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年　度 回　数
優　勝 所　属 準優勝 所　属 優　勝 所　属 準優勝 所　属

森本　薫 松田優耕 石黒以津子 大橋順子
和田健一 松岡一二 渡瀬和子 小宮敬子
松岡一二 大谷佳信 大橋順子 石黒以津子

大木孝之 井沢孝允 小宮敬子 渡瀬和子
森本　薫 日和佐政信 大橋順子 石黒以津子

和田健一 堀江靖信 小宮敬子 宮部京子
青木良一 中野孝一 大橋順子 千野国子
松田優耕 小笠原康夫 小宮敬子 酒井泰子
大塚信行 花島　徹 石黒以津子 小宮敬子
平峯信一郎 綾部修一 宮部京子 永山みち江

山口　栄 新井良雄 石黒以津子 小宮敬子
鳥居政雪 吉野　剛 宮部京子 永山みち江

大塚信行 荻原雄一 岡本京子 青木亜希子

福井誠司 　 渡辺 只隈悦子 境　芳子
大塚信行 水内　毅 岡本京子 青木宏子
福井誠司 河原田弘 只隈悦子 境　ヨシ子
大塚信行 福井誠一 KYOKOSEGI 小笠原砂代子

  大野日出男 吉野　剛 上之洋子 横山初恵
　木村 大塚信行 　青木宏子 村上公子

福井誠司 吉野　剛 　池上公子 樋川美恵子

吉野　剛 青木良一 林　まき江 村上公子
福井誠司 佐藤　修 広田孝子 池上とし子

吉野　剛 大塚信行 村上公子 林　まき江
福井誠司 大野日出男 池上とし子 青木宏子
大塚信行 吉野　剛 伊藤寿江 柳川五月
大野日出男 福井誠司 北家　泉 渡辺みつえ

吉野　剛 小松田慎二 北家　泉 村上公子
福井誠司 小松田 誠 金子恒子 池上とし子

七野俊和 大塚信行 樋川美恵子 森村寿子
丹野大樹 大野日出男 伊藤博子 板井佳子
七野俊和 嶋田健太郎 早川真理子 高橋明美
丹野大樹 上田千億 池上とし子 川崎悦子
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野口　剛 嶋田健太郎 村上公子 山下博子
福井誠司 上田千億 池上とし子 小山ふじ
野口　剛 須藤　周 村上公子 高橋明美
福井誠司 鈴木　剛 池上とし子 川崎悦子
須藤　周 野口　剛 佐伯京子 福山富代

竹田健一郎 　福井誠司 加藤れいこ 柴田厚子
山内　卓 須藤　周 鈴木和子 高橋明美
茂出木 匡 伊沢健一 真坂まさ子 大西とし子

須藤　周 井片　純 福山富代 岸田恵子
伊沢健一 中谷明彦 柴田厚子 村石恵子
春田　晶 吉留　健 福山富代 ダイヤモンド 岸田恵子
石川純一 野口　剛 柴田厚子 ファーストテニス 村石恵子
吉留　健 小泉次夫 坂井由美子 山崎恵津子

野口　剛 市川新二 萩生田亜友美 佐藤亜衣子

鈴木　昇 藍田浩幸 只隈悦子 ダイヤモンド 武下弘子
角田隆一 今井信一 萩生田亜友美 フリー 植松正美
山内　卓 川瀬　智 只隈悦子 ダイヤモンド 生田才子 ファーストテニス

飯島貴徳 今宿洋二 萩生田亜友美 フリー 中野圭子 座間ハイツ
山内　卓 加々美努 井野由佳子 角田恵子
飯島貴徳 金岡高弘 石田啓子 多治川栄子

小山孝史 鈴木　剛 生田才子 ファーストテニス 岡野恵美生

鈴木信也 花里甲紀 中野圭子 座間ハイツ 岡野智矢子

飯島貴徳 鈴木　昇 柴田厚子 菱山冨美枝

市野　穣 角田隆一 渡辺文江 丸山智子
鈴木　剛 飯島貴徳 竹内　泉 野上富子
花里甲紀 市野　穣 津島　泉 兼子園恵
飯島貴徳 会田拓史 竹内　泉 北原絵美
市野　穣 藍田浩幸 津島　泉 北原真央
飯島貴徳 鈴木　剛 渡辺文江 西村玲奈
市野　穣 花里甲紀 生田才子 浅見恵子
飯島貴徳 鈴木　剛 西村玲奈 北原絵美
市野　穣 花里甲紀 浅見恵子 北原真央
飯島貴徳 橋田直樹 竹内　泉 西村玲奈
市野　穣 森　信 津島　泉 浅見恵子
市野　穣 高橋妙朗 山本裕美 菱山冨美枝

木下真祐央 田端志光 日吉麻実 香川美知子
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小笠原景介 会田拓史 横松布美枝 角田恵子
深澤典生 藍田浩幸 菱山富美枝 花田雅美
小笠原景介 大塚貴裕 角田恵子 横松布美枝

深澤典生 山下和博 花田雅美 菱山富美枝
小笠原景介 座間市役所 高橋妙朗 横松布美枝 田中文江
深澤典生 FTC・Z 田端志光 菱山富美枝 横山悦子

小笠原景介 座間市役所 会田拓史 大友歌子 北崎志穂子
深澤典生 FTC・Z 川口翔平 宮崎祐子 猪井章子

Strong Z Strong Z FTC・Z

MDTC フリー Strong Z26 第36回

座間市役所 Strong Z フリー

27 第37回

28 第38回

第35回25 フリー

座間市役所 Strong Z フリー

フリー


