
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

ささき たく のぐち ひろかず おかもと かずや

佐々木 卓 野口 裕和 岡本 和也

やぎはし ひろし みつはし つかさ こんどう かずや

八木橋 洋 三橋 司 近藤 和也

(ぎんなん会･新撰組) (バグッシュ) (ラッキー･富岡クラブ)

みやたに よしひろ きしだ しょうたろう やぐち りょう のだ あきひろ

宮谷 義浩 岸田 翔太郎 矢口 竜 野田 章弘

もり やすゆき しやま ゆうき こみね まさしろ いながき ひろのぶ

森 泰之 司山 優希 小峯 昌城 稲垣 広宣

(フリー) (常勝軍団) (ＭＯＷ４８) (フリー･山下ＢＣ)

すがや しゅうへい いわきり あきひこ かけはし まさのぶ かたうけ けんいち

菅谷 周平 岩切 明彦 掛橋 将信 片受 健一

すえ しょう あらい てつろう いけなが ひろかず ほどしま けんすけ

須恵 捷 荒井 哲郎 池永 浩二 程島 健介

(常勝軍団) (常勝軍団) (オールディーズ) (山下ＢＣ)

はらだ まさてる なかの よしお おざき しんや うすい けんいち

原田 正輝 中野 義雄 尾崎 真也 臼井 健一

すざき ともや たむら かずお しもくり ひろゆき ひらまつ いちろう

須崎 智也 田村 和男 下栗 寛行 平松 一郎

(ＭＯＷ４８) (テルサＭＩＨＯ･テルサＭＩＨＯⅡ) (ソニー厚木) (テルサＭＩＨＯ･横浜消防)

はやしだ まさひろ いえだ じろう たかべ ひさたか いで ひさお

林田 将宙 家田 治朗 高部 久孝 井出 久雄

いのくち ゆうじ やまがた ひであき キム チュンドン みよし まさゆき

井ノ口 勇次 山形 秀明 金 充東 三好 雅之

(小雀) (ガンナーズ) (鴨居ＢＣ･フリー) (ＰＡＤ)

あしかわ まゆ むとう あゆみ いまとう すえこ

芦川 まゆ 武藤 亜侑美 今任 季子

はまうず なぎさ なかがわ ゆか なかむら れいこ

浜渦 渚 中側 由佳 中村 玲子

(バグッシュ) (バグッシュ) (山下ＢＣ)

すずき うたこ とうじょう けいこ いわさ しょうこ

鈴木 詩子 東條 恵子 岩佐 祥子

やまぐち ゆりえ こまつ あや もんま さやか

山口 友里江 小松 亜耶 門真 清夏

(常勝軍団) (竹山) (常勝軍団)

ひらこ れいこ たきがみ みゆき よねざわ みお いわさき まちこ

平子 玲子 滝上 美幸 米澤 美緒 岩崎 真知子

みしま えみこ おかだ みか うちのう さなえ たなべ のりこ

三島 恵美子 岡田 美香 内納 早苗 田辺 紀子

(ファンタジー) (ウィップ) (常勝軍団) (テルサＭＩＨＯ)

かんだ さなえ わきもと ひろみ のあみ あや

神田 早苗 脇本 浩美 野網 礼

ならき みか あまの えりこ ほしもと あいみ

楢木 美香 天野 恵理子 星本 愛実

(常勝軍団) (シャンティックＢＣ) (マーキュリーＢ．Ｃ．)

たぐり りつこ いなも かな ふくち かよこ

田栗 律子 稲毛 果菜 福地 佳代子

いいの じゅんこ くまがい あやか むらた しゅうこ

飯野 淳子 熊谷 亜弥香 村田 周子

(フリー) (横浜薬科大学) (フリー)
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