
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

はまじ けい やぎはし ひろし まえのはら ひろむ たむら たかあき

浜路 圭 八木橋 洋 前之原 拓夢 田村 貴明

わくい しんいち ささき たく くろだ しょうへい まちだ ゆうき

和久井 伸一 佐々木 卓 黒田 祥平 町田 佑樹

(横浜市役所･湘南フライングシャトラーズ) (長津田Ａ) (日立ソリューションズ) (Ｔ．Ｐ．Ｍ)

いしかわ まさあき しまむら しゅん くすや たかし のむら しゅうへい

石川 正明 島村 瞬 楠谷 崇 野村 周平

いしかわ ひろゆき おくい まさや せきぐち ひろかづ いのうえ たかふみ

石川 泰之 奥井 雅也 関口 宗賢 井上 隆文

(希望クラブ) (かむらっど) (Ａｍｉｇｏ) (スポ愛)

なかやま きよひさ かたうけ けんいち たちばな たけひろ ひらかわ まさゆき

仲山 清久 片受 健一 橘 雄大 平川 真之

なかやま きよふみ かどがみ たけし たむら そうたろう いとう しゅん

仲山 清文 門上 剛士 田村 聡太郎 伊藤 駿

(フリー) (山下･テルサＭＩＨＯⅡ) (一般) (一般)

よこお しんのすけ えむら のりよし たけやま  ゆうじ いえだ じろう

横尾 信之介 江村 徳義 竹山 裕司 家田 治朗

よこお のぶゆき はしもと ごう たむら かずお あるが りょう

横尾 信行 橋本 剛 田村 和男 有賀 涼

(宮上ハイクリアーズ) (徳洲会病院) (鴨居Ｂ･テルサＭＩＨＯⅡ) (ＧＴＭ)

たかだ しんじ あんどう よしあき

高田 慎治 安藤 喜章

たがわ ゆうじ よねや たかし

田川 裕二 米屋 隆

(ビリケン) (オールディーズ)

いしかわ かのこ かとう まちこ うちみつ わかな あらい かよこ

石川 華乃子 加藤 真知子 内満 若菜 荒井 佳代子

むろい ひとみ ささき なおこ こまつ あや ひぐち さとこ

室井 瞳 佐々木 尚子 小松 亜耶 樋口 諭子

(Ｔ．Ｐ．Ｍ) (テルサＭＩＨＯ･長津田Ａ) (竹山) (日南Ａ･シェイク)

いまとう すえこ ほんじょ じゅんこ

今任 季子 本庶 純子

うちだ なおみ ふじおき てるえ

内田 直美 藤沖 輝恵

(山下) (シャッフル)

いまとう すえこ きくち みほ こばやし みえこ

辻井 優香 菊池 美穂 小林 三枝子

うちだ なおみ ごとう しほ いいじま ようこ

辻井 真澄 後藤 史帆 飯島 洋子

(ポッチャリー’Ｓ) (ブラックモンブラン) (ＣＳＦ)

にしやま よしこ いまい のりこ よこやま ゆきこ

西山 良子 今井 典子 横山 有希子

ひょうどう ちえ にしづか まさこ かみさか きよみ

兵頭 千絵 西塚 雅子 神坂 清美

(おｈｙｏさん) (ミント･ウイングス) (十二天)

さとう かずみ あきもと ももこ さかい のりこ

佐藤 和美 秋元 百子 酒井 紀子

こさの ゆかり かく さとこ しなの あきこ

小佐野 由か里 加来 聡子 科埜 暁子

(レインボークラブ) (ＭＢＣ) (おｈｙｏさん)
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