 英生 烏賊 修 森田 武志 山村 智史 岡田 和真 中崎 Ａ

12 M 3 C瀬尾 和之 沖垣 瑞穂 黒田 和弘 森園 康太 濱田 義博 清水 尚登 ＣＡＴ－Ｂ

13 M 3 B千葉 雅彦 大下 順成 萩尾 友哉 芝田 武士 山本 修 下津 充広 千葉 利行 ＳＣ２１江井ヶ島

14 M 3 A西山 生頼 青木 東 黒田 甲斐 ＳＣ２１谷八木　C

15 M 3 C若村 正順 城本 準 小林 沙緒里 塚本 康幸 塚本 真知子 田中 秀樹 田中 綾子 ＳＣ２１鳥羽

16 M 3 B黒田 昭弘 横山 一也 岡田 憲明 松本 伸介 西谷 信隆 丸田 考知 嘉ノ海 丈久 高橋 信哉 ＳＣ２１明石 真

17 M 3 B鍋山 和俊 川畑 鈴代 川畑 敏夫 森生 絹子 本多 勝利 杉田 綾乃 サンライフ

18 M 3 C井口 竜成 西 航平 飛岡 弘樹 上田 瑞穂 伊東 幸恵 住野 美紀 上田 圭顕 やまと

19 M 3 A金澤 一彦 吉持 明 清原 寛治 中野 清史 小松 博 森 湧登 三俣 雄一 野々池 Ａ
20 M 3 A三井 満 北岡 茂 矢野 平井 生田 かほる 中辻 美紀 中崎 Ｂ

21 L 1 A大原 華澄 渡海 藤岡 木崎 手島 川崎 横田 貴子 シーガルス

参加者(敬称略)
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22 L 1 A阿久津 和恵 横野 永都子 大平 美恵子 岸本 瞳 小野 一恵 六車 美咲 水船 奈緒 Believe
23 L 1 A松井 紀子 長尾 美智子 嶋津 恵加 永田 瑠莉 平山 友梨 本岡 優子 TEAM KENKEN

24 L 2 A小野 ゆかり 成井 孝子 清田 弘美 多田 亜矢 村上 由美 北川 つぐみ 福田 恵子 ＣＡＴ－Ｃ

25 L 2 B平岡 知江子 三好 英美 福原 美和 千々岩 加代子 東野 早苗 橋本 永里 日下部 佳子 近藤 淳子 Ｆ３

26 L 2 A濱村 明美 冨永 淳子 生頼 智子 甲斐 千香子 古山 維久子 横山 よし子 ＲＥＡＬ

27 L 2 B猪股 由子 小椋 朋実 石田 朋子 由良 のり子 村上 しのぶ 二田 潤子 ＳＣ２１松が丘 Ａ

28 L 2 A向井 由紀美 向井 愛莉 大内 彩美 永田 麻里 池田 たか子 今村 郁子 佐竹 幸子 ＳＣ２１松が丘 Ｂ

29 L 2 B金田 恵美 上野 美紀 伊集院 佳代子 松田 孝子 岩田 裕子 石田 繭子 ＳＣ２１松が丘 Ｃ

30 L 2 A岩本 英美 西馬 聡子 檜原 聖子 萬 理枝 長谷川 美穂 森井 奈美 ｓｔｅｌｌａ
31 L 2 B小川 祥子 井本 裕香 犬飼 郁子 新田 恭子 玉村 綾香 小中 美奈 野々池 Ｂ

32 L 3 A大西 直美 川崎 ゆみこ 早川 順子 千葉 扶美子 岡本 玲子 島田 泰代 平野 博枝 橘 藤岡 ＳＣ２１江井ヶ島 Ｌ

33 L 3 A西山 浅原 下川 西山 早苗 黒田 鳥田 梶原 ＳＣ２１谷八木　D

34 L 3 A林 ミエ子 黒田 由可利 岡田 美和 井上 麻裕 西谷 寿美 高橋 順子 安東 とも子 杉原 角 ＳＣ２１明石

35 L 3 A宮内 久子 榎本 香 須貝 薫理 柳 京子 南 明美 渡辺 仙子 ＳＣ２１和坂
36 L 3 A佐々木 明美 西村 千代子 佐藤 由美子 冨永 尚美 柴田 美穂 本田 あい子 柳楽 加代 松川 由紀子 ミモザ


