
10/13大風通過に伴い、集合時間を以下の様に変更いたします。

10月13日
   女子１部、女子２部           9:00 ⇒ 10:00
   男子105才                   14:00 ⇒ 15:00

10月27日
   男子１部、男子２部、女子95才 9:00
   女子１１５才                11:00
   男子３部                    12:00



２０１９年度

第７２回練馬区民体育大会

バドミントン競技

男子　１部　複
女子　１部　複
男子　２部　複
女子　２部　複
男子　３部　複
女子　９５歳以上　複
男子　１０５歳以上　複
女子　１１５歳以上　複

日　時　：　２０１９年１０月１３日（日）　 ＡＭ　９：００～
２０１９年１０月２７日（日）　 ＡＭ　９：００～

会　場　：　練馬区立総合体育館　　℡　０３－３９９５－２８０５

主　催　：　練馬区

　　　　　　公益社団法人練馬区体育協会

主　管　：　練馬区バドミントン協会



大会役員

会 長 練 馬 区 長 前 川 燿 男

顧 問 練 馬 区 議 会 議 長 上 野 ひ ろ み

顧 問 練 馬 区 議 会 副 議 長 宮 原 よ し ひ こ

顧 問 公 益 社 団 法 人 練 馬 区 体 育 協 会 会 長 髙 橋 和 実

顧 問 練 馬 区 教 育 委 員 会 教 育 長 河 口 浩

副 会 長 練 馬 区 地 域 文 化 部 長 小 金 井 靖

副 会 長 公 益 社 団 法 人 練 馬 区 体 育 協 会 副 会 長 横 山 茂 樹

副 会 長 公 益 社 団 法 人 練 馬 区 体 育 協 会 副 会 長 大 野 正 次

参 与 練 馬 区 バ ド ミ ン ト ン 協 会 会 長 今 来 サ キ

委 員 長 練 馬 区 ス ポ ー ツ 振 興 課 長 吉 川 圭 一

副 委 員 長 公益社団法人練馬区体育協会代表理事 石 川 正 子

委 員 練 馬 区 バ ド ミ ン ト ン 協 会 副 会 長 高 山 文 雄

委 員 練 馬 区 バ ド ミ ン ト ン 協 会 理 事 長 佐 藤 光 明



大  会  役  員

競　技　役　員

総 務 部 長 大 平 ヒ サ

競 技 役 員 長 吉 野 宏 米 山 孝 二

審 判 長 平 田 京 子 矢 野 圭 典

会 計 担 当 本 山 浩 関 口 早 苗

進行・記録・受付・シャトル・救護担当

中 村 永 毛 利 満 里 子 塩 澤 は る み

鈴 木 眞 知 子 瀧 澤 香 代 菅 家 佐 智 子

正 田 章 二 岩 本 豊 峯 岸 康 史

小 林 恭 子 仲 田 雅 俊 正 田 好 子



区民大会開催趣旨
大会を通じて、広く区民の間にスポーツを普及振興させ、区民生活をより健全に、
より豊かに充実させるとともに、あわせて区民の連帯を強めることを目的とする。

注意事項
大会運営上の注意
１．選手は各自の試合開始予定時刻の90分前までに会場に到着し、直ちに本部の受付へ届け

出てください。（受付開始は午前8:50より）
２．大会運営上試合時刻やコートの変更等があると思いますので、本部のアナウンスにご注

意ください。
３．準備体操を充分に行い、怪我のないようにしてください。
４．競技中の事故については応急処置は主催者において行いますが、以後の責任は負いませ

ん。
５．試合前の練習は原則として時間をとって有りませんが、前の試合が終了してから次の試

合の審判用紙が来るまでの間に練習してください。
６．会場の準備にご協力ください。

７．フロアーでの応援は壁側でお願いいたします。(コート間での応援は不可）
ただし、第2コートは第6コートとの間での応援を認めます。

競技上の注意
１．試合開始のコールが行われてから５分以内に指定のコートに集合しないチームは棄権と

します。
２．主審１、サービスジャッジ１、線審２の形で試合を行います。
３．主審及びサービスジャッジはそのコートの前試合の敗者チームが行います。
４．線審は原則としてそのコートの前試合の勝者が行います。
５．各コートの１試合目の審判は、各試合日によりそのコートの２巡目あるいは３巡目の試

合の選手が行います。
６．敗者戦を行いますので棄権される方は本部までご連絡ください。

７．試合結果の審判用紙はその試合の敗者の方が本部の審判長席までお持ちください。
  使用したシャトルはシャトル係の席にお返しください。

審判上の注意
１．改訂の日本バドミントン協会競技規則に則って行います。
２．得点は、２１点３ゲームマッチ ラリーポイント制で行います。
３．インターバルについて特にローカルルールはありません。
    11ポイントでは60秒以内、ゲーム間では120秒以内のインターバルを取れます。
    審判台にタイマーを置いてありますのでこの時間を計測して進行してください。

体育館使用上の注意
１．ロビー・廊下・観覧席など競技場以外の場所で練習をしないでください。
２．競技場内は土足厳禁です。
３．飲食喫煙は指定の場所で行ってください。
４．貴重品は、身につけるかロッカーに入れてください。
５．退館の際には、紙屑等の後始末をしてください。



タイムテーブル

10月13日 丸数字は敗者戦

   コート
時間 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

1 2 3 4 5 6 7 8

９：３０ 2LW1 2LW2 2LW3 2LW4 2LW5 2LW6 2LW7 2LW8
9 10 11 12 13 14 15 16

２ 2LW9 2LW10 2LW11 2LW12 2LW13 2LW14 2LW15 2LW16
17 18 19 20 21 22 23 24

３ 2LW17 2LW18 2LW19 2LW20 2LW21 2LW22 2LW23 1LW1
25 26 27 28 29 30 31 32

４ 1LW2 1LW3 1LW4 2LW24 2LW25 2LW26 2LW27 2LW28
33 34 35 36 37 38 39 40

５ 2LW29 2LW30 2LW31 2LW32 2LW33 2LW34 2LW35 2LW36
41 42 43 44 45 46 47 48

６ 2LW37 2LW38 2LW39 2LW① 2LW② 2LW③ 2LW④ 2LW⑤
49 50 51 52 53 54 55 56

７ 2LW⑥ 2LW⑦ 2LW⑧ 2LW⑨ 2LW⑩ 2LW⑪ 1LW5 1LW6
57 58 59 60 61 62 63 64

８ 1LW7 1LW8 1LW9 1LW10 1LW11 1LW12 1LW13 1LW14
65 66 67 68 69 70 71 72

９ 1LW15 1LW16 1LW17 1LW18 1LW19 1LW20 1LW① 1LW②
73 74 75 76 77 78 79 80

１０ 2LW40 2LW41 2LW42 2LW43 2LW44 2LW45 2LW46 2LW47
81 82 83 84 85 86 87 88

１１ 2LW⑫ 2LW⑬ 2LW⑭ 1LW21 1LW22 1LW23 1LW24 1LW25
89 90 91 92 93 94 95 96

１２ 1LW26 1LW27 1LW28 1LW③ 1LW④ 1LW⑤ 1LW⑥ 1LW⑦
97 98 99 100 101 102 103 104

１３ 1LW⑧ 1LW⑨ 105MW1 105MW2 105MW3 105MW4 2LW48 2LW49
105 106 107 108 109 110 111 112

１４ 2LW50 2LW51 1LW29 1LW30 1LW31 1LW32 105MW5 105MW6
113 114 115 116 117 118 119 120

１５ 105MW7 105MW8 105MW① 105MW② 2LW52 2LW53 1LW33 1LW34
121 122 123 124 125

１６ 105MW9 105MW10 105MW③ 2LW54 1LW35
126

１７ 105MW11

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５
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女子１部複

      さとう･かわぞえ       くによし･さとう

      たかはし･さとう       あさの･おおた

      はやし･たかはし       えがわ･しみず

      なかだ･みなみ       やました･しまざき

      いかり･はせがわ       てと･ほしの

      あじさか･じんの       みうら･いしい

      ながさわ･やまね       はまだ･たかやま

      よこい･みつはし       みどりかわ･ましやま

      あかい･まえの       ふくい･ながおか

      こじま･こむら       すがわら･まつもと

      みかみ･いしだ       いのうえ･まつもと

      おち･くるまだ       さかい･くぼた

      ふじもと･きりはた       しおざわ･しげおか

      やまざき･うえむら       あかぎ･ひらき

      つちや･なみき       かとう･やなせ

      たかはし･きたやま       すげの･かさはら

      あらい･おおもり       はった･はやし

      きりゅう･まえおか       きたもり･よねざわ

敗者戦

 1 佐藤･川添 (アローズ) 

(アイリス) 

(南大泉) 

(ウィングス) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

(スパークル) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(練馬クラブ) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

(fragile･一般) 

(泉新サークル) 

(イーグル) 

(練馬クラブ) 

(WELCOME) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

(ピュア) 

(アイリス) 

(YANOX) 

(グリーン企画) 

(ウィングス) 

(関町小ＰＴＡ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(ヤマなみんＣ) 

(一般･個人) 

(練馬クラブ) 

(アローズ) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(EXCEL) 

(練馬クラブ) 

(秋羽クラブ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(fragile) 

(WELCOME) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

 2 高橋･佐藤 

 3 林･高橋 

 4 仲田･南 

 5 錠･長谷川 

 6 鯵坂･甚野 

 7 永澤･山根 

 8 横井･三橋 

 9 赤井･前野 

10 小島･古村 

11 三上･石田夏 

12 越智･車田 

13 藤本･桐畑 

14 山崎･植村 

15 土屋･並木 

16 高橋･北山 

17 新井･大森 

18 桐生･前岡 

19 國吉春･佐藤 

20 浅野･太田 

21 江川･清水 

22 山下･島崎 

23 手戸･星野 

24 三浦･石井 

25 濱田･高山 

26 緑川･増山 

27 福井･長岡 

28 菅原･松本直 

29 井上･松本 

30 酒井･窪田 

31 塩澤･重岡 

32 赤木･平城 

33 加藤･簗瀬 

34 菅野･笠原 

35 八田･林 

36 北森･米澤 
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女子２部複

      いしかわ･いずみ       もり･ひらいわ

      しみず･いわや       いそべ･はが

      かとう･ほそかわ       なごや･あさみ

      こばやし･なかた       よしはら･くぼ

      さとう･いなむら       ひきま･なかやま

      くによし･しんどう       くらさわ･いまむら

      あしだ･きのうち       しんざと･まつうら

      すぎもと･たなか       さかい･すずき

      いのうえ･なかがわ       とみやま･べっしょ

      だん･なるかわ       せいそ･こいずみ

      えのもと･むらた       おおい･かもと

      やまだ･もり       せきぐち･しばた

      あらき･       たかぎ･あさみ

      わたや･あおやま

敗者戦

 1 石川･和泉 (ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 

(アイリス) 

(ﾎﾜｲﾄﾗｰｸｽ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(スパークル) 

(南大泉) 

(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(春日ｸﾗﾌﾞ･ 

         個人) 

(練馬クラブ) 

(秋羽ｸﾗﾌﾞ･ 

      B.Fｸﾗﾌﾞ) 

(泉新ｻｰｸﾙ･ 

      石台ﾚｯﾂ) 

(みずほクラブ) 

(FPシャトルズ) 

(練馬クラブ) 

(WELCOME) 

(南大泉) 

(ｳｨﾝｸﾞｽ･一般) 

(サンクス) 

(中村小ＰＴＡ) 

(スパークル) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(泉新ｻｰｸﾙ･ 

   練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(GRAND_LINE) 

(ピュア) 

(学園シャトル) 

(ｻﾝｸｽ･ｱｲﾘｽ) 

(グリーン企画) 

 2 清水･岩谷 

 3 加藤･細川 

 4 小林み･中田 

 5 佐藤裕･稲村 

 6 國吉･進藤 

 7 芦田･木野内 

 8 杉本･田中 

 9 井上･中川 

10 旦･生川 

11 榎本･村田 

12 山田成･森留 

13 荒木･住田 

14 森･平岩 

15 磯部･羽賀 

16 名古屋･浅見 

17 葭原･久保愛 

18 引間･中山 

19 倉澤･今村 

20 新里･松浦 

21 酒井･鈴木 

22 富山･別所 

23 西祖･小泉 

24 大井･加本 

25 関口･柴田 

26 高木･阿佐美 

27 綿谷･青山 
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女子２部複

      あさおか･くさま       みながわ･たなか

      はやし･おだぎり       にわ･しもじょう

      きくち･たけうち       もり･たけうち

      なかごめ･しげなり       しみず･いわもと

      あべ･かとう       たかい･でむら

      むらかみ･あがた       やまがみ･いまい

      おおかわ･やまだ       うえの･くるまたに

      みかの･なかむら       やたがい･かわしま

      うちぼり･ながい       すぎの･たなか

      くどう･かねこ       いわもと･かわい

      あさい･みなみ       すえなが･やぶた

      のま･いけなが       ふこうの･なかまた

      なかむら･ありよし       ふじの･たかはし

      たまむし･こせの       うちだ･まつまる

敗者戦

28 浅岡･草間 (EXCEL) 

(秋羽クラブ) 

(学園シャトル) 

(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 

(みずほｸﾗﾌﾞ･ 

     春日ｸﾗﾌﾞ) 

(ゆｰばｰｸﾗﾌﾞ) 

(中村小ＰＴＡ) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(Seven_Ciel) 

(スパークル) 

(ﾎﾜｲﾄﾗｰｸｽ) 

(練馬クラブ) 

(ウィングス) 

(サンクス) 

(泉新サークル) 

(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(スパークル) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(アイリス) 

(ｸﾞﾘｰﾝ企画･ 

        Dash!) 

(WELCOME) 

(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 

(学園スイング) 

(練馬クラブ) 

(羽球会) 

(学園シャトル) 

(南大泉) 

29 林･小田桐 

30 菊地･竹内 

31 中込･重成 

32 安部尚･加藤 

33 村上･縣 

34 大川･山田 

35 三甲野･中村 

36 内堀･永井 

37 工藤･金子 

38 浅井･南 

39 野間･池永 

40 中村･有吉 

41 玉虫･小瀬野 

42 皆川･田中 

43 丹羽･下條 

44 森･武内 

45 清水･岩本 

46 高井･出村 

47 山上･今井 

48 上野･車谷 

49 八谷･川島 

50 杉野･田中 

51 岩本･河井 

52 末永･薮田 

53 深野･仲俣 

54 藤野･高橋 

55 内田･松丸 
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男子105才複

      はしもと･なかだ       こいずみ･くまがい

      さとう･いわもと       やまざき･たなか

      あさの･いしの       わたなべ･てらだ

      あおぬま･たかはし       こばやし･きたがわ

      たかやま･やまぐち       しみず･あおき

      なかやま･かわぐち       ふくだ･うんの

敗者戦

 1 橋本･仲田 (ﾔﾏなみんC･ 

       ｳｨﾝｸﾞｽ) 
(しぇいくはんず･ 

   大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 

(グリーン企画) 

(Dash!) 

(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(アローズ) 

(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 

(ｼｬﾄﾙｽﾞ･一般) 

(ﾔﾏなみんC･ 

       ｳｨﾝｸﾞｽ) 

(グリーン企画) 

(ウィングス) 

(早宮クラブ) 

 2 佐藤･岩本 

 3 浅野哲･石野 

 4 青沼･高橋 

 5 高山･山口 

 6 中山･河口 

 7 小泉･熊谷 

 8 山崎･田中義 

 9 渡部･寺田 

10 小林成･北川 

11 清水満･青木 

12 福田浩･雲野 

 1 
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 6 

 9 

11  
10  

7  

8  

3  

4  

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

① 

② 

③ 
（          ） 

（          ） 

1/1 
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タイムテーブル

10月27日 丸数字は敗者戦

   コート
時間 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

1 2 3 4 5 6 7 8

９：３０ 2MW1 2MW2 2MW3 2MW4 2MW5 2MW6 2MW7 2MW8
9 10 11 12 13 14 15 16

２ 2MW9 2MW10 2MW11 2MW12 2MW13 95LW1 95LW2 95LW3
17 18 19 20 21 22 23 24

３ 1MW1 1MW2 1MW3 1MW4 1MW5 1MW6 1MW7 1MW8
25 26 27 28 29 30 31 32

４ 2MW14 2MW15 2MW16 2MW17 2MW18 2MW19 2MW20 2MW21
33 34 35 36 37 38 39 40

５ 2MW① 2MW② 2MW③ 2MW④ 2MW⑤ 2MW⑥ 95LW4 95LW5
41 42 43 44 45 46 47 48

６ 95LW6 95LW7 95LW8 95LW9 95LW10 95LW11 95LW① 1MW①
49 50 51 52 53 54 55 56

７ 1MW9 1MW10 1MW11 1MW12 115LW1 1MW② 1MW③ 1MW④
57 58 59 60 61 62 63 64

８ 2MW22 2MW23 2MW24 2MW25 2MW⑦ 95LW12 95LW13 95LW14
65 66 67 68 69 70 71 72

９ 95LW15 95LW② 95LW③ 95LW④ 95LW⑤ 115LW2 115LW3 115LW4
73 74 75 76 77 78 79 80

１０ 115LW5 3MW1 3MW2 3MW3 1MW13 1MW14 2MW26 2MW27
81 82 83 84 85 86 87 88

１１ 95LW16 95LW17 115LW6 115LW7 115LW① 115LW② 3MW4 3MW5
89 90 91 92 93 94 95

１２ 3MW① 3MW② 1MW15 2MW28 95LW18 115LW8 3MW6

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５
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男子１部複

      こばやし･もりかわ       むらもと･わたなべ

      いとう･ありさわ       こばやし･やまざき

      にしざわ･さとう       さいとう･せき

      かとう･よしざき       しょうだ･みねぎし

      さとう･まつお       にしかた･ふるいち

      ますぶち･かとう       おおしお･すずき

      おおた･おがわ       なかの･きのした

      おとよし･みかみ       まつた･おかだ

敗者戦

 1 小林･森川 (ポテマヨ) 

(一般) 

(YANOX) 

(WELCOME) 

(WELCOME) 

(グリーン企画) 

(YANOX･茜ｸﾗﾌﾞ) 

(fragile) 

(YANOX) 

(ｸﾞﾘｰﾝ企画･ 

        EXCEL) 

(WELCOME･ 

        YANOX) 

(個人) 

(YANOX) 

(WELCOME) 

(ウィングス) 

(WELCOME･ 

      fragile) 

 2 伊東･有澤 

 3 西澤･佐藤 

 4 加藤･吉崎 

 5 佐藤宣･松尾 

 6 増渕･加藤 

 7 太田･小川 

 8 音吉･三上 

 9 村本･渡邊 

10 小林成･山崎 

11 齋藤･関 

12 正田･峯岸 

13 西片･古市 

14 大塩･鈴木 

15 中野･木下 

16 松田･岡田 

 1 

 2 

 3 

 4 

5 

6 

7 

8 

 9 

10  

13 
15 

11 

12 

14 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

① 

② 

③ 

④ 

1/1 
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男子２部複

      いとう･よしもと       ･かつべ

      はらだ･おの       さとう･みずたに

      はらだ･こやま       たなか･たかべ

      のざき･すけなが       しらいし･ほどづか

      よねづか･えだ       いとう･みやなが

      ･       わたなべ･いとう

      おおまさ･ひろせ       わたなべ･なかだ

      ほしの･ふじはら       こばやし･なかじま

      よしだ･たかはし       やまだ･いしかわ

      なかじま･すずき       なかね･

      やの･くらさわ       かわさき･すぎもと

      おおの･たきぐち       ささがわ･かわぐち

      きたむら･うつのみや       まつもと･こだかり

      いわもと･もとはし       つちた･もりかわ

      あさの･つのだ

 1 伊東孝･由元 (杏) 

(練馬高) 

(光が丘) 

(WELCOME) 

(一般) 

(FPシャトルズ) 

(春日ｸﾗﾌﾞ･ 

    ｸﾞﾘｰﾝ企画) 

(ピュア) 

(上北小) 

(練馬高) 

(アローズ) 

(GRAND_LINE) 

(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ･ 

      石台ﾚｯﾂ) 

(グリーン企画) 

(FPシャトルズ) 

(しぇいくはんず･ 

    学園ｽｲﾝｸﾞ) 

(練馬高) 

(グリーン企画) 

(光が丘) 

(茜クラブ) 

(ﾔﾏなみんC･ 

       ｳｨﾝｸﾞｽ) 

(アローズ) 

(上北小) 

(FPシャトルズ) 

(早宮ｸﾗﾌﾞ･ 

     春日ｸﾗﾌﾞ) 

(グリーン企画) 

(ピュア) 

(杏) 

 2 原田翔･小野 

 3 原田･小山 

 4 野崎･助永 

 5 米塚･江田 

 6 高村･赤星 

 7 大政･廣瀬 

 8 星野･富士原 

 9 吉田･高橋 

10 中島･鈴木琉 

11 矢野･倉澤 

12 大野･滝口 

13 北村･宇都宮 

14 岩本･本橋 

15 浅野哲･角田 

16 浜知･勝部 

17 佐藤･水谷浩 

18 田中･高部 

19 白石･程塚 

20 伊藤･宮永 

21 渡邉･伊藤 

22 渡部･仲田 

23 小林良･中島 

24 山田･石川 

25 中根･馬場 

26 川崎･杉本 

27 笹川･河口 

28 松本･小鷹狩 

29 土田･森川 

 1 

 2 

 3 

14 

15 

22 

 4 

 5 

16 

26 

23 

 6 

17 

 7 

28 

8 

10 

11 

9 

12 

13 

20 

18 

19 

21 

24 

25 

27 

(            ) 

(            ) 
① 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

(            ) 

 敗者戦 

⑤ 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

1/1 
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男子３部複

      なかやま･さいとう       やすの･いなだ

      しみず･しげなり       とみい･よしむら

      あきば･にしたに       くさま･いけだ

      いしだ･はやし

敗者戦

 1 中山･斎藤 (アローズ) 

(ウィングス) 

(Seven_Ciel) 

(ヤマなみんＣ) 

(上北小) 

(一般) 

(グリーン企画) 

 2 清水満･重成 

 3 秋葉･西谷 

 4 安野･稲田 

 5 冨井雅･吉村 

 6 草間･池田正 

 7 石田･林 

 1 
 4 

 6 
5 

2 

3 

（          ） 

（          ） 
① ② 

（          ） 

（          ） 

1/1 
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女子95才複

      はまだ･わたなべ       しみず･よしはら

      すぎの･しが       たなか･おち

      ひらき･おおしま       よこい･でむら

      そめた･きりはた       なかじり･いぬばば

      つちや･たけなか       もり･いずみ

      もりもと･たなか       ひゅうが･さいとう

      さかい･くぼた       みなみ･なかむら

      なみき･あしだ       いそべ･はが

      えがわ･なかだ       みうら･そねだ

      すみ･いけうち

敗者戦

 1 濱田･渡部 (ヤマなみんＣ) 

(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ･ 

      石台ﾚｯﾂ) 

(秋羽クラブ) 

(イーグル) 

(WELCOME) 

(みずほｸﾗﾌﾞ･ 

     泉新ｻｰｸﾙ) 

(EXCEL) 

(WELCOME･ 

   練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 

(ウィングス) 

(ウィングス) 

(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ･ 

     泉新ｻｰｸﾙ) 

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 

(羽球会) 

(みずほｸﾗﾌﾞ･ 

      ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 

(秋羽クラブ) 

(ウィングス) 

(WELCOME) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(ｸﾞﾘｰﾝ企画･ 

        ｱﾛｰｽﾞ) 

 2 杉野･志賀 

 3 平城･大島 

 4 染田･桐畑 

 5 土屋･竹中 

 6 森本･田中 

 7 酒井･窪田 

 8 並木･芦田 

 9 江川･仲田 

10 清水･葭原 

11 田中･越智 

12 横井･出村 

13 中尻･犬馬塲 

14 森隆･和泉 

15 日向･斎藤 

16 南･中村 

17 磯部･羽賀 

18 三浦･曽根田 

19 角･池内 

 1 2 

3 

 4 

 5 

 6 

12  

13  

16  

8 

9 

10 

11 

14  

15  

17 

18  

 7 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

④ 

⑤ 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

（          ） 

① 

② 

③ 

1/1 
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女子115才複

      しおざわ･ひらいわ       ふくい･すえなが

      なかやま･さいとう       たなべ･さかぐち

      たかやま･こまつ       にしもと･こめいぢ

      まつむら･みかの       あべ･こいずみ

      たなべ･つるた

敗者戦

 1 塩澤･平岩 (練馬クラブ) 

(ラディッシュ) 

(イーグル) 

(Ｂ．Ｆクラブ) 

(ゆｰばｰｸﾗﾌﾞ) 

(練馬クラブ) 

(B.Fｸﾗﾌﾞ･ 

        EXCEL) 

(秋羽クラブ) 

(GRAND_LINE) 

 2 中山･斎藤 

 3 高山･小松 

 4 松村･三甲野 

 5 田辺･鶴田 

 6 福井･末永 

 7 田辺･阪口 

 8 西本･古明地 

 9 阿部･小泉 

 1 

 2 

 3 

 6 
 8 

7  

4  

5 

（          ） 

（          ） 
① ② 

（          ) 

（          ) 

1/1 
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昨年の入賞者

種目 第１位 第２位 第３位 第３位

ＭＳ 宇賀神 崇行 (WELCOME) 佐分 圭佑 (WELCOME) 松尾 馨 (WELCOME) 三上 悠 (fragile)

ＬＳ

ＭＤ 佐分 圭佑 (WELCOME) 小林 歩 (ポテマヨ) 石崎 渉 (ポテマヨ) 関谷 優 (fragile)

区 １部 宇賀神 崇行 (WELCOME) 森川 政人 (ポテマヨ) 平澤 雄太 (一般) 岡田 昌泰 (fragile)

ＬＤ 福本 楓子 (YANOX) 川添 祐子 (アローズ) 北森 寛子 (ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 國吉 春菜 (YANOX)

１部 神宮 沙耶香 (YANOX) 池内 由美子 (アローズ) 山田 裕美子 (ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 諸橋 静香 (YANOX)

ＭＤ 菅野 寛之 (WELCOME) 小森 武翔 (実践学園) 内田 拓 (実践学園) 増田 輝 (実践学園)

民 ２部 近藤 史貴 (WELCOME) 都築 風馬 (実践学園) 鈴木 陸穏 (実践学園) 山本 花生 (実践学園)

ＬＤ 下岡 舞衣 (WELCOME) 石川 久美子 (中村小ＰＴＡ) 草野 千春 (秋羽クラブ) 高橋 由美子 (ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ)

２部 下岡 結衣 (WELCOME) 寺田 光栄 (WELCOME) 照井 真貴子 (秋羽クラブ) 竹内 嘉直子 (ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ)

ＭＤ 河口 祐介 (一般)

体 ３部 佐藤 玄基 (一般)

ＬＤ 並木 晶 (WELCOME) 中山 眞美 (ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 勝海 浩子 (サンクス) 高木 美希 (サンクス)

３部 竹中 道子 (WELCOME) 足立 久美子 (みずほクラブ) 岩本 有紀子 (学園スイング) 河井 麻子 (学園スイング)

ＭＤ

育 ４部

ＬＤ 青木 江里子 (泉新サークル)

４部 熊坂 智子 (泉新サークル)

ＭＤ 森川 豪 (グリーン企画) 浅野 哲也 (グリーン企画)

大 95才 北川 伸一 (グリーン企画) 松野 茂 (グリーン企画)

ＬＤ 江川 美香 (ウィングス) 森本 美和 (向山小) 池内 由美子 (アローズ) 濱田 由美子 (ヤマなみんＣ)

95才 葭原 葉子 (ウィングス) 森 隆子 (みずほクラブ) 角 英里奈 (グリーン企画) 渡部 智恵子 (ヤマなみんＣ)

ＭＤ 仲田 雅俊 (ウィングス) 福田 浩司 (ウィングス)

会 105才 橋本 栄 (ヤマなみんＣ) 横山 賢二 (春日クラブ)

ＬＤ 春日 純子 (春日クラブ) 曽根田 睦代 (Ｂ．Ｆクラブ) 長谷部 澄栄 (豊玉南小PTA) 森 隆子 (みずほクラブ)

105才 加藤 京子 (春日クラブ) 三浦 ちか (Ｂ．Ｆクラブ) 清水 富士子 (豊玉南小PTA) 斎藤 和枝 (レインボー)

ＭＤ 橋本 栄 (ヤマなみんＣ) 田中 英之 (グリーン企画)

会 115才 渡部 久之 (ヤマなみんＣ) 高辻 正人 (グリーン企画)

ＬＤ 藤本 雅子 (イーグル) 甚野 木織 (ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 菅野 貴子 (GRAND_LINE) 永井 園子 (ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)

115才 染田 俊江 (イーグル) 塩澤 はるみ (練馬クラブ) 小泉 千香 (GRAND_LINE) 中田 万里子 (ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)

Ｍix 小林 歩 (ポテマヨ)

１部 中井川 美奈 (ポテマヨ)

Ｍix 荒川 憲司 (WELCOME) 西片 康博 (YANOX) 平嶋 慶大 (WELCOME) 鈴木 亮佑 (WELCOME)

２部 坪井 花寿美 (一般) 國吉 春菜 (YANOX) 古 千晶 (WELCOME) 下岡 舞衣 (WELCOME)

Ｍix 小島 修 (グリーン企画) 関口 嘉 (一般)

95才 星野 美江子 (ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 新山 真由美 (一般)

Ｍix 仲田 雅俊 (ウィングス) 太田 満 (南大泉)

105才 仲田 睦子 (ウィングス) 太田 悦子 (南大泉)

Ｍix 渡部 久之 (ヤマなみんＣ) 新田 英夫 (ピュア)

115才 渡部 智恵子 (ヤマなみんＣ) 藤本 雅子 (イーグル)
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過去の成績（男子ダブルス）
３部複は昭和６３年度までは初心者の部。    ４０歳以上複は昭和６３年度までは３５歳以上、平成７年度からは合計９５歳以上
５０歳以上複は昭和６３年度までは４５歳以上、平成７年度からは合計１０５歳以上
年度 回次 男子１部複 男子２部複 男子３部複 男子４部複 男子４０歳以上複 男子５０歳以上複 男子１１５歳以上複
56 34 無し 無し 無し

57 35 無し 無し 無し

58 36 小林(春日クラブ) 加藤(春日クラブ) 無し 無し
春日(春日クラブ) 長谷川(春日クラブ)

59 37 小林(春日クラブ) 田中(埼玉富士見高) 無し 高田(春日クラブ) 望月(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 無し
村田(一般) 宮本(埼玉富士見高) 久野(春日クラブ) 樋口(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ)

60 38 小林(春日クラブ) 長岩(ﾌｯﾄﾌｫﾙﾂ) 横(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 無し 新田(春日クラブ) 永田(上北小) 無し
新田(春日クラブ) 藤井(ﾌｯﾄﾌｫﾙﾂ) 高辻人(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 木村(春日クラブ) 佐藤(上北小)

61 39 正田(一般） 横(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 前田(東亜学園) 無し 新田(春日クラブ) 平田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 無し
小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 高樋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 竹井(東亜学園) 木村(春日クラブ) 前田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)

62 40 小林(春日クラブ) 高橋(慈恵医大) 沢井(早宮) 無し 星野(ｱﾛｰｽﾞ) 平田(南大泉) 無し
等々力(春日クラブ) 岡田(慈恵医大) 泉谷(早宮) 森本(南大泉) 前田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)

63 41 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 田中(埼玉富士見高OB) 島田(ｱﾛｰｽﾞ) 無し 星野(ｱﾛｰｽﾞ) 高田(春日クラブ) 無し
小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 吉野(埼玉富士見高OB) 鳥井(ｱﾛｰｽﾞ) 森本(南大泉) 加藤(春日クラブ)

H1 42 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 藤井(ﾌｯﾄﾌｫﾙﾂ) 伊藤(ﾌｧﾐﾘｰ) 無し 浅野(ABC) 佐藤(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 無し
小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 桂川(ﾌｯﾄﾌｫﾙﾂ) 佐藤(ﾌｧﾐﾘｰ) 栗田(ABC) 浅野(ABC)

H2 43 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 矢野(ｱﾛｰｽﾞ) 小泉(早宮) 無し 浅野(ABC) 永田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 無し
小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 渡辺(ｱﾛｰｽﾞ) 藤岡(早宮) 栗田(ABC) 佐藤(ABC)

H3 44 宇田川(ABC) 森本(ｱﾛｰｽﾞ) 辻(一般) 無し 高辻人(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 佐藤(ABC) 無し
曽根(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 森本(ｱﾛｰｽﾞ) 山本(一般) 高樋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 高田(ABC)

H4 45 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 吉川(春日クラブ) 畠谷(ﾌｧﾐﾘｰ) 無し 高田(春日クラブ) 無し 無し
高辻樹(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 田口(早宮) 有馬(ﾌｧﾐﾘｰ) 久野(春日クラブ)

H5 46 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 武中(早宮) 小森(ｽﾜﾝBC) 無し 上岡(一般) 高田(春日クラブ) 無し
小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 林(早宮) 長谷川(ｽﾜﾝBC) 久保田(一般) 渥美(ｱﾛｰｽﾞ)

H6 47 新田(春日クラブ) 本橋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 小畑(練馬STA) 無し 高樋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 渥美(ｱﾛｰｽﾞ) 無し
正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 倉田(一般) 川島(練馬STA) 森川健(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 菊地(ﾋﾟｭｱ)

H7 48 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 高橋(平成新鮮組) 石原(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 無し 浅野(ＡＢＣ) 渥美(アローズ) 無し
正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 伊藤(平成新鮮組) 浜口(南大泉) 森川健(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 高田(春日クラブ)
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年度 回次 男子１部複 男子２部複 男子３部複 男子４部複 男子９５歳以上複 男子１０５歳以上複 男子１１５歳以上複
H8 49 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 前田(ＷＩＮ) 深沢(仲町) 無し 春日(春日クラブ) 星野(アローズ) 無し

正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 斉藤(ＷＩＮ) 宝田(仲町) 久野(春日クラブ) 渥美(アローズ)
H9 50 千葉(春日クラブ) 江川(ウィングス) 大西(一般) 無し 浅野(ＡＢＣ) 浅野(ＡＢＣ) 無し

渡辺(春日クラブ) 加藤(ウィングス) 石川(一般) 栗田(ＡＢＣ) 高田(春日クラブ)
H10 51 中澤(個人) 藤田(アローズ) 石田(一般) 無し 春日(春日クラブ) 星野(アローズ) 無し

大越(個人) Andrew(アローズ) 田村(一般) 久野(春日クラブ) 鳥井(アローズ)
H11 52 千葉(春日クラブ) 先崎(一般) 小泉(個人) 無し 高田(春日クラブ) 浅野(ＡＢＣ) 無し

渡辺(春日クラブ) 福川(一般) 山田(個人) 春日(春日クラブ) 栗田(ＡＢＣ)
H12 53 千葉(春日クラブ) 新田(ピュア) 坂本(石台小ﾌｧﾐﾘｰ) 無し 久富(春日クラブ) 久野(春日クラブ) 無し

渡辺(春日クラブ) 宝田(ピュア) 大根(石台小ﾌｧﾐﾘｰ) 新田(ピュア) 新田(ピュア)
H13 54 千葉(春日クラブ) 栗田(ＥＸＣＥＬ) 濱田(アローズ) 西(アトムズ) 久富(春日クラブ) 久野(春日クラブ) 無し

渡辺(春日クラブ) 平尾(ＥＸＣＥＬ) 長南(アローズ) 大西(アトムズ) 新田(ピュア) 新田(ピュア)
H14 55 中澤(ＷＩＮ) 辻(Viva_Eagles) 柴田(まゆみ) 無し 久富(春日クラブ) 久富(春日クラブ) 無し

小木(ＷＩＮ) 山本(Viva_Eagles) 佐藤(一般) 新田(ピュア) 新田(ピュア)
H15 56 柴原(JEROME) 越智(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 李(エンデバー) 無し 新田(ピュア) 米山(アローズ) 無し

藤野(JEROME) 浦野(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 村上(エンデバー) 西野(ピュア) 渥美(アローズ)
H16 57 森本(アローズ) 小見(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 猪木(練馬ｼｬｲﾝﾋﾙｽﾞ) 無し 星野(アローズ) 米山(アローズ) 無し

河口(アローズ) 立野(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 石井(練馬ｼｬｲﾝﾋﾙｽﾞ) 米山(アローズ) 渥美(アローズ)
H17 58 中澤(ＷＩＮ) 加藤(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 小河原(中村小ＰＴＡ) 無し 新田(ピュア) 鎌本(南大泉) 無し

清水(ウィングス) 川口(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 村川(中村小ＰＴＡ) 西野(ピュア) 岩波(南大泉)
H18 59 中嶋(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 園部(実践学園) 小宮山(上北小) 無し 新田(ピュア) 春日(春日クラブ) 無し

杉本(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 高柳(実践学園) 西沢(上北小) 西野(ピュア) 加藤(春日クラブ)
H19 60 中澤(ＷＩＮ) 小椚(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 米山(アローズ) 無し 新田(ピュア) 米山(アローズ) 鎌本(南大泉)

山崎(ＷＩＮ) 関谷(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 米山(アローズ) 西野(ピュア) 吉野(アローズ) 岩波(南大泉)
H20 61 峯岸(個人) 高江(アローズ) 登那木(シャトルズ) 無し 春日(春日クラブ) 米山(アローズ) 星野(アローズ)

小澤(一般) Andrew(アローズ) 酒井(シャトルズ) 福田(早宮クラブ) 星野(アローズ) 西山(アローズ)
H21 62 森川(ポテマヨ) 坂本(春日クラブ) 大橋(杏) 無し 矢野(アローズ) 新田(ピュア) 森川(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ)

小林(ポテマヨ) 安部(春日クラブ) 和泉(杏) 児玉(アローズ) 西野(ピュア) 新田(ピュア)
H22 63 中澤(ＷＩＮ) 福島(実践学園) 市川(OZ) 無し 矢野(アローズ) 新田(ピュア) 栗田(ＡＢＣ)

山崎(ＷＩＮ) 吉田(実践学園) 清水(OZ) 児玉(アローズ) 西野(ピュア) 熊谷(ＡＢＣ)
H23 64 栗田(ＥＸＣＥＬ) 小池(fragile) 小林(WELCOME) 無し 仲田(ウィングス) 米山(アローズ) 西山(アローズ)

宮澤(ＥＸＣＥＬ) 畑野(fragile) 田中(WELCOME) 福田(ウィングス) 西山(アローズ) 深山(アローズ)
H24 65 高橋(ポテマヨ) 岩井(ヤマなみんＣ) 宇佐見(学園シャトル) 無し 河口(アローズ) 米山(アローズ) 西山(アローズ)

星(チーム実践) 篠田(ヤマなみんＣ) 飯島(学園シャトル) 田口(アローズ) 西山(アローズ) 矢野(アローズ)
H25 66 石崎(ポテマヨ) 小泉(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 末永(一般) 無し 矢野(アローズ) 矢野(アローズ) 西山(アローズ)

高橋(ポテマヨ) 小田野(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 森川(一般) 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 高田(アローズ) 矢野(アローズ)
H26 67 高橋(ポテマヨ) 木下(グリーン企画) 尾﨑(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 無し 田口(アローズ) 西山(アローズ) 米山(アローズ)

冷牟田(ポテマヨ) 前岨(グリーン企画) 小西(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 河口(アローズ) 矢野(アローズ) 西山(アローズ)
H27 68 高橋(ポテマヨ) 松野(グリーン企画) 清水(ウィングス) 無し 田中(グリーン企画) 江川(ウィングス) 米山(アローズ)

冷牟田(ポテマヨ) 吉田(グリーン企画) 田中(一般) 北川(グリーン企画) 加藤(ウィングス) 西山(アローズ)
H28 69 高橋(ポテマヨ) 坂田(WELCOME) 山田(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 無し 森本(アローズ) 西山(アローズ) 米山(アローズ)

冷牟田(ポテマヨ) 増渕(WELCOME) 山田(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 藤田(アローズ) 森本(アローズ) 西山(アローズ)
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年度 回次 男子１部複 男子２部複 男子３部複 男子４部複 男子９５歳以上複 男子１０５歳以上複 男子１１５歳以上複
H29 70 峯岸(個人) 古市(Dash!) 無し 無し 河口(アローズ) 藤田(アローズ) 米山(アローズ)

正田(グリーン企画) 堀内(Dash!) 佐々木(アローズ) 橋本(ヤマなみんＣ) 西山(アローズ)
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過去の成績（女子ダブルス）
３部複は昭和６３年度までは初心者の部｡   ４０歳以上複は昭和６３年度までは３５歳以上、平成７年度からは合計９５歳以上
５０歳以上複は昭和６３年度までは４５歳以上、平成７年度からは合計１０５歳以上
年度 回次 女子１部複 女子２部複 女子３部複 女子４部複 女子４０歳以上複 女子５０歳以上複 女子１１５歳以上複
56 34 無し 無し 無し

57 35 無し 無し 無し

58 36 白倉(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し 無し
芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ)

59 37 白倉(練馬ｸﾗﾌﾞ) 鈴木淑(秋羽クラブ) 無し 白倉(練馬ｸﾗﾌﾞ) 大宮(ｺｽﾓ) 無し
芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 明石(秋羽クラブ) 芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 石井(ｺｽﾓ)

60 38 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 田中(学園ｼｬﾄﾙ) 中島(光が丘) 無し 白倉(練馬ｸﾗﾌﾞ) 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
大野(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 島村(学園ｼｬﾄﾙ) 加藤(光が丘) 津村(ﾌｧﾐﾘｰ) 大平(練馬ｸﾗﾌﾞ)

61 39 春日(春日クラブ) 下田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 田村(早宮) 無し 白倉(練馬ｸﾗﾌﾞ) 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 和田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 泉谷(早宮) 芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 西尾(練馬ｸﾗﾌﾞ)

62 40 春日(春日クラブ) 保坂(一般) 野本(ｱｲﾘｽ) 無し 芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 白倉(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 及川(一般) 松本(ｱｲﾘｽ) 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 大平(練馬ｸﾗﾌﾞ)

63 41 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 唐木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 落合(ｻﾝｸｽ) 無し 芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 白倉(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
古内(ﾌｯﾄﾌｫﾙﾂ) 村川(一般) 水沢(ｻﾝｸｽ) 塩澤(練馬ｸﾗﾌﾞ) 大平(練馬ｸﾗﾌﾞ)

H1 42 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 鈴木淑(秋羽クラブ) 内藤(南大泉) 無し 鈴木淑(秋羽クラブ) 行川(ｲｰｸﾞﾙ) 無し
古内(ﾌｯﾄﾌｫﾙﾂ) 明石(秋羽クラブ) 片山(南大泉) 明石(秋羽クラブ) 寺本(ｲｰｸﾞﾙ)

H2 43 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 大平(練馬ｸﾗﾌﾞ) 松添(ｻﾝｸｽ) 無し 大平(練馬ｸﾗﾌﾞ) 行川(ｲｰｸﾞﾙ) 無し
林(ｱﾛｰｽﾞ) 相川(練馬ｸﾗﾌﾞ) 内藤(ｻﾝｸｽ) 相川(練馬ｸﾗﾌﾞ) 高田(ｲｰｸﾞﾙ)

H3 44 西野(練馬ｸﾗﾌﾞ) 内藤(淑徳巣鴨) 湯田(大泉ｳｪﾙﾈｽ) 無し 高田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ) 栗野(淑徳巣鴨) 小谷沢(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 渥美(練馬ｸﾗﾌﾞ) 西尾(練馬ｸﾗﾌﾞ)

H4 45 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 明石薫(ｱﾛｰｽﾞ) 高橋(ｼｰｶﾞﾙｽ) 無し 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 西尾(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
下村(一般) 長谷川(ｱﾛｰｽﾞ) 小橋(ｼｰｶﾞﾙｽ) 寺島(練馬ｸﾗﾌﾞ) 塚原(練馬ｸﾗﾌﾞ)

H5 46 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 森田(ｽﾜﾝBC) 古見(羽球会) 無し 鈴木淑(秋羽クラブ) 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
渡辺(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 成道(ｽﾜﾝBC) 米田(羽球会) 西本(秋羽クラブ) 渥美(練馬ｸﾗﾌﾞ)

H6 47 栗野(一般) 岡田(秋羽クラブ) 谷岡(ABC) 無し 鈴木淑(秋羽クラブ) 渥美(練馬ｸﾗﾌﾞ) 無し
内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 相馬(秋羽クラブ) 竹内(ABC) 岡田(秋羽クラブ) 森田(練馬ｸﾗﾌﾞ)

H7 48 栗野(一般) 糸数(平成新鮮組) 吉野(アローズ) 無し 芳賀(練馬クラブ) 大神田(練馬クラブ) 無し
内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 谷岡(平成新鮮組) 田島(アローズ) 相川(練馬クラブ) 相川(練馬クラブ)
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年度 回次 女子１部複 女子２部複 女子３部複 女子４部複 女子９５歳以上複 女子１０５歳以上複 女子１１５歳以上複
H8 49 栗野(一般) 西本(秋羽クラブ) 藤岡(豊玉南小PTA) 無し 西野(練馬クラブ) 大神田(練馬クラブ) 無し

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 平田(秋羽クラブ) 長谷部(豊玉南小PTA) 新田(練馬クラブ) 森田(練馬クラブ)
H9 50 栗野(一般) 佐々木(秋羽クラブ) 塚原(ﾕｰﾊﾞｰｸﾗﾌﾞ) 無し 西野(練馬クラブ) 大平(練馬クラブ) 無し

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 相馬(秋羽クラブ) 山崎(ﾕｰﾊﾞｰｸﾗﾌﾞ) 相川(練馬クラブ) 相川(練馬クラブ)
H10 51 栗野(一般) 塩澤(練馬クラブ) 小林(JA東京あおば) 無し 橋元(イーグル) 大神田(練馬クラブ) 無し

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 牧野(練馬クラブ) 樫部(JA東京あおば) 藤本(イーグル) 大平(練馬クラブ)
H11 52 栗野(個人) 相川(練馬クラブ) 山本(秋羽クラブ) 無し 大神田(練馬クラブ) 大神田(練馬クラブ) 無し

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 安倍(練馬クラブ) 加藤(秋羽クラブ) 西山(練馬クラブ) 塩澤(練馬クラブ)
H12 53 内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 福井(練馬クラブ) 永澤(上石小ＰＴＡ) 無し 芳賀(個人) 大平(練馬クラブ) 無し

栗野(個人) 薮田(練馬クラブ) 宮崎(上石小ＰＴＡ) 春日(春日クラブ) 塩澤(練馬クラブ)
H13 54 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 清水(ＷＩＮ) 関根(一般) 内田(Viva_Eagles) 竹内(アイリス) 大神田(練馬クラブ) 無し

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 大江(ＷＩＮ) 池田(一般) 平子(Viva_Eagles) 春日(春日クラブ) 大平(練馬クラブ)
H14 55 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 米田(よつ葉) 山口(上石小ＰＴＡ) 市川(スリーファイブ) 斎藤(練馬クラブ) 竹内(アイリス) 無し

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 牛山(よつ葉) 山根(上石小ＰＴＡ) 松本(スリーファイブ) 安倍(練馬クラブ) 水岩田(アイリス)
H15 56 清水(ＷＩＮ) 西本(秋羽クラブ) 柳沼(練馬クラブ) 清水(豊玉南小PTA) 小林(春日クラブ) 大神田(練馬クラブ) 無し

浅野(ピュア) 相馬(秋羽クラブ) 足立(ラディッシュ) 川崎(豊玉南小PTA) 春日(春日クラブ) 塩澤(練馬クラブ)
H16 57 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 佐多(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 松村(ゆｰばｰｸﾗﾌﾞ) 松苗(学園スイング) 藤本(イーグル) 塩澤(練馬クラブ) 無し

内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 高杉(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 砂田(ゆｰばｰｸﾗﾌﾞ) 榎本(学園スイング) 高木(イーグル) 大塚(練馬クラブ)
H17 58 清水(ＷＩＮ) 松浦(サンクス) 川島(関町小ＰＴＡ) 多田(アトムズ) 春日(春日クラブ) 斎藤(アイリス) 無し

浅野(ＷＩＮ) 野村(サンクス) 工藤(関町小ＰＴＡ) 山川(アトムズ) 野村(サンクス) 水岩田(アイリス)
H18 59 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 田中(光セブン) 山上(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 井手(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 春日(春日クラブ) 竹内(アイリス) 無し

内藤(南大泉) 岩堀(Ｂ．Ｆクラブ) 志賀(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 小林(まゆみ) 岩堀(Ｂ．Ｆクラブ) 水岩田(アイリス)
H19 60 大島(ＥＸＣＥＬ) 杉本(サンクス) 大石(個人) 作間(上石小ＰＴＡ) 春日(春日クラブ) 西本(秋羽クラブ) 竹内(アイリス)

大泉(一般) 上坂(サンクス) 大熊(アイリス) 阿佐美(上石小ＰＴＡ) 中村(みずほクラブ) 平田(秋羽クラブ) 水岩田(アイリス)
H20 61 甲斐(個人) 一ノ瀬(個人) 林(みずほクラブ) 石崎(サンクス) 春日(春日クラブ) 小林(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 小泉(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)

内藤(南大泉) 川添(アローズ) 野村(みずほクラブ) 五艘(サンクス) 中村(みずほクラブ) 斎藤(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 鈴木(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)
H21 62 内藤(南大泉) 小林(凸凹大歓迎) 桐生(アイリス) 中村(スパークル) 福井(練馬クラブ) 石岡(ＡＢＣ) 竹内(アイリス)

大島(ＥＸＣＥＬ) 下田(凸凹大歓迎) 黛(アイリス) 有吉(ウィングス) 薮田(練馬クラブ) 須見(ＡＢＣ) 大石(アイリス)
H22 63 甲斐(個人) 小谷(学園シャトル) 芳賀(個人) 黒瀬(光和小PTA) 新山(学園シャトル) 菊地(イーグル) 大木(イーグル)

中井川(ポテマヨ) 植原(学園シャトル) 別所(一般) 中嶌(光和小PTA) 小谷(学園シャトル) 藤本(イーグル) 藤本(イーグル)
H23 64 大島(ＥＸＣＥＬ) 小田(早実) 小川(Ｂ．Ｆクラブ) 森本(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 水岩田(アイリス) 藤本(イーグル) 水岩田(アイリス)

大泉(GRAND_LINE) 武井(早実) 宮嵜(Ｂ．Ｆクラブ) 田中(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 代慶(アイリス) 染田(イーグル) 大石(アイリス)
H24 65 川添(アローズ) 管山(秋羽クラブ) 榎本(泉新サークル) 長井(羽球会) 永井(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 大網(Ｂ．Ｆクラブ) 小林(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)

佐々木(南大泉) 市川(秋羽クラブ) 鈴木(泉新サークル) 辻(羽球会) 田口(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 伊藤(Ｂ．Ｆクラブ) 斎藤(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)
H25 66 内藤(南大泉) 岩井(ヤマなみんＣ) 森(Ｂ．Ｆクラブ) 辻野(スパークル) 桐生(アイリス) 春日(春日クラブ) 関口(サンクス)

大島(EXCEL) 村田(ヤマなみんＣ) 加藤(Ｂ．Ｆクラブ) 阿佐美(上石小ＰＴＡ) 佐藤(アイリス) 市川(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 遠藤(サンクス)
H26 67 内藤(南大泉) 野口(Dash!) 中村(Ｂ．Ｆクラブ) 進藤(羽球会) 江川(ウィングス) 小泉(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 春日(春日クラブ)

大島(EXCEL) 古田(Dash!) 三甲野(Ｂ．Ｆクラブ) 北(羽球会) 葭原(ウィングス) 手戸(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 西山(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ)
H27 68 北森(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 加藤(日大鶴ケ丘) 引間(サンクス) 深和(羽球会) 江川(ウィングス) 志賀(fragile) 高木(イーグル)

大島(EXCEL) 上林(ﾊﾞﾄﾞよりｽﾉﾎﾞ) 中山(サンクス) 仲俣(羽球会) 葭原(ウィングス) 今泉(fragile) 春日(春日クラブ)
H28 69 北森(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 山寺(WELCOME) 橘(中村小ＰＴＡ) 安永(光和小PTA) 池内(アローズ) 福井(練馬クラブ) 桐生(アイリス)

大島(EXCEL) 井坪(WELCOME) 森田(中村小ＰＴＡ) 夏坂(光和小PTA) 角(グリーン企画) 前野(練馬クラブ) 大石(アイリス)
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年度 回次 女子１部複 女子２部複 女子３部複 女子４部複 女子９５歳以上複 女子１０５歳以上複 女子１１５歳以上複
H29 70 川添(アローズ) 前田(グリーン企画) 杉野(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 菊地(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 佐藤(アローズ) 福井(練馬クラブ) 桐生(アイリス)

池内(アローズ) 伊藤(グリーン企画) 家島(ﾗｯｷｰﾐﾝﾄ) 本間(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 村田(アローズ) 前野(練馬クラブ) 大石(アイリス)
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過去の成績（シングルス、ミックス）
９５歳以上複は平成６年度までは合計９０歳以上
年度 回次 男子単 女子単 １部混合複 ２部混合複 ９５歳以上混合複 １０５歳以上混合複 １１５歳以上混合複
56 34 春日 無し 無し 無し 無し

（春日）
57 35 小林 無し 無し 無し 無し

（春日）
58 36 小倉 小倉(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ） 無し 無し 無し 無し

（エーデルワイス） 松尾(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ）
59 37 小林 永田 正田(大西中ＯＢ) 無し 無し 無し 無し

（一般） （日体桜華） 永田(大西中ＯＢ)
60 38 永井 石田 春日(春日クラブ) 無し 無し 無し 無し

（ＨＢＣ） （フットフォルツ） 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)
61 39 小林 合田 春日(春日クラブ) 高樋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 無し 無し 無し

（春日） （エーデルワイス） 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 岸(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ)
62 40 正田 佐伯 春日(春日クラブ) 森本(ｱﾛｰｽﾞ) 無し 無し 無し

（練馬クリアーズ） （一般） 春日(春日クラブ) 芳賀洋(練馬ｸﾗﾌﾞ)
63 41 小林 合田 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 加藤(ｳｨﾝｸﾞｽ) 無し 無し 無し

（春日） （エーデルワイス） 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 塩澤(練馬ｸﾗﾌﾞ)
H1 42 正田 合田 春日(春日クラブ) 栗田(ABC) 高田(春日クラブ) 無し 無し

（練馬クリアーズ） （エーデルワイス） 春日(春日クラブ) 石岡(ABC) 中野(春日クラブ)
H2 43 正田 佐々木 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 渡辺(ｱﾛｰｽﾞ) 渥美(ｱﾛｰｽﾞ) 無し 無し

（練馬クリアーズ） （練馬クリアーズ） 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 森田(練馬ｸﾗﾌﾞ) 相川(練馬ｸﾗﾌﾞ)
H3 44 正田 栗野 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 森本渉(ｱﾛｰｽﾞ) 森本稔(ｱﾛｰｽﾞ) 無し 無し

（練馬クリアーズ） （淑徳巣鴨） 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 内藤(淑徳巣鴨) 渥美(練馬ｸﾗﾌﾞ)
H4 45 正田 毛利 新田(春日クラブ) 加藤(ｳｨﾝｸﾞｽ) 高樋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 無し 無し

（練馬クリアーズ） （一般） 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 江川(ｳｨﾝｸﾞｽ) 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ)
H5 46 正田 伊藤 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 田口(ｱﾛｰｽﾞ) 高樋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 無し 無し

（練馬クリアーズ） （実践学園） 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 明石薫(ｱﾛｰｽﾞ) 明石(秋羽クラブ)
H6 47 倉田 水津 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 本橋(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 小西(ｳｨﾝｸﾞｽ) 無し 無し

（一般） （練馬クラブ） 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 塩澤(練馬ｸﾗﾌﾞ) 大神田(練馬ｸﾗﾌﾞ)
H7 48 石川竜 栗野 小寺(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 渡辺(ピュア) 新田(春日クラブ) 無し 無し

 (ピュア)  (個人) 内藤(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 宮崎(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 新田(練馬クラブ)
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年度 回次 男子単 女子単 １部混合複 ２部混合複 ９５歳以上混合複 １０５歳以上混合複 １１５歳以上混合複
H8 49 石川竜 浅野 千葉明(春日クラブ) 河口(アローズ) 春日(春日クラブ) 無し 無し

 (ピュア)  (ピュア) 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 広瀬(アローズ) 大神田(練馬クラブ)
H9 50 石川竜 浅野 正田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 加藤(ウィングス) 春日(春日クラブ) 無し 無し

 (ピュア)  (ピュア) 正田(春日クラブ) 江川(ウィングス) 大平(練馬クラブ)
H10 51 正田 末原 石川(ピュア) 田中英(ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞ) 春日(春日クラブ) 無し 無し

(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) (個人) 浅野(ピュア) 斎藤(ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞ) 大平(練馬クラブ)
H11 52 峯岸 高橋 峯岸(個人) 百武(ウィングス) 春日(春日クラブ) 無し 無し

(個人) (ＮＢＣ) 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 江川(ウィングス) 大平(練馬クラブ)
H12 53 森本 島崎 峯岸(個人) 西山(ＷＩＮ) 春日(春日クラブ) 無し 無し

(アローズ) (関町小ＰＴＡ) 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 清水(ＷＩＮ) 大平(練馬クラブ)
H13 54 森本 島崎 清水(ＷＩＮ) 石野(ＥＸＣＥＬ) 春日(春日クラブ) 無し 無し

(アローズ) (関町小ＰＴＡ) 浅野(一般) 雫(ＥＸＣＥＬ) 竹内(練馬クラブ)
H14 55 山崎 米田 石川(ピュア) 田中(早宮クラブ) 春日(春日クラブ) 無し 無し

(Viva_Eagles) (よつ葉) 浅野(ピュア) 佐藤(早宮クラブ) 塩澤(練馬クラブ)
H15 56 河島 茂手木 宝田(ピュア) 阿部(ｼｬﾄﾙDE練馬) 米山(アローズ) 無し 無し

(一般) (ｳｪﾙﾈｽ専門校) 荻山(ピュア) 大島(ｼｬﾄﾙDE練馬) 米山(アローズ)
H16 57 森川 茂手木 峯岸(個人) 吉井(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 米山(アローズ) 無し 無し

(ピュア) (ｳｪﾙﾈｽ専門校) 佐々木(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 茂手木(ｳｪﾙﾈｽ専門校) 米山(アローズ)
H17 58 中條 榎本 中澤(ＷＩＮ) 加藤(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 浅野(ＡＢＣ) 無し 無し

(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) (ｳｪﾙﾈｽ専門校) 荻山(ピュア) 吹野(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 塩澤(練馬クラブ)
H18 59 佐藤 高木 峯岸(個人) 飯野(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 無し 無し 無し

(実践学園) (ｳｪﾙﾈｽ専門校) 中村(個人) 岩井(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ)
H19 60 石崎 中井川 森川(ポテマヨ) 太田(南大泉) 米山(アローズ) 西山(アローズ) 浅野(ＡＢＣ)

(ポテマヨ) (ポテマヨ) 寺嶋(個人) 太田(南大泉) 米山(アローズ) 平田(秋羽クラブ) 塩澤(練馬クラブ)
H20 61 高橋 阿部 森川(ポテマヨ) Andrew(アローズ) 仲田(ウィングス) 佐野(しぇいくはんず) 西山(アローズ)

(実践学園) (ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 寺嶋(ポテマヨ) 中野(アローズ) 小林(練馬クラブ) 塩澤(練馬クラブ) 西本(秋羽クラブ)
H21 62 片岡 無し 森本(アローズ) 本橋(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 矢野(アローズ) 高辻(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 栗田(ＡＢＣ)

(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 川添(アローズ) 岩井(大泉ﾌｪﾆｯｸｽ) 生天目(GRAND_LINE) 高橋(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 石岡(ＡＢＣ)
H22 63 片岡 黒沼 杉野(ポテマヨ) 栗田(ＥＸＣＥＬ) 仲田(ウィングス) 春日(春日クラブ) 佐野(しぇいくはんず)

(ｳｪﾙﾈｽ専門学校) (ｳｪﾙﾈｽ専門学校) 大塚(ポテマヨ) 栗田(ＥＸＣＥＬ) 仲田(ウィングス) 中田(ラディッシュ) 塩澤(練馬クラブ)
H23 64 菅 本田 栗田(ＥＸＣＥＬ) 畑野(fragile) 矢野(アローズ) 窪田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 春日(春日クラブ)

(実践学園) (fragile) 大島(ＥＸＣＥＬ) 吉原(fragile) 合田(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ) 高橋(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 橋本(ラディッシュ)
H24 65 星 無し 藤岡(ポテマヨ) 今津(ﾁｰﾑめじ推し) 高田(アローズ) 窪田(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ) 高辻(練馬ｸﾘｱｰｽﾞ)

(チーム実践) 上山(ポテマヨ) 川路(石台小) 平田(秋羽クラブ) 塩澤(練馬クラブ) 高橋(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ)
H25 66 石崎 無し 小林(ポテマヨ) 中野(ウィングス) 安達(春日クラブ) 春日(春日クラブ) 米山(アローズ)

(ポテマヨ) 中井川(ポテマヨ) 佐藤(ウィングス) 伊藤(Ｂ．Ｆクラブ) 春日(春日クラブ) 米山(アローズ)
H26 67 望月 大井川 下島(ポテマヨ) 関口(一般) 河口(アローズ) 西山(アローズ) 春日(春日クラブ)

(ポテマヨ) (ポテマヨ) 大井川(ポテマヨ) 新山(個人) 佐藤(アローズ) 福井(練馬クラブ) 春日(春日クラブ)
H27 68 望月 北森 音吉(fragile) 國吉(石台小OB) 佐藤(Dash!) 仲田(ウィングス) 矢野(アローズ)

(ポテマヨ) (ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 音吉(fragile) 國吉(ﾊﾞﾄﾞよりｽﾉﾎﾞ) 伊藤(Ｂ．Ｆクラブ) 仲田(ウィングス) 鯵坂(ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ)
H28 69 正田 河合 松本(アローズ) 梶木(WELCOME) 矢野(アローズ) 渡部(ヤマなみんＣ) 西山(アローズ)

(ポテマヨ) (Dash!) 松本(アローズ) 青木(WELCOME) 千葉(豊玉南小PTA) 渡部(ヤマなみんＣ) 福井(練馬クラブ)

24/25 



年度 回次 男子単 女子単 １部混合複 ２部混合複 ９５歳以上混合複 １０５歳以上混合複 １１５歳以上混合複
H29 70 清水川 北森 石崎(ポテマヨ) 井出(グリーン企画) 石野(グリーン企画) 福田(ウィングス) 渡部(ヤマなみんＣ)

(fragile) (ｽﾘｰﾌｧｲﾌﾞ) 大佛(ポテマヨ) 前田(グリーン企画) 大島(EXCEL) 仲田(ウィングス) 渡部(ヤマなみんＣ)
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