
【１部】
順位 メンバー構成
１位 江頭文江 江頭桜空 天野誠 天野珠里 山本拓馬 金田恵二 横浜由人
FINAL 田中蛍 川端葵衣 川端唯人 三浦尊石 伊藤輝 藤叶依子 谷澤安衣

２位 藍原憲弘 加藤祐一 榎木隼人 村越知広 弓田剛史 岸裕一 藍原彩
筋斗雲 千北純 加藤未来 浅利亜弥 川口芙美 瀬戸ひかる

３位 杉浦学 六反政和 海福雄一郎 海福亜矢子 原田章吾 下田涼子 笹谷真衣
ひまわり厚木 北郷慶秋 瀧澤駿 山内菜美子 中山歓奈 遠山宙

４位 齋藤皓一 大久保典史 内野紀之 小澤雄貴 新山田昇吾 岡部純季 古畑咲希
チームフリー 新山田南希

５位 青木智矢 吉本秀晴 上野悟史 阿部巧 熊倉佑 管康太 青木めぐみ
PREMIUM同好会 吉本恭子 阿部由佳 川原あず沙

６位 山形徹 畑中健佑 高野敦史 宮川摩七斗 伊藤穣 森宏樹 菊地憲至
MY STYLE 畑中美穂 宮川有紀 茨木由佳理 菊地穂香

【２部】
順位 メンバー構成
１位 石川裕嗣 佐久間敦 浅野良浩 山中健吾 小泉佑介 山城祐真 小泉みなみ
ウルトラビッグ 小室梨緒 田端真緒

２位 大友祐一 佐藤政勝 服部俊平 木村駿 斎藤航 小宮山亨 村崎誠
モーニングコーヒー 小島誠也 永田久寿 佐藤裕子 佐伯実穂 鈴木あゆみ 北條みずき 高橋明日香

原雅
３位 瀧澤直斗 冨永美名子 斉尾泰子 瀧澤愛美 光永暢宏 十時初 川村千咲
コーンポタージュ 片倉諒一

４位 阿部健一 阿部絵里香 平井素夫 森久保寛 森久保都 山内茶味 片岡里奈
Shake 四宮理沙 四宮喜平 加藤文教 森江孝一 福水一捺

５位 小嶋鷹宗 工藤有智 三上隆太郎 佐藤秀太 島村瞬 相川和輝 高田皓平
ピエロ 鈴木美帆 若宮亜里沙 明戸琴美 金子真弓 野本和泉 渡辺帆南 神尾夏海

６位 佐々木健吾 松浦信明 伊勢崎和也 相原哲治 西崎真史 岡田塁 福田翼
Brotherhood 松浦藍 岡田真由美 福田夏子 深井久乃 西崎香織

【３部】
順位 メンバー構成
１位 田村慎一 菅沼隼人 前田智裕 仲山清文 井口和清 赤澤友紀 山上梢
ぱるプンテ 前田真央 竹内鈴音 池上奈々子

２位 石川雅之 臼井彬 島田桃子 中村祐希子 内本佳希 宿野啓太 荻野秀哉
OGINO 杉野友香 川﨑望 陶山佳那

３位 小川聡 北島紳雄 中山朗 市川忠司 木下賢一 高橋秀和 樋口諭子
Poohちゃん 木下真弓 小川亜紀 市川真未佳

４位 藺藤孝一 和久井伸一 和久井明子 大和美和子 飯田愛 飯田智章 鈴木誉和
Z.B.C. 田渡夏菜 二見彩未 北山俊光 井上絵理奈

５位 河田尚磨 戸塚雅之 福村仁 市橋武 坂下宏伸 水内勇佑 三浦健太郎
ROBINS 山下史香 堀田和泉 原みゆき 小田垣千紘 米山優紀 下島真紀

６位 吉野一輝 渡辺智之 二階堂翔一 小池遥 加藤友実 釘屋友紀 小松みなみ
チーム新橋 山田圭菜 安部裕太

【４部】
順位 メンバー構成
１位 高橋清隆 茨木淳市 土田秀紀 和田真弓 品田明美 高橋千尋 佐藤聖
Takashow 鈴木知克 山上陽右 田原身友希 高橋さくら 高橋大河

２位 斉藤亮 中村元気 中村友文美 奥山祐輝 中村ひかる 加藤大希 鈴木亮佑
FLYING PENGUINS 向井夏希 永嶋一博 加藤なお 平岩香純 加藤拓也 加藤萌 仲眞翔

３位 福田恵 山下君枝 山下和樹 小泉良太 佐藤智章 花田菜摘 ケラハー幸子
クラウドナイン 安達大機 大崎恵夢 相原知規 岡部麻三子

４位 吉岡隆夫 小金澤琢 不動寺洋平 吉田大樹 橋口宙明 瀧川海 橋口滉平
SCRATCH 鴨宮主道 山田怜美 不動寺彩 長谷部さら 遠藤美咲 坂下明日香

５位 小林一樹 小林美智代 樋口祐樹 千田章裕 田所佑理佳 加藤美和子 鈴野さやか
クラブアフター 後藤明恵 鈴木玲於奈 木村真莉子

６位 栗田博 五十嵐良介 越川貴史 山村健太郎 中井輝久 井上慶一 井上咲子
NBC 今村陽子 高橋真奈美 井山利恵子 高田美由紀
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【５部】
順位 メンバー構成
１位 一色朗満 相田祐輔 川邊優一 福士賢 金澤拓矢 相田つぐみ 川邊明日香
厚木クラブ 白川恵美子 戸辺彩子

２位 堀俊二 大木弘久 中村直樹 早尻悠真 鈴木浩樹 鈴木雄大 小野祐樹
相川BC 鬼塚翔也 柴田涼悟 鈴木綾子 荒井加寿子 柴田のぞみ 小川結愛 加藤風結花

３位 吉田武信 磯部恭之 島崇 三條達也 山口勇人 野崎太郎 平林翔馬
イチモッツ女子大 磯部雅美 池亀志帆 福島芳美 森川羽衣音 清水柚里 若松美智子

４位 水野直杜 天野悠 渡辺亮太 後藤亜怜士 今淳平 水野薫子 天野歌織
羽翔 長谷川結香 田嶋結里花 加古菜摘

５位 佐藤康人 古川啓一 中村祐也 今井基之 村上和真 佐分圭佑 中村彩花
Reason 夏目紗希 栗田百合子 篠塚めぐみ 工藤小春

６位 松岡史朗 齋藤和憲 山田拓弥 松井和久 武幸宏 齋藤千鶴 馬場彩
荻野NS 谷古宇文子 松岡稚恵 石田雅信

【６部】
順位 メンバー構成
１位 関根耕一 坂巻吉則 北澄拓央 大藪俊祐 上之郷将志 石田夏海 上之郷美樹
BS2 鎌田万衣子

２位 永原稔之 牛尾友哉 篠原健太 目時潤也 岩田恭輔 太田真帆 児玉桃子
韋駄天 西村愛望 篠原菜南 若宮郁子

３位 高橋誠 五十嵐勝 金子忍 赤嶺隼人 木坂裕輝 大森弘理 中村有希
Team MSD 岸本智絵 藤森由紀乃 植木さやか 高田夏鈴

４位 秋澤靖子 増野栄治 五味裕一郎 叶成司 中根歩夢 吉田優佑 秋澤絵梨子
チャレンジャー

５位 飯島啓太 丹羽義和 石井直喜 鈴木康之 田口勇太 杉山誠 平松和真
サタモッツ女子高 佐藤優香 鵜家夏美 田所真衣 加藤大 森愛由美 柿島沙也華

６位 石川大祐 近藤卓弥 宍戸司 平田哲也 筒井友之 松原澪 佐々木和真
パンダース 青木貴子 市川由莉子 近藤美穂 東別府千華 日達研一

【７部】
順位 メンバー構成
１位 吉田英章 中川龍之介 吉田大祐 井上大地 林利典 林美貴 山口早稀
ギガデイン 中川夏美

２位 須藤宏明 鳥原浩二 爲田有香 大内天 大東美由紀 原田岳洋 櫻井みなみ
ヴァランチ 窪田果歩 杉田恵

３位 図師雅子 図師勇武 鈴木和馬 櫛田将貴 原佑樹 小内智之 遠藤元太
はねらぶ 遠藤美優 大橋明未 鈴木紗衣 秋澤昌子 菊池佑 齋藤有朋

４位 佐野友亮 高橋英徳 木村正法 佐竹壯太 廣田周一郎 中西裕太 舩渡川紗也
さぼてん 岸千尋 小山恵里奈 村岡京花

５位

６位

【シニア１部】
順位 メンバー構成
１位 田中宏明 梅川修 瀬戸健一 石橋太郎 吉井貴 加藤博 石井美貴子
翡翠 丸井はるみ 中村玲子 大川内京子

２位 本田謙一 林隆史 北村年彦 百上幸一郎 岩佐圭子 山口千恵子 田中広子
筋斗雲シニア 本橋紀予江

３位 村上勝 中野直仁 林雅之 荒井望 安芸保洋 高橋智尚 森川泰隆
ねねこクラブ 安田理英 鈴木芳美 中附友美 山口佳世子

４位 笹本英穂 三船剛 三沢忠輝 市川竜也 笠原徹 森直幸 及川泰樹
チーム新橋シニア 中井由美子 清水宏美 向井めぐみ 水島里穂奈

５位 齋藤高夫 江戸正英 福田千尋 茂戸藤まゆみ 丸山慶子 上川泰弘 尾崎真也
おぎのシニア 増原大介 永井勉 三ツ井友明 前田吉憲 黒沢優

６位 山本茂 田辺康宏 近藤洋一 蒔田清光 三谷聡 木頭一男 中島正親
インフィニティ 今吉信勝 劉珂 小林麗 天野義乃 内田千恵子 岩波和枝 東山雪

鈴木摩美



【シニア２部】
順位 メンバー構成
１位 水嶋恭子 井原康志 永川茂 小巻真由美 五十嵐ひとみ 橋本はるみ 星野芳博
クラブアフター２ 霜村敏夫 虫明朝美 虫明成生 藤原光寿 中村恵 塚林喜美子

２位 中尾荒野 福田和幸 石井智 藤間達也 廣野眞弘 江崎清 初沢清美
チームフリーシニア 櫻田真由美 金野由香 木村明子 隅田安希子 照屋雄太郎

３位 宮城正和 菅田直純 柴﨑貴司 河田賢治 阿辺和浩 岡村和博 松下義美
ROBINSシニア 平林譲二 宮城ます子 市橋まゆみ 工藤幸恵 田中智子 辻由紀子 柿崎俊恵

原由香 増田久美子 柴﨑玲実 君島ひろみ
４位 河輪憲二 熊埜御堂勉 榎本幸男 神野弘美 清水英二 松本昌江 篠塚美奈子
ウイング 篠塚圭太郎 比良真一 猪崎陽子 田野倉直美

５位 小室和浩 落合敦士 小泉和彦 齋藤雅也 鈴木勝博 鍛享子 姫野由美子
KKプリンセス 前原麻子 岸紀代 佐藤美和子

６位 岡村弘道 加藤一行 川口豊 中嶋雅史 宮川真哉 竹松祐子 岡村良子
新土曜会 塚田友美 近藤香織

【シニア３部】
順位 メンバー構成
１位 越川康明 鈴木雅文 川島明夫 鈴木健司 伊達明 木村加代子 柴崎加代
東建

２位 三浦篤 林和夫 瀬戸政明 安藤和実 本田英雅 石井忠幸 日浅功一
mic×mic×mic 高橋広美 犬童淑子 深澤麻由美 香西幸香 三国雄一

３位 臼井英治 滝澤秀正 渡辺謙一郎 吉井久美子 神崎義典 元山ふくよ 大谷昌規
ホワイトエンゼルス 大北由佳 石井真紀子 山口静雄 加藤正明 原田紀子

４位 勝木陽一 清澤輝彦 三橋峰雄 根村章雄 杉谷末広 東方良介 竹石兼一
ゆずりは 西岡嗣信 岩本奈保子 常盤悦子 三間綾子 大矢有紀江 東方弥生

５位 大附博之 小松崎康幸 近藤智 入江禎之 澤田英行 森本早苗 一色陽子
ピエロ☆シニア 小関由起子 植村和彦 安田美香 工藤正仁

６位 井口和美 村松早苗 関さえ子 藤川ともみ 安達紀美子 平本雅晴 水谷仁
荏子田ロケッツ 船山新 平本浩士 内田治子

【シニア４部】
順位 メンバー構成
１位 鎌田教勝 和田勝彦 渡辺靖 義澤茂雄 押山正巳 荒生敏也 橘川美香
D.C.T. 小室かおり 白石正子 中村尚子 有働街子

２位 中山美由紀 牧石公一 坂田里美 高橋泰典 加藤慎子 小川幸洋 小川加代子
玉川BC 桑原克昌 水永仁 橋本浩二 一関さおり 前原照次

３位 石原英明 森勝弘 内海大輔 架谷直史郎 原好和 酒井美智子 小林祐子
チーム新橋ミドル 友常美樹

４位 安西潤一 加藤誠 飯田憲史 加藤友行 荻野正史 伊藤勝 川口育彦
保土ケ谷ABCシニア 西山孝一郎 吉田ひとみ 山田典子 栗原亜紀 高野里美 深谷佐和枝

５位 只野詳二 鳥居幸美 斎藤秀樹 石谷研次 植松利収 近藤好之 小杉啓
おかぴょん 松井由美 長谷川すみれ 依田睦 植野暁子 植松真紀

６位 安田英信 斉藤克彦 藤岡祐太郎 佐々木好美 高橋一生 高橋章予 廣瀬貴之
ＡＶＡ 木川由貴子 塩田剛史 塩田志乃恵 大口暁子


