
平成２８年度各種大会ベスト８

順位と種目 1 2 3 3 5 5 5 5

ダブルス男子一般 小泉勇紀・山本涼太朗 笠井雅弘・大場崇範 福佐英士・村本茂 堀　隆・山本和広 河合孝治・川合誠太郎 田中亮・田辺雅次 北澤俊治・岡田篤

ダブルス男子５０歳

ダブルス女子一般 髙橋和子・森川尚子 髙橋隆子・大井美由紀 安部晶子・中村優子 清水礼子・丸山和代 高橋靖子・吉田優子 森本けい子・栗原優子 三浦直子・藤井朗子 石井文子・林美香

ダブルス女子５０歳

ミックス一般 笠井雅弘・髙橋和子 尾形永日・尾形典子 安部健志・安部晶子 今野義弘・勝又純子 上田仁・中谷春奈 川合誠一郎・田中麻理 小泉勇紀・丸山和代

ミックス５０歳以上 中村秀樹・梅田夏美 大串幸生・大串祐子 遠藤正代吉・遠藤俊子

窪田杯男子一般 笠井雅弘・齋藤周平 高橋泰洋・田村賢人 川上政彦・北村清文 竹原直幸・山田浩司 大場崇範・疋田直之 中村泰章・中村元紀 小泉勇紀・山本涼太郎

窪田杯男子５０歳 酒井康英・中野康之 大場義男・江川清 西村哲夫・有沢敏朗 鈴木淳一・不破茂

窪田杯女子一般 髙橋和子・森川尚子 安部晶子・中村優子 佐藤亜紀・中澤千世 松下千恵子・ｘｘｘｘｘｘ 奈良佳己・芝田陽子 小川由紀子・甲田恵美 小林愛子・川島芳江

窪田杯女子５０歳 高橋靖子・大高千鶴子 勝又純子・加治木和子

男子シングルスＡ 笠井雅弘 高木直樹 廣瀬優 小島敬介

男子シングルスＢ 山上大州 阿部雄飛 本橋孝章 小井沼裕二 西河秀則 岡田一徳

女子シングルス 森川尚子 入舟由佳 和田順子 丸山和代 山下弓子 金子麗華

区男子Ｄ一般 山本涼太朗・賀川雄太 浅野俊介・町田祐介 山西光宏・高柳祐治 立見友二・宇津木裕之 樋口誠貴・高橋祐介 鵜飼和利・瀬川宙 川合誠一郎・本橋孝章 堀内雄二・田村明典

区男子Ｄ５０ 大場義男・江川清 髙畠義彦・松ヶ崎勝博 田辺雅次・田中亮 田中光男・相馬浩明 尾嵜康秀・塙史典 田鎖賢人・高橋昇 太田光洋・鈴木政広

区男子Ｓ 浦田雄二 笠井雅弘 小島敬介 落合裕貴 並川宏和 中村泰章 高木直樹 小井沼裕二

区女子Ｄ一般 新井玲子・松下千恵子 石井文子・林美香 髙橋隆子・大井美由紀 高橋靖子・井本悠紀 秦亜紀・牧元美奈子 甲田恵美・小川由紀子 宗像悦子・好田美香 小林愛子・川島芳江

区女子Ｄ５０ 田島ミハル・井上真美 松本喜久代・篠崎真澄 池田みづえ稲田須美子 大場富佐江・池田夏美

区女子Ｓ 森川尚子 田中真美 渡邊加奈子 和田順子 入舟由佳 丸山和代 安部晶子 窪田かほる

区ミックス 村岡誠・村岡喜代美 秋本満・菅野保子 大串幸生・大串祐子 遠藤正代吉・遠藤俊子 原山大樹・佐藤貴子 小泉吉広・小泉洋子 鈴木邦男・鈴木裕子 鵜澤俊博・鵜澤恵子

春ＯＰ男子ビギナー

春ＯＰ女子ビギナー

春ＯＰ男子一般

春ＯＰ女子一般



平成２７年度各種大会ベスト８

順位と種目 1 2 3 3 5 5 5 5

ダブルス男子一般 立見友二・岩井勇策 幸村智之・西川浩正 高木康裕・松浦規久哉 村本茂・福佐英士 江口穣・廣瀬優 我妻輝政・柴田重範 川合誠一郎・本橋孝章

ダブルス男子５０歳

ダブルス女子一般 高城美恵・藤本万莉子 中村優子・安部晶子 髙橋隆子・大井美由紀 髙橋和子・青山裕子 中村美和・坂本宏美 鈴木郷子・松本葉子 新井玲子・下津要子 田中麻理・山本るみ

ダブルス女子５０歳

ミックス一般 山瀬純平・宮坂舞 浅野俊介・佐藤亜紀 児玉潤・丸山和代 和田誠・和田順子 笠井雅弘・高橋和子 大場崇範・大井美由紀

ミックス５０歳以上 山村孝之・新井玲子 中村秀樹・荒幡真由美 遠藤正代吉・遠藤俊子 大串幸生・大串祐子 鈴木淳一・金田久美子

窪田杯男子一般 齋藤周平・大野豊 高木康裕・松浦規久哉 工藤祐太・北村清文 河合孝治・川合誠一郎 小泉勇紀・樋口誠貴 小口泰巨・大場崇範 本橋孝章・桑原和夫 田口昌寛・江口穣

窪田杯男子５０歳 大場義男・江川清 酒井康英・中野康之 瀬戸宰・安齋正郷 鈴木淳一・不破茂

窪田杯女子一般 髙橋隆子・大井美由紀 髙橋和子・青山裕子 下野要子・新井玲子 丸山和代・園井裕子 大高千鶴子・吉田優子 本多紀子・清水礼子 甲田恵美・小川由紀子 中村優子・安部晶子

窪田杯女子５０歳 松本喜久代・篠崎真澄 栗坂範子・池田夏美 勝又純子・圓谷あつこ 中村美和・高橋靖子

男子シングルスＡ 笠井雅弘 田村賢人 渡邊祥平 猪俣哲 根市勉 河合孝治 堀内一宏

男子シングルスＢ 高木直樹 山本和広 富田嘉文 鎌田一希 中村泰章 津田知輝 岡本浩明 清水旬人

女子シングルス 藤本万莉子 丸山和代 和田順子 佐藤亜紀 山城亜由美 松本喜久代 金子麗華

区男子Ｄ一般 浅野俊介・宮田純雄 上原俊樹・松田裕之 幸村智之・西川浩正 片山英明・和田守 田村賢人・高橋泰洋 上田実寛・高澤淳一 我妻輝政・柴田重範 中村元紀・中村秀樹

区男子Ｄ５０ 中根良光・山村孝之 大場義男・江川清 髙橋勲・安齋正郷 酒井康英・中野康之 西村哲之・坂井隆行 早野秀和・糸井正信 水野隆・野口政幸 髙畠義彦・松ヶ崎勝博

区男子Ｓ 岩井勇策 浦田雄二 疋田直之 白井一男 山上大州 根岸英雄 新堀昌仁 角谷敏彦

区女子Ｄ一般 安部晶子・中村優子 髙橋隆子・大井美由紀 下津信子・瀬川好江 高野知子・大村裕子 新井玲子・松下千恵子 秦亜紀・秋元美奈子 千野千加子・八原喜久子 樋口厚子・奥田千鶴子

区女子Ｄ５０ 松本喜久代・篠崎真澄 小林愛子・深澤元美 中村美和・坂本宏美 栗坂範子・池田夏美

区女子Ｓ 藤本万莉子 入舟由佳 和田順子 園井裕子 高木悦子 浅賀方子 丸山和代

区ミックス 小口奏巨・加藤薫 小川幸治・住田ユカリ 秋本満・菅野保子 秋山勝幸・矢田部希代子 遠藤正代吉・遠藤俊子 遠藤茂・勝又純子 原俊昭・原美奈

春ＯＰ男子ビギナー 今野義弘・島貫卓 長澤吉高・中村卓哉

春ＯＰ女子ビギナー 宗像悦子・好田美香 浅賀公子・山本香里 神原ゆか・芦田宣子

春ＯＰ男子一般 笠井雅弘・齋藤周平 大場崇範・疋田直之 秋本満・保坂広 石川敬一・田村賢人 西河秀則・山田浩司

春ＯＰ女子一般 髙橋隆子・大井美由紀 佐藤亜紀。中澤千世 千葉裕子・勝又純子 田中麻理・丸山和代



平成２６年度各種大会ベスト８

順位と種目 1 2 3 3 5 5 5 5

ダブルス男子一般 山口貴浩・田中繁明 大塚隆宏・立見友二 川合誠一郎・河合孝治 我妻輝政・柴田重範 小泉勇紀・児玉潤 安部健志・齋藤周平 西河康則・矢島宏之

ダブルス男子５０歳

ダブルス女子一般 髙橋和子・青山裕子 大村裕子・高野知子 丸山和代・松浦節子 秋本順美・伊澤恵子 田中麻理・山本るみ 安部晶子・中村優子 髙橋隆子・大井美由紀
千野千加子・八原喜久
子

ダブルス女子５０歳

ミックス一般 大場崇範・大井美由紀 平井昭・田中亜妃子 和田守・和田順子 金田光弘・中尾昌代 野崎浩司・松永美穂 本橋孝章・山本るみ 髙橋泰洋・伊澤恵子

ミックス５０歳以上 山村孝之・秋本順美 泉　馨・深澤元美 中村秀樹・荒幡真由美 疋田達夫・勝又純子

窪田杯男子一般 笠井雅弘・齋藤周平 上田鉄明・江口穣 田口昌寛・和田守 遠藤茂・田平征太郎 川合誠一郎・本橋孝章

窪田杯男子５０歳 秋本満・保坂広 中村秀樹・疋田達夫 本橋久夫・紋川保夫 松尾俊幸・小林英夫

窪田杯女子一般 丸山和代・藤本万莉子 髙橋隆子・大井美由紀 安部晶子・中村優子 田中麻理・山本るみ 園井裕子・吉田優子 菅野保子・佐藤絶子 髙橋和代・青山裕子 小林愛子・深澤元美

窪田杯女子５０歳 竹内年子・舘寿三枝 松本喜久代・勝又純子 島崎喜久江・秋本順美

男子シングルスＡ 駒井恵太 田村賢人 笠井雅弘 田口昌寛 根市勉 立見友二 酒井康英 相馬浩明

男子シングルスＢ 大野豊 廣瀬優 堀内一宏 安部健志 坂下友也 田中亮 西村哲夫 高木直樹

女子シングルス 藤本万莉子 山本美帆 金子麗華 柴田梨恵子 須田美紀 藤井朗子 三浦直子 高木悦子

区男子Ｄ一般 高橋泰洋・田村賢人 小泉勇紀・児玉潤 大塚隆宏・立見友二 浅野太一・浅野俊介 笠井雅弘・堀内一宏 疋田直之・兵頭武英 柴田重範・我妻輝政 本橋孝章・桑原一男

区男子Ｄ５０ 大場義男・江川清 酒井康英・中野康之 髙橋勲・瀬戸宰 疋田達夫・増田久徳 水野隆・野口政幸 江口和行・古川孝司 田崎久男・田村敦生紀 深野延樹・下川哲也

区男子Ｓ 宮田純雄 岩井勇策 齋藤周平 浦田雄二 成田智久 山上大州 永井愼哉 山本和広

区女子Ｄ一般 髙橋和子・青山裕子 大村裕子・高野知子 森本けい子・栗原優子　 山中まどか・窪田かほる 柴田梨恵子・冨田恵未 田島ミハル・上野澄香 高橋隆子・大井美由紀 佐藤亜紀・中澤千世

区女子Ｄ５０ 勝又純子・千葉裕子 渡辺寿重・大野恵子 荒幡真由美・中村和子 高津恵子・佐藤よし江

区女子Ｓ 藤本万莉子 丸山和代 高木悦子 園井裕子 水谷裕子 福井梨江

区ミックス 鈴木邦男・鈴木裕子 紋川保夫・竹内年子 吉田孝行・大高千鶴子 秋本満・菅野保子 寺門隆・寺門恵子 高橋智・吉田智子 山田和仁・山田厚子 大串幸生・大串祐子

春ＯＰ男子ビギナー

春ＯＰ女子ビギナー

春ＯＰ男子一般 並川宏和・村山登志美 加藤泰規・三浦清隆

春ＯＰ女子一般 藤田由紀・笹尾めぐみ 須田美紀・小俣由美子


