
男子１部 優勝 山手 Ａ
男子１部 準優勝 TEAM BOSS Ｂ
男子１部 ３位 TEAM BOSS Ａ
男子２部 優勝 野々池ヤングス
男子２部 準優勝 ＳＣ２１谷八木　Ｂ
男子２部 ３位 高丘 Ａ
男子３部 優勝 チームＫ
男子３部 準優勝 ＳＣ２１谷八木　C
男子３部 ３位 野々池ミドルズ
女子１部 優勝 Believe
女子１部 準優勝 シーガルス
女子１部 ３位
女子２部 優勝 ＣＡＴ－Ａ
女子２部 準優勝 ＣＡＴ－Ｂ
女子２部 ３位 Ｓｍｉｌｅ
女子３部 優勝 ＳＣ２１谷八木　D
女子３部 準優勝 高丘 Ｃ
女子３部 ３位 ミモザ

1 M 1 畠中 健 青木 宏文 田原 学 末永 忍 松尾 大輔 岡田 富雄 ＳＣ２１谷八木　A
2 M 1 林  良光 中野 俊介 高田 裕弥 杉村 直哉 宮丸 拓海 柳川 亮二 　 TEAM BOSS Ａ
3 M 1 西尾 洋輝 竹下 慧 岡本 兼一 片平 雄理 栗田 大輔 宮丸 直人 TEAM BOSS Ｂ
4 M 1 瀬口 徳久 三森 領太 栗田 純貴 坂本 翼 馬瀬 敏行 品川 恭輝 Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ
5 M 1 岸本 和也 小林 亮介 井上 慧 今中 陽一 多賀 大貴 中田 大地 ガモミントン
6 M 1 中澤 裕太 上野 友寛 足立 健吾 松尾 将矢 中田 典昭 藤原　良太 三木シャトル
7 M 1 西垣 秀雄 阿久津 俊彦 辻　和弘 猪原 修 生沢 勝彦 植田 敏孝 山手 Ａ
8 M 1 橋本 友博 山本　剛士 楠元 真樹 小川 政秀 原田 真和 石崎 二郎 山手 Ｂ
9 M 2 安川 武 小川 雄一 麻原 康弘 小林 史弥 寺前 慎一 三岡 昌生 グェン タイ アン ＳＣ２１貴崎
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10 M 2 藤林 正雄 本田 一広 橋本 信弘 山本 裕之 前田 晃伸 井川 望 松ケ下 大輔 ＳＣ２１谷八木　Ｂ
11 M 2 乾  成信 田中 賢治 森  浩誠 寺島 慈人 杉本 久浩 東樹 和彦 横山 一也 永田 杏 ＳＣ２１松が丘 Ａ
12 M 2 久保 尊敬 大関 達郎 石岡 大樹 平田 健 広瀬 征大 大下 順也 高丘 Ａ
13 M 2 田村 広樹 益尾 匡則 桝見 浩平 中安 愛結 近田 実里 馬場 雄一 中崎
14 M 2 小松 博 中野 清史 谷本 誠 久保田 康介 工藤 健太 鮫島 一平 野々池ヤングス
15 M 2 高松 宏至 近田 翔太 児島 翔平 正井 友博 須田 昌樹 俵 和史 はねっつ
16 M 3 千葉 雅彦 山本 修 下津 充広 川崎男 像 川崎女 ゆみこ ＳＣ２１江井ヶ島
17 M 3 西山 秀志 生頼 賢策 赤井 裕亮 甲斐 教明 長谷川 章 西山 幸子 高橋 ひとみ ＳＣ２１谷八木　C
18 M 3 若村 正順 城本 準 鍋山 和俊 塚本 康幸 塚本 真知子 田中 秀樹 横谷 英子 ＳＣ２１鳥羽
19 M 3 中川 友三 橋詰 幸雄 本田 勝之 山崎 雅也 小篠 隼人 小川 淳 岸本　正人 高丘 Ｂ
20 M 3 北川 中嶋 矢野 松井 中辻 生田 チームＫ
21 M 3 金澤 一彦 吉持 明 清原 寛治 三浦　光輝 北村 貴伯 坂本 敏行 野々池ミドルズ
22 M 3 福島 西  航平 小瀬 染村 吉橋 伊東 幸恵 杉田 住野 美紀 やまと
23 L 1 阿久津 和恵 横野 永都子 岸本 瞳 生沢 美咲 山下 裕美 大西 陽子 Believe
24 L 1 大原 華澄 渡海 正美 藤岡 亜紀子 長井 寛子 長井凛 水船 奈緒 シーガルス
25 L 1 小野 ゆかり 成井 孝子 清田 弘美 多田 亜矢 河野 晴子 梅谷 愛 ＣＡＴ－Ａ
26 L 1 永井 淳子 青木 さおり 面代 和美 木村 久美 福田 恵子 永田 こずえ ＣＡＴ－Ｂ
27 L 1 新田 恭子 小川 祥子 犬飼 郁子 上月 みゆき 黒田 由可利 鷲野 小百合 ｆｉｅｌｄ ｐｏｎｄｓ
28 L 1 入江 さおり 三村 陽子 畠  奈生子 北本 彩 樽  美咲 矢野 芙実 鶴田 翠 ＪＯＬＬＹ
29 L 1 濱村 明美 冨永 淳子 生頼 智子 古山 維久子 片岡 山住 久保　優子 ＲＥＡＬ
30 L 1 向井 由紀美 金田 恵美 小椋 朋実 金杉 友希乃 熊代 美紀 井上 麻裕 津村 のぞみ ＳＣ２１松が丘 Ｂ
31 L 1 平岡 知江子 三好 英美 近藤 淳子 千々岩 加代子東野 早苗 橋本 永里 日下部 佳子 Ｓｍｉｌｅ
32 L 1 西馬 聡子 萬  理枝 森井 奈美 長谷川 美穂 荻野 佳代子 岡島 咲恵 清水 奈美 ｓｔｅｌｌａ
33 L 1 小田 美貴 立花 麻美 二宮 昌美 中江 里絵 河野 恵子 甲斐 尚子 中川 美佐 金田 智子 アイビーズ
34 L 1 立石 麗子 前川 佳子 大田 友香理 土井 美奈 岩本 英美 西野 美加 ブラックパンサー
35 L 3 下川 有紀 前田 久子 横山 芳枝 黒田 千恵 鳥田 愛 神吉 ゆり 梶原 由華 ＳＣ２１谷八木　D
36 L 3 今村 郁子 佐竹 幸子 岩田 裕子 阪口 知子 苅谷 雅美 池田 たか子 ＳＣ２１松が丘 Ｃ
37 L 3 北原 洋子 越智 裕子 山田 愛 大下 桃茄 大谷 知代美 宮脇 明子 高丘 Ｃ
38 L 3 佐々木 明美 佐藤 由美子 冨永 尚美 柳楽 加代 本田 あい子 由良 のり子 長島 弥生 柴田 美穂 松川 由紀子 ミモザ


