
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

やぎはし ひろし いしわた あつし なかむら まさき わたなべ みつあき

八木橋 洋 石渡 篤 中村 正樹 渡邊 光昭

ささき たく ほりえ とおる たかはし やすひろ つたき しゅうじ

佐々木 卓 堀江 徹 高橋 泰弘 津滝 修司

(長津田Ａ) (ＴＥＡＭ ＫＯ－ＫＩ) (長津田) (テルサＭＩＨＯ･長津田)

やすだ こうじ おかざき かずひろ のだ あきひろ かわさき けいた

安田 幸司 岡崎 和弘 野田 章弘 川崎 慶太

おおいし かずひろ かとう ひろし たかはし けんじ いとう やすお

大石 和広 加藤 博 高橋 賢治 伊藤 康雄

(十二天) (エスケープ･日南) (山下) (長津田)

やえがし きんや いいじま ふじお さいとう ひでなり たむら かずお

八重樫 欣也 飯島 富士夫 斎藤 秀成 田村 和男

こだに きよし なかの よしお いいづか こうじ たけやま ゆうじ

小谷 清史 中野 義雄 飯塚 幸二 竹山 裕司

(エスケープ) (テルサＭＩＨＯⅡ･テルサＭＩＨＯ) (十二天) (テルサＭＩＨＯⅡ･鴨居Ｂ)

かたうけ けんいち すいつ のぶひこ こばやし かん かたくら まさみち

片受 健一 水津 信彦 小林 完 片倉 昌充

とりい ゆきみ むらやま みつお やと たかし もろいし くにひこ

鳥居 幸美 村山 満夫 谷戸 隆司 諸石 邦彦

(山下) (長津田) (日南) (エスケープ)

とがし まさみ とどころ しんいちろう すぎやま くにひろ たなか おさむ

冨樫 征見 外處 慎一郎 杉山 郡啓 田中 修

たけい としお いしい ひろし こめの たかお いまい せいじろう

竹井 敏男 石井 洋 米納 隆雄 今井 誠二郎

(鴨居Ｂ) (シャッフル･オールディーズ) (第二山下) (竹山)

かとう まちこ いけだ あやか ほそい りょうこ にしら なおこ

加藤 真知子 池田 絢香 細井 涼子 西羅 直子

ささき なおこ のぐち ひろこ いとう いづみ いけがめ しほ

佐々木 尚子 野口 寛子 伊藤 いづみ 池亀 志穂

(テルサＭＩＨＯ･長津田Ａ) (バグッシュ) (長津田Ａ) (日南Ａ)

あいざわ さやか おかだ みか おおたに もとこ なかざわ まきこ

相澤 綾香 岡田 美香 大谷 素子 中澤 真貴子

すずき あやこ ふじい ちえ かみさか きよみ たきがみ みゆき

鈴木 綾子 藤井 千恵 神坂 清美 滝上 美幸

(テルサＭＩＨＯ･ファンタジー) (ウィップ) (十二天) (ウィップ)

うちだ みつよ わたなべ ちあき やまぐち のりこ ながやす ゆみこ

内田 光世 渡辺 千明 山口 則子 永安 由美子

ばでん しょうこ まつお るみ かんの くみこ ますもと みえ

馬殿 昌子 松尾 留美 菅野 久美子 増本 美江

(スカイブルー) (第二山下) (第二山下) (シャッフル)

あんどう まさこ わだ まきこ

安藤 昌子 和田 牧子

みしま えみこ もり れいこ

三島 恵美子 森 玲子

(オールディーズ･ファンタジー) (ファンタジー)

４０男子複

４５男子複

５０男子複

６０男子複

３０Ａ女子複

３０Ｂ女子複

４５女子複

５０女子複
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３０男子複


