
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

いけがみ ゆうじ かいふく ゆういちろう みつはし つかさ ささき たく

池上 雄士 海福 雄一郎 三橋 司 佐々木 卓

ほりい つばさ あまの まこと のぐち ひろかず おおくぼ かつまさ

堀井 翼 天野 誠 野口 裕和 大久保 勝正

(バグッシュ･守☆攻) (バグッシュ) (バグッシュ) (ぎんなん会)

もり としひろ あらい としみつ すずき あきひろ のろ ひでき

森 利裕 荒井 俊光 鈴木 章広 野呂 英希

きかわだ なういえ あんどう たかし さくらい まもる ゆき かずひろ

黄川田 乃威 安藤 隆 櫻井 衛 幸 和宏

(バグッシュ) (オールディーズ) (バグッシュ) (山下･第二山下)

ながた みのる やまがみ たく しょうじ まなぶ しおじ たかあき

永田 稔 山上 琢 東海林 学 塩治 孝章

わたなべ みつあき しのはら けんいち すがわら よしろう ふなみず さとる

渡邉 光昭 篠原 健一 菅原 佳朗 船水 聡

(テルサＭＩＨＯ) (テルサＭＩＨＯ) (オールディーズ) (シャッフル)

みやた しげよし あまの おさむ すぎやま くにひろ はしもと よういち

宮田 茂吉 尼野 理 杉山 郡啓 橋本 洋一

いしわた ひとし たむら かずお たての まさあき こんどう ひろあき

石渡 等 田村 和男 立野 政昭 近藤 裕明

(日南) (テルサＭＩＨＯ･在住) (第二山下) (第二山下)

ささき なおこ かたおか もとみ ほそい りょうこ おぎわら とうこ

佐々木 尚子 片岡 元美 細井 涼子 荻原 東子

よしだ きよみ のぐち ひろこ なかむら けいこ のむら なおみ

吉田 清美 野口 寛子 中村 恵子 野村 直美

(長津田Ａ) (バグッシュ) (長津田Ａ･日南) (長津田Ａ･日南)

たかなし ゆみこ ますだ くみ こまつ あや みしま えみこ

高梨 由美子 増田 久美 小松 亜耶 三島 恵美子

あんどう まさこ おかだ りち かねこ まさよ よしの ふじこ

安藤 昌子 岡田 理知 金子 雅代 吉野 不二子

(オールディーズ) (竹山) (竹山･バグッシュ) (ファンタジー)

てらお ゆかこ たなか みちこ どい けいこ いけなが えみ

寺尾 由香子 田中 道子 土井 啓子 池永 江美

にしざわ みほ なかの みか いとう みえこ くまさか ともこ

西沢 美穂 中野 美香 伊藤 美枝子 熊坂 朋子

(オールディーズ) (テルサＭＩＨＯ) (ファンタジー) (マッチポイント･スカイブルー)

たなか せいこ とがわ ようこ あんどう かずみ すずき とよこ

田中 誠子 戸川 陽子 安藤 和美 鈴木 豊子

まつむら さちこ とよなが よしえ きど まさこ かんの くみこ

松村 幸子 豊永 淑江 木戸 雅子 菅野 久美子

(鴨居) (ウィップ) (ファンタジー) (第二山下)
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