
大　会　成　績
（１） 市民体育大会　バドミントンダブルス競技　（教育委員会委託事業）

大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

第１回 S46.12.19 一般男子 雨宮　哲弥 (日野自工) 田中　徹 (日野自工) 来住　賢一 (小西六)
日野市 (1971年) 斉藤　実 宗像　忠孝 諸星　保雄
社会人 日野自工 壮年の部 遠藤　志朗 (愛好会) 利重　　　 (川辺堀之内) 小暮　元夫 (小西六)

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男46 永田　　　 吉田　　　 大島　昭雄
大会 女12 女子の部 高橋　俊江 (愛好会) 福永マツ子 (愛好会) 池内　　　 (南　平)

(58名) 大出　　　 斉藤　悦子 村田　　　

男子１部 雨宮　哲弥 (日野自工) 田中　徹 (日野自工) 足利　宏 (トッパン)
S47.11.26 斉藤　実 宗像　忠孝 島田　道博

第１０回 (1972年) 男子２部 大竹　栄二 (愛好会) 井上　博 (小西六) 小池　隆志 (日本レギ)
日野市民 日野自工 加藤　三郎 高橋　和雄 遠藤　剛
体育大会 壮年の部 宇田　洋司 (平　山) 鈴木　利雄 (特　農) 雨宮　晴彦 (日野自工)

男70 平川　早弘 渡辺　公麿 (日本レギ) 高橋　政一
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女 8 女子の部 森　由美子 (日本レギ) 長田　充子 (小西六) 田島みさ子 (小西六)

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ競技 (78名) 保坂　祐子 山本　知子 久松　和子
学生の部 戸崎　陽一 (国立高) 渡辺　禎浩 (東電学園) 野上　豊 (東電学園)

大山　昇一 河野　厚美 山田　益男

男子１部 新沢　正人 (愛好会) 雨宮　哲弥 (日野自工) 足利　宏 (トッパン)
大倉　進 斉藤　実 島田　道博

S48.11.25 男子２部 石原　泰造 (東電学園) 田村　邦雄 (愛好会) 山本　文夫 (東　電) 熊谷　幸男 (日野自工)
(1973年) 岩間　源 本田　博 鈴木　崇宏 上村　章

第１１回 東電学園 壮年の部 雨宮　良彦 (日野自工) 島崎　一雄 (オリエント) 鈴木　利雄 (特　農)
田中　三郎 渡辺　勝男 高瀬　巌

男114 学生の部 戸崎　陽一 (愛好会) 甲斐　洋 (東電学園) 大矢富二郎 (東電学園)
女 44 大山　昇一 矢部　明 長谷川政利

(158名) 女子の部 松井　厚子 (オリエント) 石井　弘子 (一　中) 守谷　哲子 (日　野)
北崎美智子 柴崎かすみ 田辺　早苗

家庭婦人 塚田　房子 (愛好会) 袖野　昌枝 (愛好会) 吉田　賀子 (高幡台)
の部 大串　妙子 斉藤津田子 田中　豊子

男子１部 足利　宏 (トッパン) 後藤　吉勝 (愛好会) 吉村　光男 (東電学園)
S49.11.24 島田　道博 大倉　進 石原　泰造
(1974年) 男子２部 魚川　　　 (東電学園) 松村　博史 (東電大) 高橋　和雄 (小西六) 若松不二雄 (東　芝)
東電学園 勢子　高司 笛田　卓司 井上　博 山村　勝

第１２回 壮年の部 鈴木　利雄 (特　農) 花岡　利和 (愛好会) 柴田　慎一 (東　芝)
男110 高瀬　巌 佐々木清美 平野　肇
女 68 学生の部 谷口　秀彦 (一　中) 伊藤　修 (一　中) 篠崎　直行 (一　中)

(178名) 矢野　正由 笠松　雄二 高野　勝
女子の部 平沢　直子 (東　芝) 松井　厚子 (オリエント) 長峰かほる (愛好会) 佐藤　京子 (三　沢)

北舘　克子 北崎美智子 飯泉　昭子 石川真由美

男子１部 吉田　和道 (トッパン) 足利　宏 (トッパン) 内田　淳吉 (小西六)
S50.11.23 渋谷　金司 島田　道博 中野　雄治
(1975年) 男子２部 甲斐　洋 (日　野) 大貫　正一 (オリエント) 青木　憲二 (トッパン) 阿部　俊一 (小西六)
東電学園 矢部　明 小山喜久夫 川島　啓二 堀内　立美

第１３回 女子１部 石井　弘子 (日　野) 穴水　正美 (日　野) 佐藤　京子 (三　沢)
男104 柴崎かすみ 小林美智子 石川真由美
女 54 女子２部 上田マス子 (愛好会) 竹中　和子 (愛好会) 石田由紀子 (愛好会)

(158名) 有元すみ子 沢登　定子 徳永　和代
学生の部 黒沢　貴彦 (一　中) 西久保秀紀 (一　中) 小林　茂 (一　中)

和田　照平 奈良崎雅邦 高橋　浩二

男子１部 大倉　進 (愛好会) 三橋　秀司 (東電学園) 上野　幸吉 (東　芝)
S51.11.28 後藤　吉勝 佐野　裕俊 佐藤　忠弘
(1976年) 男子２部 戸崎　陽一 (三　沢) 阿部　俊一 (小西六) 草野　政之 (日野自工) 石野　洋二 (特　農)
東電学園 戸崎　隆 堀内　立美 小川　益 佐々木昭孝

第１４回 壮年の部 酒井　光幸 (日本レギ) 鈴木　利雄 (特　農) 江口　義宏 (愛好会)
男106 渡辺　公麿 斉藤　高政 (旭ヶ丘) 佐々木清美
女 36 女子１部 坂本美知子 (特　農) 田中　悦子 (愛好会) 小出美津子 (日野自工)

(142名) 野口　玲子 福永マツ子 鴨居　恵子
女子２部 宮沢　清子 (平山小) 工藤　映子 (平山小) 金内　初子 (平山小)

小田中栄子 桐谷　弘子 奥山祐喜子

男子１部 足利　宏 (トッパン) 内田　淳吉 (小西六) 渡辺　文男 (南　平)
島田　道博 中野　雄治 坂本　府隆

S52.11.20 男子２部 西野　晃司 (神　鋼) 滝沢　俊春 (東　芝) 柴崎　稔 (日野自工) 石野　洋二 (特　農)
(1977年) 石坂　太一 若松久仁男 岡本　賢一 佐々木昭孝
小西六 壮年の部 花岡　利和 (小西六) 甲斐　隆 (南　平) 渡辺　公麿 (日本レギ)

第１５回 鈴木　利雄 (特　農) 近藤　邦夫 酒井　光幸
男154 学生の部 高橋　浩二 (一　中) 奈良崎雅邦 (一　中) 黒沢　貴彦 (一　中)
女130 村口　真吾 本島　一人 和田　昭平

(284名) 女子１部 渡辺　和子 (オリエント) 関本ひとみ (小西六) 花見　圭子 (　宮　)
原　初美 斉藤登茂子 内田　公子

女子２部 小田中栄子 (平山小) 鈴木伊都子 (平山小) 松本　節子 (ＴＳＣ)
宮沢　清子 桐谷　弘子 沢登　定子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 小宮　竜一 (市　民) 金子　孝規 (愛好会) 大倉　進 (富士電機)
S53.11.26 天埜　良彦 内田　淳吉 (小西六) 新沢　正人
(1978年) 男子２部 水沼　　　 (平　山) 上野　幸吉 (東　芝) 高橋　和雄 (小西六) 橋本　　　 (高幡台)
小西六 大貫　　　 遠藤　志朗 (多摩平BC) 山田　良隆 村田　　　

第１６回 壮年の部 鈴木　利雄 (特　農) 佐々木清美 (市民クラブ)
男126 奥村啓二郎 (七　生) 甲斐　隆
女116 女子１部 加藤美紀子 (富士電機) 中村　百合 (市　民) 佐々木美知子 (特　農)

(242名) 木村さとみ (東　芝) 守谷　哲子 市原　悦子 (二小PTA)
女子２部 下田　睦子 (ＴＳＣ) 上田マス子 (ＴＳＣ) 近藤たか子 (ジュピター) 松本　節子 (ＴＳＣ)

井熊　幸子 竹田　朝子 日比野睦子 沢登　定子

男子１部 小宮　竜一 (市　民) 内田　淳吉 (小西六) 上野　幸吉 (東　芝)
黄木　　　 中津不二雄 (オリエント) 北原　博 (愛好会)

S54.11.25 男子２部 小池　克彦 (日本レギ) 佐藤　光希 (トッパン) 友利　義明 (日本レギ) 春日　行夫 (オリエント)
(1979年) 勝見　　　 熊田　哲芳 遠藤　剛 佐藤　昭一

南平体育館 壮年の部 田中　徹 (日野自工) 鈴木　利雄 (特　農) 石野　一紀 (日本レギ)
第１７回 遠藤　志朗 (多摩平BC) 田村　達雄 酒井　光幸

男 92 女子の部 阿部あつ子 (オリエント) 袖野　綾子 (多摩平BC) 加藤美紀子 (富士電機)
女130 井上恵美子 池田祐美子 高松千恵子 (多摩平BC)

(222名) 家庭婦人 下田　睦子 (ＴＳＣ) 原田恵以子 (ジュピター) 徳永　和代 (ＴＳＣ) 山浦　澄子 (高幡台小)
井熊　幸子 徳永　尚子 村上千代子 司馬田信子

中学女子 浦野　　　 (二　中) 平部　恵子 (二　中) 林　美香子 (二　中) 乙部　　　 (四　中)
高橋　　　 渡辺　慶子 五代　恵美 遠藤　　　

男子１部 新沢　正人 (富士電機) 上野　幸吉 (東　芝) 内田　淳吉 (小西六)
後藤　吉勝 大倉　進 (富士電機) 中野　雄治

男子２部 広瀬　英彰 (富士電機) 佐竹　総喜 (岩　通) 佐々木昭孝 (特　農) 阿部　俊一 (小西六)
S55.11.23 伊藤　徹 小良　　　 梶　典彦 (多摩平BC) 道上　健二
(1980年) 壮年の部 中山　富夫 (多摩平BC) 佐々木清美 (市民クラブ) 鈴木　利雄 (特　農)

遠藤　志朗 斉藤　純夫 奥村啓二郎 (七　生)
第１８回 女子の部 加藤美紀子 (富士電機) 村上　冨美 (市　民) 佐々木美知子 (特　農) 鎌田　　　 (府中高)

男108 袖野　綾子 (多摩平BC) 北見しず子 (ジュピター) 木暮　純子 清水　　　
女228 家庭婦人 宮沢　清子 (ジュピター) 村上千代子 (ＴＳＣ) 設楽　記子 (ジュピター) 沢登　定子 (ＴＳＣ)

(336名) １部 原田恵以子 松本　節子 遠藤　典子 小野　浩子
家庭婦人 二井　興子 (ＴＳＣ) 横尾美智子 (市民クラブ) 袖野　昌枝 (多摩平BC) 久保　典子 (市　民)

２部 岸根　恵子 木村サト子 伊藤イサオ (つくし) 佐藤　節子
中学女子 野尻　純子 (二　中) 乙部　　　 (四　中) 加藤　　　 (一　中) 木島　　　 (一　中)

山崎　　　 植木　　　 高平　　　 木戸　　　

男子１部 中津不二雄 (オリエント) 新沢　正人 (富士電機) 三石　正勝 (フェニックス) 田中　徹 (日野自工)
内田　淳吉 (小西六) 後藤　吉勝 中山　博之 青木　憲二 (トッパン)

男子２部 佐竹　総喜 (岩　通) 岩沢　　　 (市　民) 佐々木昭孝 (特　農) 春日　行夫 (オリエント)
S56.11.22 牧野　　　 立川　　　 吉池　正弘 (多摩平BC) 佐藤　昭一
(1981年) 壮年の部 奥村啓二郎 (七　生) 村木　　　 (消防署) 鈴木　利雄 (特　農)

松本　健二 長岡　　　 遠藤　志朗 (多摩平BC)
第１９回 女子１部 小塩　和子 (小西六) 阿部あつ子 (オリエント) 下田　睦子 (フェニックス)

男148 郡山　睦美 井上恵美子 篠原まさ子
女312 女子２部 平沢　　　 (日野高) 五代　恵美 (多摩平BC) 弘沢　成美 (二　中) 横尾美智子 (市民クラブ)

(460名) 鈴木　　　 渡辺　慶子 中村美代子 木村サト子
女子３部 伊藤美代子 (多摩平BC) 司馬田信子 (ＴＳＣ) 小山日呂美 (平山小Ｐ) 大西喜美子 (フローラ)

本田　光子 山浦　澄子 山本　清江 篠澤登美子
中学女子 浦野　　　 (二　中) 石井　　　 (四　中) 菅原　明子 (二　中) 河内山　　 (四　中)

山本　　　 渡辺　　　 遠藤　　　 渡辺　　　

男子１部 家串　友治 (岩　通) 新沢　正人 (富士電機) 上野　幸吉 (東　芝)
宗形　一志 伊藤　徹 後藤　吉勝 (富士電機)

男子２部 岩森　純好 (富士電機) 佐々木昭孝 (特　農) 関口　邦雄 (富士電機)
S57.11.21 山部　聡 吉池　正弘 (多摩平BC) 星野　純一
S57.11.28 男子３部 後藤　達也 (市民クラブ) 横田　　　 米内山　　 木村　隆 (市民クラブ)
(1982年) 松野　利三 佐々木　　 押方　　　 氏家　隆

第２０回 女子１部 下田　睦子 (フェニックス) 小塩　和子 (小西六) 村上千代子 (フェニックス)
篠原まさ子 青木　直美 村上　冨美

男152 女子２部 吉川　清美 (富士電機) 伊藤喜美子 (ジュピター) 小野　浩子 (ＴＳＣ)
女148 高田　　　 設楽　記子 阿井　宏美

(300名) 女子３部 都田久美子 (コスモス) 久保　典子 (エース) 高屋　圭子 (七　生) 金戸　潤子 (コスモス)
中嶋　朝子 佐藤　陽子 田倉テイ子 (フェニックス) 藤村美智子

中学女子 菅原　明子 (二　中) 大沢ゆかり (二　中) 高田　　　 浜中　智子 (二　中)
山縣　　　 小田　　　 山本　　　 石川　　　

男子１部 新沢　正人 (富士電機) 岩森　純好 (富士電機) 吉池　正弘 (多摩平BC)
後藤　吉勝 山部　聡 佐々木昭孝 (特　農)

男子２部 藤井　　　 (一　般) 松野　利三 (市民クラブ) 六波羅　博 (ＴＳＣ)
S58.11.6 下田　　　 後藤　達也 宮口　等
S58.11.20 男子３部 中村　三男 (オリエント) 菊池　　　 沢田　　　 (ＴＳＣ) 鎌田　　　 (特　農)
(1983年) 春日　行夫 横田　　　 沢登　均 鈴木　利雄

第２１回 女子１部 小塩　和子 (小西六) 下田　睦子 (フェニックス) 宇佐美栄美 (フェニックス)
青木　直美 篠原まさ子 村上千代子

女子２部 菅原　明子 (日野台高) 中嶋　朝子 (コスモス) 小島　文子 (富士電機)
高原麻理子 都田久美子 佐藤恵美子

女子３部 田之上光子 (フェニックス) 渡辺　慶子 (多摩平BC) 山田　ゆみ (多摩平BC) 深沢ミツ子 (ひのクラブ)
駒形千代子 (ジュピター) 吉田　和子 江坂　和代 柿内　康子

中学女子 大沢ゆかり (二　中) 富岡　規子 (二　中) 西山　　　 (二　中) 本合美奈子 (二　中)
小田　　　 宇野沢智子 浜野　　　 平野　　　



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 新沢　正人 (富士電機) 石原　泰造 (東　電) 穴吹　　　 (ネットイン)
伊藤　徹 岩間　源 相原　　　 (明星大)

男子２部 橘　博之 (フェニックス) 木村　政明 (七　生) 小関　康文 (小西六)
S59.11.11 伊藤　通郎 (七　生) 福原　　　 新井　　　
S59.11.25 男子３部 木村　隆 (市民クラブ) 福井　　　 (明星大) 遠藤　志朗 (多摩平BC) 奥村　　　 (七　生)
(1984年) 氏家　隆 井上　　　 (ネットイン) 中川　　　 水野　　　

第２２回 女子１部 下田　睦子 (フェニックス) 小塩　和子 (小西六) 宇佐美栄美 (フェニックス)
篠原まさ子 青木　直美 村上　冨美

男114 女子２部 松島　恵子 (フェニックス) 大西喜美子 (フローラ) 田之上光子 (市民クラブ)
女128 畠山　美彩 (多摩平BC) 司馬田信子 (ＴＳＣ) 横尾美智子

(242名) 女子３部 野口　朱美 (日野高) 森田　真理 (日野台高) 袖野　昌枝 (多摩平BC) 堀内　　　 (市民クラブ)
山下　　　 澤田勢津子 佐藤　千鳥 石川　　　

中学女子 宇野沢智子 (二　中) 佐藤　(真) (二　中) 中道　　　 (三　中) 丸山　　　 (三　中)
本合美奈子 野尻　純子 井谷　　　 森　　　　

男子１部 岩間　源 (東　電) 吉永　巌 (小西六) 後藤　吉勝 (富士電機)
石原　泰造 小関　康文 広瀬　英彰

男子２部 中村　三男 (オリエント) 茂木　俊幸 (東　電) 小塚　達男 (東　電)
S60.11.17 星野　芳博 磯　憲一郎 塙　勝治
S60.11.24 男子３部 田中　栄 (オリエント) 田口　文夫 (オリエント) 大西　健次 (日野自工) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
(1985年) 富沢　直行 長谷川善彦 和智　幸雄 白石　久幸

第２３回 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 小塩　和子 (小西六) 下田　睦子 (フェニックス)
篠原まさ子 五代　恵美 田倉テイ子

女子２部 村上千代子 (フェニックス) 絹川まゆみ (フローラ) 田之上光子 (市民クラブ)
前田　勝代 (つくし) 小池　節子 横尾美智子

女子３部 江坂　和代 (多摩平BC) 本合美奈子 (市　民) 遠藤智恵子 (フローラ) 上原恵美子 (ジュピター)
宇野沢智子 富岡　規子 (多摩平BC) 篠澤登美子 土橋　茂子

中学女子 林　　　　 (三　中) 望月　　　 (二　中) 藤井　　　 (三　中) 大熊　美紀 (三　中)
佐藤　美紀 若山　　　 篠原　　　 竹田早由里

男子１部 内田　淳吉 (小西六) 上野　幸吉 (東　芝) 後藤　吉勝 (富士電機)
相原　　　 伊藤　通郎 (ＮＥＣ) 三石　正勝 (市　民)

男子２部 田中　栄 (オリエント) 関口　邦雄 (富士電機) 井上　昌雄 (オリエント)
S61.11.23 富沢　直行 荒岡　美明 (小西六) 後藤　文夫
S61.11.30 男子３部 篠原　久明 (フェニックス) 山本　　　 (明星大) 加藤　順一 (日野高) 山川　宏治 (フェニックス)
(1986年) 深井　　　 福井　　　 横溝　照晃 菊地　　　

第２４回 女子１部 篠原まさ子 (フェニックス) 林　美香子 (多摩平BC) 小塩　和子 (小西六)
田倉テイ子 原田恵以子 (ジュピター) 五代　恵美

男112 女子２部 横倉　民子 (フローラ) 栗原　　　 (実践女子) 諸星佐和子 (フェニックス)
女182 川原木邦子 藤山　　　 上石　順子

(294名) 女子３部 宇津木　　 (日野高) 川口　　　 (南多摩高)
中村　　　 八木　　　 (白　梅)

中学女子 若山　　　 (二　中) 大久保　　 (二　中) 小松　　　 (四　中) 栗津　　　 (四　中)
望月　　　 隅部　　　 石坂　　　 荒井　　　

男子１部 佐々木昭孝 (特　農) 中島　　　 (市　民) 上野　幸吉 (東　芝)
吉池　正弘 (多摩平BC) 下田　　　 伊藤　通郎 (ＮＢＣ)

男子２部 竹内　　　 (市　民) 関口　邦雄 (富士電機) 佐藤　伸一 (東　芝)
S62.11.22 倉井　　　 荒岡　美明 (コニカ) 阿部　秀樹
S62.11.29 男子３部 青山　勝弘 (市民クラブ) 笠松　毅一 (多摩平BC) 秋山　　　 (市　民) 小山　好一 (日野台高)
(1987年) 鈴木　芳明 小友　雅彦 大野　　　 太田　佳成

第２５回 女子１部 林　美香子 (多摩平BC) 中嶋　朝子 (コスモス) 田倉テイ子 (フェニックス)
中村美代子 都田久美子 下田　睦子

男120 女子２部 澄川　　　 (実践女子) 寺本　秋子 (ＴＳＣ) 渡辺　慶子 (多摩平BC)
女168 津倉　　　 竹田　朝子 小友マチ子

(288名) 女子３部 池田　　　 (南平高) 木下　早苗 (日野台高) 小暮美千子 (フェニックス) 緑川　秀子 (市民クラブ)
高橋　　　 小松　祥子 山川　恵子 木村以津子

中学女子 栗原　　　 (武蔵野女子) 宇佐美央子 (二　中) 岩本　　　 (二　中) 六波羅美香 (三　中)
井熊佐和乃 (二　中) 杉山　　　 山本　　　 野口　理加

男子１部 吉池　正弘 (多摩平BC) 伊藤　通郎 (フェニックス) 広瀬　英彰 (富士電機)
佐々木昭孝 (特　農) 橘　博之 伊藤　徹

男子２部 富岡　照幸 (フェニックス) 和智　幸雄 (日野自工) 中村　三男 (オリエント)
S63.11.20 山川　宏治 千葉　修 田倉　政彦 (市　民)
S63.11.27 男子３部 影山　　　 (市　民) 大野　　　 (市　民) 尾崎　浩 (市役所) 緒方　　　 (市　民)
(1988年) 飯久保　　 秋山　　　 小林　正明 青木　　　

第２６回 女子１部 田倉テイ子 (フェニックス) 原田恵以子 (ジュピター) 宇佐美栄美 (フェニックス)
篠原まさ子 川原木邦子 (フローラ) 下田　睦子

男110 女子２部 伊藤　　　 (日野台高) 山川　恵子 (フェニックス) 竹田　朝子 (ＴＳＣ)
女148 井熊佐和乃 (市　民) 小暮美千子 竹田早由里

(258名) 女子３部 川又恵美子 (フローラ) 加辺　陽子 (東　芝) 金子　花江 (コスモス) 篠澤登美子 (フローラ)
安池　鈴代 今井恵美子 千葉　葉子 古賀　達子

中学女子 野口　理加 (三　中) 水本真美子 (三　中) 安藤　　　 (四　中) 高比良　　 (四　中)
六波羅美香 川田久美子 西野　　　 小熊　　　



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 吉池　正弘 (多摩平BC) 平林　信一 (市　民) 矢野　浩 (東　芝)
佐々木昭孝 (レイアップ) 橘　博之 (フェニックス) 小宅　卓也 (多摩平BC)

男子２部 水上　　　 (ヤング日野) 古謝　盛光 (日野自工) 小友　雅彦 (多摩平BC)
H1.11.19 宮崎　　　 山口　明 中野　真一
H1.11.26 男子３部 大田　　　 (ヤング日野) 坂本　亮 (日野台高) 荒木　弘勝 (ＴＳＣ) 小野　将 (東　芝)
(1989年) 串田　　　 松宮　誠一 永池　　　 清水　博明

第２７回 女子１部 小塩　和子 (コニカ) 宇佐美栄美 (フェニックス) 松島　恵子 (フェニックス)
勝山亜矢子 田倉テイ子 庄司　豊子

男 92 女子２部 渡辺　慶子 (多摩平BC) 安池　鈴代 (フローラ) 太田久美子 (フェニックス)
女146 白石ヤエ子 川又恵美子 西崎　信子

(238名) 女子３部 佐藤　文恵 (フェニックス) 田中　トミ (つくし) 大塚マサ子 (フローラ) 内田　　　 (ヤング日野)
丸山　朋子 大木　和子 米山　和子 清水　　　

中学女子 久保　　　 (三　中) 菅野　　　 (四　中) 石井　　　 (三　中) 能勢　　　 (四　中)
遠藤　　　 安藤　　　 畑　　　　 武田　　　

男子１部 矢野　浩 (東　芝) 吉池　正弘 (多摩平BC) 井上　浩 (レイアップ)
小宅　卓也 (多摩平BC) 佐々木昭孝 (レイアップ) 平林　信一

男子２部 奥山　勝実 (富士電機) 森田　茂夫 (フェニックス) 片小田広治 (日野自工)
H2.11.18 慶野　文敏 依田　明 杉山　宏春
H2.11.25 男子３部 佐間　　　 (コニカ) 高橋　行政 (多摩平BC) 尾崎　浩 (市役所) 岸本　豊 (東　芝)
(1990年) 山岸　敏之 中野　真一 小林　正明 中沢　吉博

第２８回 女子１部 竹田早由里 (ＴＳＣ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 原田恵以子 (ジュピター)
加辺　陽子 (東　芝) 佐々木美知子 (レイアップ) 大西喜美子 (フローラ)

男 70 女子２部 小野　浩子 (ＴＳＣ) 上石　順子 (フェニックス) 田中　トミ (つくし)
女112 竹田　朝子 佐藤　文恵 大木　和子

(182名) 女子３部 篠澤登美子 (フローラ) 大塚マサ子 (フローラ) 喜多　真弓 (日野台高) 神津かすみ (フローラ)
根津のり子 江崎　成子 石井　智江 馬場　成子

中学女子 林　　　　 (三　中) 出口　　　 (平山中) 萩原　　　 (三　中) 久保　　　 (三　中)
江間　　　 笠原　　　 宇佐美　　 畑　　　　

男子１部 吉永　巌 (コニカ) 小泉　俊一 (コニカ) 松野　利三 (市民クラブ)
藪内　克也 豊泉　輝彦 青山　勝弘

男子２部 上野　幸吉 (東　芝) 野口　　　 (コニカ) 関口　邦雄 (富士電機)
H3.11.17 中村　三男 (オリエント) 堀内　立美 荒岡　美明 (コニカ)
H3.11.24 男子３部 井郷　　　 (日野高) 遠藤　彰 (日野台高) 沢登　均 (ＴＳＣ) 渡辺　伸也 (東　芝)
(1991年) 梅田　　　 堀川　真吾 前野　隆 菊地　勇

第２９回 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 竹田早由里 (ＴＳＣ) 原田恵以子 (ジュピター)
佐々木美知子 佐藤　澄世 (市　民) 宮沢　素子

男 88 女子２部 大木　和子 (つくし) 関島友理子 (フェニックス) 太田　光子 (多摩平BC)
女110 田中　トミ 上野　秀子 小友マチ子
中学50 女子３部 前野ゆき子 (ＴＳＣ) 大塚　幸子 (つくし) 甲田　廣子 (ＴＳＣ) 小山　初子 (多摩平BC)
(248名) 三原希代子 埴原　春美 花枝イク江 三木　　　 (市　民)

中学女子 石田　　　 (三　中) 石原　　　 (平山中) 木村　　　 (平山中) 小宮山　　 (平山中)
遠藤　　　 笠原　　　 馬場　　　 土方　　　

男子１部 今井　一雄 (中央大) 佐々木昭孝 (レイアップ) 矢野　浩 (東　芝)
片山　卓哉 小宅　卓也 (一　般) 吉池　正弘 (多摩平BC)

男子２部 上野　幸吉 (東　芝) 木川　就二 (コニカ) 尾崎　浩 (市役所)
H4.11.22 中村　三男 (オリエント) 小関　康文 小林　正明
H4.11.29 男子３部 飯室　龍介 (日野高) 土方　義久 (市民クラブ) 本田　和博 (ﾄｯﾊﾟﾝﾑｰｱ) 小半　祐幸 (富士電機)
(1992年) 高橋　幸一 鈴木　芳明 岡　智之 宮田　則章

第３０回 女子１部 吉永亜矢子 (コニカ) 田倉テイ子 (レイアップ) 小暮美千子 (フェニックス)
渡辺久美子 佐々木美知子 山川　恵子

男 86 女子２部 松本　優子 (レイアップ) 佐藤　京子 (つくし) 玉木ちづ子 (フローラ)
女128 原　倫子 (ＴＳＣ) 大塚　幸子 根津のり子
中学34 女子３部 尾崎　緑 (日野高) 渡辺　小草 (日野台高) 細川　千秋 (コスモス) 河治すみ子 (一　般)
(248名) 登坂　彩子 吉原　志歩 西沢　淑子 宮沢　保子

中学女子 後藤　梢 (平山中) 山下　純子 (平山中) 加藤　文子 (一　中) 浅尾　晃子 (平山中)
岡田　早苗 阿川　裕美 谷　恵子 五十嵐知恵

男子１部 大貫　勝 (コニカ) 橘　博之 (レイアップ) 豊泉　輝彦 (コニカ)
野口　節 西村　隆輝 小泉　俊一

男子２部 山本　康彦 (一　般) 後藤　吉勝 (富士電機) 中村　三男 (オリエント)
H5.11.21 鈴木　正彦 後藤　和紀 中島　昭彦
H5.11.28 男子３部 佐藤　慶夫 (一　般) 田中富士人 (市民クラブ) 緒方　司 (フェニックス) 荒木　弘勝 (ＴＳＣ)
(1993年) 江波戸　隆 福山　邦彦 高根沢栄司 瑞慶山良久

第３１回 女子１部 小川　広子 (一　般) 横倉　民子 (フローラ) 宮澤　素子 (ジュピター)
佐藤　澄世 (レイアップ) 川原木邦子 原田恵以子

男 92 女子２部 秋本　保子 (明星大) 花枝イク江 (ＴＳＣ) 土橋　則子 (つくし)
女 94 加藤　葉月 大塚由美子 (つくし) 埴原　春美

中学26 女子３部 梁川さよ子 (日野高) 辻　聖香 (日野高) 藤野　玲子 (つくし) 高見　麻樹 (日野高)
(212名) 中島　沙織 大宮　ゆか 奥野　恵子 小倉　里美

中学女子 谷　利砂 (二　中) 巴　玲子 (平山中) 松倉由里子 (平山中) 浅尾　恭子 (平山中)
奈良　美佳 備後ひとみ 二ノ宮美穂 河治　陽子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 今井　一雄 (ＴＳＣ) 松本　康 (富士電機) 佐々木昭孝 (レイアップ)
原　弘吉 吉池　正弘 (多摩平BC) 西村　隆輝

男子２部 浦野　明崇 (科技大) 中村　三男 (オリエント) 長野　悟 (日野自工)
H6.11.20 市村　智孝 後藤　吉勝 (富士電機) 和智　幸雄
(1994年) 男子３部 梅沢　茂樹 (ＣＬＥＡＲ) 岩崎　健 (ＣＬＥＡＲ) 大塚　清志 (ＴＳＣ) 遠藤　努 (日野高)

最上　智之 木村　賢司 谷口　武史 鈴木　善則
第３２回 女子１部 今井早由里 (ＴＳＣ) 田倉テイ子 (レイアップ) 山川　恵子 (フェニックス)

佐藤　澄世 (レイアップ) 佐々木美知子 松島　恵子
男 80 女子２部 宇佐美栄美 (フェニックス) 中村　淳子 (フェニックス) 赤石　裕子 (ＴＳＣ)
女108 松野　亜紀 (明星大) 天野やす子 梅山　初子
中学34 女子３部 飯島みゆき (日野高) 鈴木志津子 (エース) 佐久間由利子 (マース) 石田　妙子 (南平高)
(222名) 内海季美子 田中紀美枝 川添のぶえ 木村　裕美

中学女子 小島　沙織 (平山中) 榛葉　梨奈 (平山中) 浅尾　恭子 (平山中) 田尻麻衣子 (二　中)
高橋　絵里 笠原美佐子 田中　瑞穂 奈良　美佳

男子１部 佐々木昭孝 (レイアップ) 今井　一雄 (ＴＳＣ) 大塚　敏之 (レイアップ)
西村　隆輝 渋江　俊 吉池　正弘 (多摩平BC)

男子２部 早坂　正志 (一　般) 上野　幸吉 (東　芝) 阪上　正裕 (一　般)
H7.11.26 上野　梅郎 中村　三男 (ソーテック) 今井　穣
(1995年) 男子３部 大格　素夫 (ＴＳＣ) 大村　憲司 (南平高) 遠藤　志朗 (多摩平BC) 松本　和樹 (南平高)

松本　信行 馬場　大輔 関島　卓矢 (一　般) 石田　武寛
女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 今井早由里 (ＴＳＣ) 川原木邦子 (エンドレス)

第３３回 佐々木美知子 井熊佐和乃 (レイアップ) 横倉　民子
女子２部 上野　裕子 (一　般) 宇佐美栄美 (フェニックス) 赤石　裕子 (ＴＳＣ)

早坂　泰子 下田　睦子 梅山　初子
男 90 女子３部 高橋　和子 (南平高) 鈴木　満美 (日野台高) 浅川　香織 (一　般) 内山　チヨ (一　般)
女162 舘田　里織 守田　可愛 八谷由美子 鈴木時紀子

(252名) 中学男子 森　康二 (二　中) 下田　信明 (二　中) 坂元　耕平 (一　中)
石黒　裕樹 高松　秀一 小島　崇史

中学女子 市川　梨奈 (二　中) 後藤　理沙 (平山中) 佐藤　美穂 (三　中) 石坂　千絵 (二　中)
宮原　麻岐 茂木　潤 鈴木　奈美 山木　奈々

男子１部 西村　隆輝 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ) 杉田　勉 (多摩平BC)
久保　憲一 (コニカ) 橘　博之 後藤　吉勝 (富士電機)

男子２部 山下　倫久 (東　芝) 青山　勝弘 (市民クラブ) 上野　幸吉 (東　芝)
H8.11.24 木村　節雄 青山　天将 (一　般) 中村　三男 (ソーテック)
(1996年) 男子３部 杉本　純平 (一　般) 田中　文夫 (ソーテック) 岩崎　健 (明星大) 有泉　昌樹 (一　般)

荒木　良治 星土　初 石山　博繁 小林　英司
第３４回 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 小暮美千子 (ルディ) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

佐々木美知子 佐藤　文恵 寺本　秋子
男 62 女子２部 高木富美子 (多摩平BC) 大沢喜美子 (スマッシュ) 村山久美子 (ＴＳＣ)
女118 諸橋　朋子 松本　優子 (レイアップ) 若松紀美子
中学44 女子３部 河治　陽子 (南平高) 平林実香子 (南平高) 赤塚　文子 (一　般) 平　まき子 (エース)
(224名) 神　真理子 井上　真理 渡辺賀津子 竝木　陽子

中学女子 熊谷有為子 (三　中) 菅原　望久 (二　中) 藤井　絵美 (二　中) 後藤　理沙 (平山中)
戸倉　志保 市川　梨奈 佐藤　綾乃 河治　裕子

男子１部 大貫　勝 (コニカ) 本田　誠 (コニカ) 土屋　憲法 (コニカ)
豊泉　輝彦 岡村　真一 久保　憲一

男子２部 北條　竜堂 (明星大) 田中　栄 (ソーテック) 大場　英正 (市民クラブ)
H9.11.23 長澤　優行 富沢　直行 和田　淳一
(1997年) 男子３部 篠原　史斗 (日野高) 田口　文夫 (ソーテック) 大沢　智一 (フェニックス) 小島　善則 (一　般)

犬塚　哲 野沢　市郎 鈴木　康之 由村　泰雄
女子１部 佐藤　文恵 (ルディ) 原田恵以子 (ルディ) 佐々木美知子 (レイアップ)

第３５回 小暮美千子 川原木邦子 井熊佐和乃
女子２部 神　真理子 (南平高) 池端美知代 (マース) 梅山　初子 (ＴＳＣ)

河治　陽子 白鳥富士子 (一　般) 村山久美子
男 78 女子３部 椛澤美登里 (多摩平BC) 土方　操 (市民クラブ) 佐々ゆり子 (日野つくし) 金子　花江 (マース)
女110 緑川　秀子 (市民クラブ) 堀内　和子 長嶺　真弓 秋田　裕子
中学36 中学男子 大塚　創平 (一　中) 小島　雅之 (一　中) 鈴木　惇史 (一　中)
(224名) 物井　幹武 稲村　晃宏 岡村　明弘

中学女子 瀬戸菜実子 (四　中) 木村いづみ (平山中) 小川　悠乃 (二　中) 篠原なつみ (三　中)
小川　智代 (三沢中) 西澤　夏紀 福島　信子 若松　晴奈

男子１部 蜂谷　弘一 (明星大) 松倉　邦雄 (市民クラブ) 沢登　大介 (ＴＳＣ)
土屋　誠 和田　淳一 渋江　俊

男子２部 木村　節雄 (東　芝) 大格　素夫 (ＴＳＣ) 飯田　靖治 (一　般)
H10.11.22 田辺　雅好 岸本　真一 小山　龍二
(1998年) 男子３部 岩槻　芳貴 (一　般) 宮崎　豊司 (日野自工) 橋本　聡 (スマッシュ) 山崎　元久 (一　般)

岡田　義広 田中　徹 原田　和茂 西海　秀哲
第３６回 女子１部 原田恵以子 (ルディ) 下田　睦子 (フェニックス) 内藤　明美 (フェニックス)

川原木邦子 佐々木はるみ 鴨志田陽子
男 64 女子２部 夏原　光恵 (スマッシュ) 藤野　玲子 (日野つくし) 津田　早苗 (エース)
女108 大西喜美子 椛澤美登里 (多摩平BC) 西山　裕子
中学16 女子３部 山木　奈々 (日野高) 菅井　雅子 (多摩平BC) 小林　恵子 (エース) 工藤　敦子 (フェニックス)
(188名) 伊藤　歩 村田けい子 近藤紀美子 豊間根京子

中学女子 瀬戸菜実子 (四　中) 松倉　梨夏 (四　中) 長谷川　瞳 (四　中) 森田　綾 (四　中)
瀬戸　翔子 (六　小) 小川　智代 (三沢中) 渡辺　裕子 早坂　幸



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 中村　芳樹 (一　般) 佐々木昭孝 (レイアップ) 島山裕一郎 (レイアップ)
大塚　直幸 丸山　知倫 山下　雅弘 (一　般)

男子２部 上野　幸吉 (東　芝) 小川　晃祥 (明星大) 中野　哲朗 (明星大)
H11.11.21 中村　三男 (エプソン) 関　正道 新海　友也
(1999年) 男子３部 原田　和茂 (スマッシュ) 三浦　健 (フェニックス) 今井　穣 (一　般) 遠藤　志朗 (多摩平BC)

伊藤　謙司 関島　章光 (一　般) 福島　久 白石　久幸
第３７回 女子１部 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 宇佐美栄美 (フェニックス) 宇土　青良 (明星大)

横倉　民子 (一　般) 原　倫子 (ＴＳＣ) 高島　香織
男 82 女子２部 都田久美子 (一　般) 福田　紀子 (日野つくし) 平　まき子 (エース)
女102 高木美記子 山田　恵美 竝木　陽子
中学16 女子３部 斉藤　恵 (日野台高) 和田小百合 (フェニックス) 吉田　夏希 (日野台高) 秋山　幸子 (フェニックス)
(200名) 野島　未有 宮内美千留 秋葉　未 小池　葉子

中学女子 山下　香織 (四　中) 坂田亜沙美 (平山中) 太宰委久江 (平山中) 澤口　吏子 (平山中)
正岡　綾子 保科ゆい子 大濱　夏未 芳賀　野花

男子１部 吉池　正弘 (多摩平BC) 沢登　大介 (ＴＳＣ) 西村　隆輝 (レイアップ)
松倉　邦雄 (市民クラブ) 木村　節雄 (東　芝) 島山裕一郎

男子２部 荒木　良治 (一　般) 中村　三男 (エプソン) 浜野　清人 (ＣＬＥＡＲ)
H12.11.19 新谷　陽祐 上野　幸吉 (東　芝) 神田　裕美
(2000年) 男子３部 長者森洋助 (フェニックス) 橋本　聡 (スマッシュ) 松倉　卓也 (市民クラブ) 前川　信久 (ＣＬＥＡＲ)

立川　明 田口　文夫 (エプソン) 小川　高広 岩本　賢宏
第３８回 女子１部 川原木邦子 (ルディ) 前田　勝代 (日野つくし) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)

小暮美千子 内藤　明美 横倉　民子 (一　般)
男 62 女子２部 瀬戸菜実子 (一　般) 小林　恵子 (エース) 村上千代子 (日野あすか)
女 82 横井　祐香 近藤紀美子 石川美由希

中学32 女子３部 吉岡佐知子 (日野台高) 小沢　克枝 (日野つくし) 安岡　雅子 (一　般) 田中百合子 (市民クラブ)
(176名) 野島　未有 内海ひろみ 添谷八重子 福山　恵子

中学女子 藤田友佳里 (四　中) 河治　靖子 (平山中) 保科あかり (平山中) 岡部　寛子 (四　中)
行木　聡美 細江　由華 鈴木　唯 木村　愛美

男子１部 沢登　大介 (ＴＳＣ) 渋江　俊 (ＴＳＣ) 松倉　邦雄 (C cube B･C)
松本　紘二 (一　般) 鎌田　和樹 (一　般) 吉池　正弘 (多摩平BC)

男子２部 上野　幸吉 (東　芝) 細川　一彦 (一　般) 六波羅　博 (ＴＳＣ)
H13.11.18 中村　三男 (エプソン) 今井　理收 陶山　智
(2001年) 男子３部 川尻　洋平 (一　般) 田中富士人 (C cube B･C) 鈴木　淳 (東　芝) 今井　良尚 (一　般)

村木　諭 土方　義久 峰岸　豊 (一　般) 本田　喜彦
第３９回 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 前田　勝代 (日野つくし)

佐々木亜美 六波羅和子 (ＴＳＣ) 内藤　明美
男 72 女子２部 吉永　明美 (日野つくし) 川村　容子 (ルディ) 山崎　文子 (日野台高)
女 124 小島　千鶴 (エース) 和栗　りさ 吉岡佐知子
中学32 女子３部 松倉　梨夏 (C cube B･C) 安岡　雅子 (一　般) 古里和貴子 (南平高) 大森　雅恵 (日野台高)
(228名) 市川　梨奈 (一　般) 山越　優子 平塚小百合 杉江　香織

中学女子 瀬戸　翔子 (四　中) 池田　磨奈 (四　中) 花井　梨恵 (四　中) 黒木　彩 (四　中)
石川　咲季 山崎麻理奈 村上　知恵 高木　香奈

男子１部 沢登　大介 (ＴＳＣ) 鈴木　利之 (明星大) 佐々木昭孝 (レイアップ)
松倉　邦雄 (C cube B･C) 木村　節雄 (東　芝) 大塚　敏之

男子２部 中村　三男 (エプソン) 神田　裕美 (ＣＬＥＡＲ) 高橋　大介 (多摩平BC)
H14.11.17 荒井　望 (スマッシュ) 田中　幹輝 川村　拓哉
(2002年) 男子３部 藤田　崇生 (ＣＬＥＡＲ) 関口　武 (一　般) 神代　真也 (日野高) 小高　圭祐 (日野台高)

清水　雄大 関口　政勝 佐藤　敏行 佐々木雄大
第４０回 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

佐々木亜美 池端美知代 寺本　秋子
男 70 女子２部 増島　明美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 村田けい子 (多摩平BC) 秋山　幸子 (フェニックス)
女 112 高塚真由美 増田　育美 宮本　薫
中学26 女子３部 田村　佳代 (日野台高) 迫　久美子 (日野台高) 山口　朝美 (南平高) 伊藤　彩 (日野台高)
(208名) 村田麻友実 高田　愛美 加藤　絵美 岡部　寛子

中学女子 鈴木亜由美 (平山中) 山口　萌 (平山中) 小林　由佳 (平山中) 柴沢　恵 (四　中)
岩渕夏奈恵 竹内　享織 伊勢あゆみ 原田　真帆

男子１部 本田　誠 (コニカ) 荒井　望 (スマッシュ) 白川　幸宏 (富士電機)
岡村　真一 岩崎　美徳 (レイアップ) 藤井健一郎

男子２部 高松　裕介 (レイアップ) 小池　伸彦 (レイアップ) 吉田　隆治 (一　般)
H15.11.16 小川　高広 大塚　創平 谷　常隆
(2003年) 男子３部 芳澤　伸介 (南平高) 山岸　浩一 (ＣＬＥＡＲ) 米山　雄大 (日野台高) 小美野洸平 (日野台高)

博多　浩文 増山　佳孝 伊藤健太郎 吉野　真平
第４１回 女子１部 高木富美子 (多摩平BC) 下田　睦子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

渡辺　慶子 池端美知代 寺本　秋子
男 72 女子２部 清水かおり (一　般) 宮本　薫 (フェニックス) 石井菜穂子 (日野台高)
女 100 市川　梨奈 秋山　幸子 岡部　寛子
中学34 女子３部 中原　愛 (ＣＬＥＡＲ) 山岸　薫 (日野つくし) 細江　加恵 (南平高) 鈴木　亜依 (南平高)
(206名) 西崎　享子 中島　洋子 渡辺　彩 行木　聡美

中学女子 小田　愛美 (三　中) 北田　真貴 (平山中) 深沢　有美 (平山中) 木曽　美幸 (三　中)
吉澤香和子 北原　彩香 野中みどり 君塚　綾



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 岩崎　美徳 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ) 高松　裕介 (レイアップ)
荒井　望 (スマッシュ) 佐々木昭孝 藤田　崇生 (ＣＬＥＡＲ)

男子２部 相澤　隆介 (一　般) 吉野　真平 (日野台高) 大格　素夫 (ＴＳＣ)
H16.11.14 徳永　圭吾 藤岡　翔太 陶山　智
(2004年) 男子３部 瀧澤　治人 (フェニックス) 竹内　賢司 (一　般) 高橋　修平 (ＣＬＥＡＲ) 大高　陽介 (ＣＬＥＡＲ)

須藤　篤 杉田　大輔 守屋　隆史 梅田　順昭
第４２回 女子１部 高塚真由美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 高木富美子 (多摩平BC)

大西美奈子 (スマッシュ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 渡辺　慶子
男 60 女子２部 山田恵以子 (エース) 今村　美鳩 (日野台高) 赤塚　文子 (一　般)
女 104 鈴木志津子 本川　香那 渡辺賀津子
中学56 女子３部 細江　加恵 (南平高) 木下　和美 (南平高) 石川　久子 (スマッシュ) 藤井　惇子 (スマッシュ)
(220名) 渡辺　彩 秋山　知子 河内　佳子 島田寿美子

中学女子 清家　千恕 (三　中) 馬場　祐里 (三　中) 森口　佑紀 (三　中) 金子　和美 (四　中)
高橋奈々美 有村　友希 関根　知香 藤野　香

男子１部 高松　裕介 (レイアップ) 小川　高広 (レイアップ) 岩崎　美徳 (レイアップ)
藤田　崇生 村上　大輔 (一　般) 荒井　望 (スマッシュ)

男子２部 杉田　勉 (多摩平BC) 高橋　将友 (多摩平BC) 関口　武 (ＴＳＣ)
H17.11.12 篠﨑　豊 久保田真一 斉藤　久隆 (一　般)
H17.12.3 男子３部 松田　始 (一　般) 小林　裕太 (日野台高) 高田　壮 (多摩平BC)
(2005年) 山田　敏弘 山田　健太 長者森洋助

第４３回 女子１部 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 篠﨑　雅恵 (多摩平BC) 原田恵以子 (ルディ)
大西美奈子 (スマッシュ) 高木富美子 和栗　りさ

男 56 女子２部 増田　育美 (多摩平BC) 森下　清美 (ルディ) 中島　洋子 (日野つくし)
女 84 駒井ミヤ子 川村　容子 山岸　薫

中学36 女子３部 坂口　静香 (日野台高) 足立　道子 (ルディ) 武田　寿子 (日野つくし) 五十嵐純子 (スマッシュ)
(176名) 柴沢　恵 渡辺　信枝 湊　英惠 長浜　幸代 (一　般)

中学女子 寺門　優 (三　中) 板山　茜 (平山中) 佐藤　楓 (平山中) 秋山　理紗 (平山中)
中須賀美織 奈良　祥子 阿井眞美香 鈴木　愛里

男子１部 青木　和真 (明星大) 上村　大介 (レイアップ) 樅木　敏朗 (レイアップ)
磯部　勇斗 高松　裕介 大塚　敏之

男子２部 尾形　義行 (スマッシュ) 川井　大介 (スマッシュ) 杉田　勉 (多摩平BC)
H18.11.11 関口　政勝 (ＴＳＣ) 伊藤　謙司 久保田真一
H18.12.2 男子３部 鈴木　敏和 (ＴＳＣ) 畠山　浩二 (フェニックス) 遠藤　志朗 (多摩平BC) 西山　達也 (スマッシュ)
(2006年) 水谷　浩明 田中富士人 (ふきのとう) 藤原　光壽 安部　一芳

第４４回 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 彌田　侑希 (明星大) 浅野　祐美 (日野台高)
佐々木亜美 林　千絵 山下　智美

男 54 女子２部 佐藤　葉子 (多摩平BC) 渡辺　信枝 (ルディ) 武田　寿子 (日野つくし)
女 78 増田　育美 足立　道子 福田　紀子

中学32 女子３部 高橋奈津樹 (一　般) 浅見野之花 (日野台高) 伊藤麻裕子 (日野台高) 湊　英惠 (日野つくし)
(164名) 河内　佳子 (スマッシュ) 窪田　有華 鈴木　夏美 大内　馨

中学女子 藤本　真美 (三　中) 白川　沙耶 (三　中) 竹内　菖乃 (三　中) 石井　美帆 (三　中)
須崎　光穂 岸　優香 山岸美紗都 池上　りな

男子１部 佐川　均 (レイアップ) 青木　和真 (明星大) 池田　和史 (スマッシュ)
藤田　崇生 小山　智 川井　大介

男子２部 須崎　智也 (明星大) 深代　祐太 (レイアップ) 新井　健太 (明星大)
H19.11.25 矢口　竜 角田　征也 藤沢　勇樹
H19.12.1 男子３部 井上　裕一 (一　般) 井上　知紀 (日野台高) 道上　正幸 (一　般) 緒方　司 (フェニックス)
(2007年) 三輪　敏司 福永　優也 横山　教夫 長者森洋助 (多摩平BC)

女子１部 高橋美紀子 (レイアップ) 彌田　侑希 (明星大) 西村　則子 (日野つくし)
第４５回 佐々木亜美 林　千絵 吉永　明美

女子２部 武田　寿子 (日野つくし) 滝島　野花 (日野台高) 渡辺賀津子 (一　般)
山岸　薫 和楽　由香 赤塚　文子

男 68 女子３部 平野　梢 (レイアップ) 湊　英惠 (日野つくし) 山崎利枝子 (エース) 金城　知里 (多摩平BC)
女 80 小野　恭子 豊田喜美子 前田　清美 秋山　理紗 (フェニックス)

中学54 中学男子 中川　祐 (三　中) 牧野　貴之 (三　中) 吉村　優斗 (三　中)
(202名) 鷹家　雄大 兼田　拓未 余吾健太郎

中学女子 蓼沼　加菜 (三　中) 西浦亜希子 (四　中) 山岸美紗都 (三　中) 橋本　麻衣 (三　中)
橋本　玲奈 峯岸　杏花 竹内　菖乃 齋藤　優希

男子１部 小島　直樹 (明星大) 黒岩　高弘 (スマッシュ) 岩野　雄介 (明星大)
山下　真司 藤井健一郎 (富士電機) 千々岩智晴

男子２部 小峯　昌城 (明星大) 浅野　良秋 (スマッシュ) 高橋　将友 (多摩平BC)
H20.11.23 吉田　大祐 池田　和史 篠﨑　豊
H20.12.6 男子３部 遠藤　志朗 (多摩平BC) 吉崎　智成 (日野台高) 清家　洋二 (ＴＳＣ) 石井　悠雅 (日野高)
(2008年) 藤原　光壽 下岡　尚弘 水谷　浩明 光山　樹

女子１部 吉永　明美 (日野つくし) 楡井　恵美 (日野つくし) 林　千絵 (明星大)
第４６回 西村　則子 内海ひろみ 宇田川綾香

女子２部 森田　和美 (多摩平BC) 石川　久子 (スマッシュ) 小島　千鶴 (エース)
植竹　有子 (一　般) 田極ゆとり 八嶋　泰子

男 80 女子３部 佐藤　愛 (南平高) 板山　茜 (フェニックス) 房　彩乃 (南平高) 久保ひかり (南平高)
女100 半澤　希 秋山　理紗 原田麻梨菜 田代奈都美
中学58 中学男子 鷹家　雄大 (三　中) 兼田　拓未 (三　中) 伊藤　泰世 (三　中)
(238名) 余吾健太朗 棚橋　涼 佐久間優人

中学女子 齋藤　優希 (三　中) 森山　彩 (四　中) 五島　海 (三　中) 高井　瑞季 (三　中)
畠山水奈子 藁谷　玲郁 大嶋麻衣子 荻野谷　舞



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 山下　真司 (明星大) 櫻井　健一 (スマッシュ) 江南　昌弘 (スマッシュ)
黒岩　慧之 田村　祐也 (明星大) 黒岩　高弘

男子２部 佐々木昭孝 (レイアップ) 小池　伸彦 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ)
H21.11.22 堀井　孝弘 大塚　創平 岩崎　美徳
H21.12.5 男子３部 木下　真一 (南平高) 川村ひなた (日野台高) 大江　智之 (南平高) 西山　達也 (スマッシュ)
(2009年) 原田　元気 山崎　慎也 古俣　裕哉 安部　一芳

女子１部 佐々木亜美 (レイアップ) 和栗　りさ (ルディ) 大西美奈子 (スマッシュ)
第４７回 長谷川文香 板垣　雅美 (ふきのとう) 江面　宏美

女子２部 佐藤　愛 (南平高) 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 鈴木　有香 (明星大)
房　彩乃 椛澤美登里 藁谷　美里

男 76 女子３部 進藤　香奈 (南平高) 斉藤　優希 (ふきのとう) 向野　瑠美 (日野台高) 砂土居早映 (日野高)
女122 渋谷　美友 畠山水奈子 寺田　朱里 大谷部有里
中学54 中学男子 竹内　柊馬 (三　中) 岡本　知己 (三　中) 小笠原　俊 (四　中)
(252名) 新村　裕太 前島　大佑 藤森　凜

中学女子 及川あかり (三　中) 杉山　千夏 (四　中) 原　みさと (四　中)
富樫　風香 南沢　明里 笹　裕子

男子１部 本谷　昭博 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 佐川　均 (レイアップ) 田村　祐也 (明星大)
菊地功太郎 菅原　拓也 野口　澄人

男子２部 荒井　望 (スマッシュ) 久保田真一 (多摩平BC) 関口　政勝 (ＴＳＣ)
H22.11.21 三浦　健 (フェニックス) 田中　雅和 尾形　義行 (スマッシュ)
H22.12.4 男子３部 小林　琢 (日野高) 中島　涼輔 (日野台高) 早川　雅也 (日野高) 渋川　裕也 (日野台高)
(2010年) 力武　一輝 古江　翼 平田　智晃 目黒　直人

女子１部 田中亜希子 (フェニックス) 和栗　りさ (ルディ) 大西美奈子 (スマッシュ)
第４８回 江面　宏美 (スマッシュ) 板垣　雅美 田極ゆとり

女子２部 鈴木　有香 (明星大) 窪田　有華 (明星大) 佐藤　俊子 (多摩平BC)
鴨下　舞 荒籾　有希 河内八重子 (スマッシュ)

男 86 女子３部 木村あさ美 (南平高) 向井　佑依 (日野高) 新谷　玲奈 (日野台高) 鈴木梨沙子 (日野台高)
女 84 清水　香菜 副島　夏実 福島　美咲 窪木　規恵

中学54 中学男子 岡本　知己 (三　中) 吉岡　航輝 (四　中) 前島　大佑 (三　中)
(224名) 井上誠士郎 森　優喜 棚橋　礁

中学女子 瀧沢　理紗 (三　中) 池田れいか (四　中) 田中　紀江 (四　中) 長谷川智華 (三　中)
小林　理乃 新妻　彩見 東　しおり 澤田緋佳莉

男子１部 佐川　均 (レイアップ) 坂本　洋平 (一　般) 坂田　拓真 (明星大)
菅原　拓也 倉田　幸治 佐藤　敬紀

男子２部 藤原　光壽 (多摩平BC) 宮澤　慎吾 (一　般) 古江　翼 (日野台高)
H23.11.20 尾形　義行 (スマッシュ) 松田　始 大塚　寛之
H23.12.3 男子３部 橋本　泰斗 (日野台高) 木村　巧 (日野台高) 指田　裕貴 (日野高) 大野　智貴 (日野高)
(2011年) 柳内　拓真 鶴田　和貴 千住　研洋 藤沢　裕敏

女子１部 大西美奈子 (スマッシュ) 田中亜希子 (フェニックス) 田中　恵美 (日野つくし)
第４９回 河辺　幸恵 宮本　薫 楡井　恵美

女子２部 窪木　規恵 (日野台高) 副島　夏実 (日野高) 園田真佐美 (一　般)
鈴木梨沙子 小林　美慧 池田かおり

男 86 女子３部 山田　祥子 (日野高) 池戸はづき (日野台高) 伊藤　麻里 (日野高) 井上　瑞貴 (日野台高)
女 84 宮嶋　麻里 黒川　朝美 山田　鞠佳 後藤　那奈

中学42 中学男子 齋藤　優平 (三　中) 土方　慎久 (三　中)
(212名) 太田　慶明 伊藤　薫

中学女子 清家菜々南 (三　中) 加藤　舞香 (三　中) 岸　京香 (三　中) 滝澤梨沙子 (四　中)
塚本　夏帆 内田　佳奈 永峯　杏樹 堀田　夏花



（２） 市民ダブルスバドミントン大会

大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 足利　宏 (トッパン) 北原　博 (愛好会) 田中　徹 (日野自工)
島田　道博 後藤　吉勝 伊藤　栄三 (豊　田)

S48.7.22 男子２部 伏木　隆紀 (小西六) 土方　俊一 (オリエント) 館野　弘雄 (特　農)
(1973年) 山賀　清次 小宮山利男 田村　達雄
日野自工 壮年の部 島崎　一雄 (オリエント) 渡辺　公麿 (日本レギ) 佐々木清美 (愛好会)

第１回 小沢　一雄 田中　義幸 安西　実
男 94 学生の部 小林　栄二 (東電学園) 鈴木　崇宏 (東電学園) 山田　益男 (東電学園)
女 28 小島　嗣夫 山本　文夫 河野　厚美

(122名) 女子の部 高橋佐々子 (多摩平) 松井　厚子 (オリエント) 守谷　哲子 (日　野)
秋野　敬子 北崎美智子 田辺　早苗

家庭婦人 丸山寿美枝 (愛好会) 斉藤津田子 (愛好会) 森下　愛子 (多摩平)
の部 大串　妙子 袖野　昌枝 赤塩　和子

男子１部 足利　宏 (トッパン) 新沢　正人 (愛好会) 阿部　俊一 (小西六)
S49.7.14 島田　道博 大倉　進 近藤　攻
(1974年) 男子２部 上野　幸吉 (東　芝) 田村　達雄 (特　農) 本田　博 (愛好会) 野元　孝平 (オリエント)
東電学園 平田　新一 石野　洋二 佐藤　忠宏 (東　芝) 清水　憲

第２回 壮年の部 島崎　一雄 (オリエント) 高瀬　巌 (特　農) 佐々木清美 (愛好会)
男 72 高橋喜久雄 鈴木　利雄 曾根　豊
女 62 女子の部 松井　厚子 (オリエント) 田中　悦子 (愛好会) 寺田　治子 (特　農)

(134名) 北崎美智子 塚本美代子 長峰かほる
家庭婦人 斎藤津田子 (愛好会) 大串　妙子 (愛好会)

の部 袖野　昌枝 山崎　尚子

男子１部 足利　宏 (トッパン) 新沢　正人 (愛好会) 北原　博 (愛好会)
S50.7.13 島田　道博 大倉　進 後藤　吉勝
(1975年) 男子２部 勢子　高司 (東電大専) 長谷川政利 (東電学園) 酒井　光幸 (日本レギ) 佐野　裕俊 (東電学園)
東電学園 伊奈　正美 山内　知也 小池　克彦 天野　敬久

第３回 壮年の部 花岡　利和 (小西六) 柴田　慎一 (東　芝) 佐々木清美 (愛好会) 大島　昭雄 (小西六)
男 74 上野　幸吉 (東　芝) 平野　脩 曾根　豊 大島　　　 (　　　　　)
女 24 女子の部 飯泉　昭子 (愛好会) 武田　信子 (日野自工) 大串　妙子 (愛好会)
(98名) 添田　純江 金沢貴恵子 大葉　幸子

家庭婦人 斎藤津田子 (愛好会) 鶴田　和子 (高幡台) 徳永　和代 (高幡台)
の部 袖野　昌枝 丸山リツ子 高川　則子

男子１部 大倉　進 (愛好会) 足利　宏 (トッパン) 山水　英貴 (愛好会)
S51.7.11 後藤　吉勝 吉田　和道 佐藤　忠弘 (東　芝)
(1976年) 男子２部 天野　敬久 (東　電) 菅沼　恒夫 (オリエント) 安井　洋一 (小西六) 青木　憲二 (トッパン)
東電学園 新井　政光 清水　憲 上野　健司 川島　啓二

第４回 壮年の部 松本　健二 (七生福祉園) 佐々木清美 (愛好会) 鈴木　利雄 (特　農)
男114 山田　精二 江口　義宏 斎藤　高政 (トッパン)
女 42 女子の部 田中　悦子 (愛好会) 坂本美知子 (特　農) 平沢　直子 (東　芝)

(156名) 福永マツ子 長峰かほる 馬場美代子
家庭婦人 大串　妙子 (愛好会) 金内　初子 (平山小) 沢登　定子 (愛好会)

の部 市原　悦子 奥山祐喜子 松本　節子

男子１部 大貫　正一 (オリエント) 足利　宏 (トッパン) 後藤　吉勝 (愛好会)
S52.7.10 中津不二雄 島田　道博 大倉　進
(1977年) 男子２部 石山　敏郎 (南　平) 石川　三男 (神　鋼) 荒岡　美明 (小西六) 神藤　悟 (東電学園)
小西六 森　勝一 宮本　正広 諸星　保雄 細井　宝二

第５回 壮年の部 島崎　一雄 (オリエント) 近藤　　　 (栄　町) 古川　寧夫 (七生福祉園)
男126 久世　信夫 森　　　 鈴木　利雄 (特　農)
女 42 女子の部 渡辺　和子 (オリエント) 真尾　玲子 (小西六) 馬場美代子 (東　芝)

(168名) 原　初美 西村　弥生 平沢　直子
家庭婦人 小田中栄子 (平山小) 宇佐美栄美 (二小PTA) 奥山祐喜子 (平山小)

の部 宮沢　清子 市原　悦子 金内　和子

男子１部 戸崎　陽一 (三　沢) 島田　道博 (トッパン) 後藤　吉勝 (富士電機)
S53.7.9 戸崎　隆 足利　宏 大倉　進
(1978年) 男子２部 小泉　幸範 (小西六) 小宅　邦光 (市　民) 春日　行夫 (オリエント) 山田　良隆 (小西六)
東電学園 岸野　正夫 塙　勝治 佐藤　昭一 高橋　和雄

第６回 壮年の部 岡田　　　 (高　幡) 甲斐　　　 (栄　町) 酒井　光幸 (日本レギ)
男122 平石　　　 近藤　　　 渡辺　公麿
女 44 女子の部 渡辺　和子 (オリエント) 志賀たかね (オリエント) 石部　　　 (高幡台)

(166名) 清水　清美 伊藤　文子 渡辺　　　
家庭婦人 宮沢　清子 (ジュピター) 工藤　映子 (ジュピター) 松本　節子 (ＴＳＣ)

の部 小田中栄子 桐谷　弘子 沢登　定子

男子１部 内田　淳吉 (小西六) 戸崎　陽一 (三　沢) 新沢　正人 (富士電機)
S54.7.8 中津不二雄 (オリエント) 戸崎　隆 大倉　進
(1979年) 男子２部 朝田　正夫 (小西六) 佐藤　慶一 (日野自工)
小西六 谷合　哲夫 田中　明夫

第７回 壮年の部 小宅　邦光 (平　山) 吉家　　　 (旭ヶ丘) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
男112 中村　三男 (オリエント) 佐山　　　 田中　徹 (日野自工)
女 70 女子の部 加藤美紀子 (富士電機) 井上恵美子 (オリエント) 原　初美 (オリエント)

(182名) 木村さとみ (東　芝) 阿部あつ子 清水　清美
家庭婦人 竹田　朝子 (ＴＳＣ) 下田　睦子 (ＴＳＣ) 宮沢　清子 (ジュピター)

の部 上田マス子 井熊　幸子 小田中栄子

男子１部 新沢　正人 (富士電機) 大倉　進 (富士電機) 青木　憲二 (トッパン)
後藤　吉勝 上野　幸吉 (東　芝) 足利　宏

S55.7.6 男子２部 佐藤　聖 (七　生) 楠　　　　 (東平山) 松野　利三 (市民クラブ) 春日　行夫 (オリエント)
(1980年) 田中　敏雄 深井　　　 後藤　達也 後藤　文夫
東電学園 壮年の部 佐々木清美 (市民クラブ) 鈴木　利雄 (特　農) 沢登　均 (ＴＳＣ)

第８回 斎藤　純夫 木村　三男 (七　生) 木暮　幸男 (多摩平BC)
男114 女子の部 加藤美紀子 (富士電機) 佐々木美知子 (特　農) 石川真由美 (市民クラブ)
女 66 袖野　綾子 (多摩平BC) 木暮　純子 大葉　幸子

(180名) 家庭婦人 宮沢　清子 (ジュピター) 後藤ひろよ (ジュピター) 設楽　記子 (ジュピター)
１部 原田恵以子 大和田洋子 伊藤喜美子

家庭婦人 市原　悦子 (二小PTA) 田之上光子 (市民クラブ) 二井　興子 (ＴＳＣ) 西田　倫子 (ジュピター)
２部 宮田タミ子 猪股　　　 根岸　恵子 松尾喜美子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 高山　　　 (明星大) 三石　正勝 (フェニックス)
佐藤　　　 中山　博之

S56.7.5 男子２部 前原　雄司 (東　電) 東　　隆 (東　電) 笛田　卓司 (東　電) 福田　佳弘 (日本レギ)
(1981年) 平野　和男 鴨下　公児 小島　広 酒井　光幸
東電学園 壮年の部

第９回
男124 女子の部 佐々木美知子 (特　農) 伊藤智代子 (多摩平BC) 富岡　恵子 (多摩平BC)
女106 木暮　純子 百瀬佳代子 上田　恵美
(230名) 家庭婦人 下田　睦子 (フェニックス) 竹田　朝子 (ＴＳＣ) 宮沢　清子 (ジュピター)

１部 篠原まさ子 上田マス子 原田恵以子
家庭婦人 横尾美智子 (ひのクラブ) 小林　静子 (ＴＳＣ) 戸田　ヨシ (フローラ) 花沢　　　 (多摩平BC)

２部 内田　雅子 阿井　宏美 塚元千枝子 大串　妙子

男子１部 家串　友治 (岩　通) 後藤　吉勝 (富士電機) 新沢　正人 (富士電機)
田名部　　 上野　幸吉 (東　芝) 伊藤　徹

S57.7.11 男子２部 重松　　　 辻　武司 (七　生) 佐々木昭孝 (特　農)
(1982年) 北村　　　 梶　典彦 (多摩平BC) 吉池　正弘 (多摩平BC)

南平体育館 壮年の部 小池　克彦 (日本レギ) 田中　徹 (日野自工) 鈴木　利雄 (特　農)
第１０回 酒井　光幸 遠藤　志朗 (多摩平BC) 木村　三男 (七　生)

男112 女子１部 篠原まさ子 (フェニックス) 小塩　和子 (小西六) 宮沢　清子 (ジュピター)
女138 下田　睦子 青木　直美 原田恵以子
(150名) 女子２部 林　美香子 (多摩平BC) 野尻　純子 (多摩平BC) 渡辺　慶子 (多摩平BC)

弘沢　成美 平部　恵子 五代　恵美 (小西六)
女子３部 田之上光子 (フェニックス) 三石　洋子 (フェニックス) 都田久美子 (コスモス)

若狭留美子 松島　恵子 中嶋　朝子

男子１部 宗形　一志 (岩　通) 新沢　正人 (富士電機) 岩森　純好 (富士電機)
鳥羽　恒康 伊藤　徹 山部　聡

S58.7.10 男子２部 穴吹　　　 (ネットイン) 伊沢　　　 (東　電) 松野　利三 (市民クラブ)
(1983年) 福田　　　 笛田　卓司 後藤　達也

男子３部 奥村　　　 (七　生) 金子　　　 (　　　　　)
第１１回 木村　三男 鈴木　利雄 (特　農)

女子１部 宇佐美栄美 (市　民) 篠原まさ子 (フェニックス) 宮沢　清子 (ジュピター)
村上　冨美 下田　睦子 原田恵以子

女子２部 田中たかね (オリエント) 小野　浩子 (ＴＳＣ) 中嶋　朝子 (コスモス)
赤羽まゆみ 阿井　宏美 都田久美子

女子３部 田之上 (フェニックス) 高屋　圭子 (七　生) 前田　勝代 (つくし) 後藤　　　 (ジュピター)
埴原　春美 田倉テイ子 (フェニックス) 常味　　　 春木　直美 (市民)

男子１部 新沢　正人 (富士電機) 石原　泰造 (東　電) 山部　聡 (富士電機)
伊藤　徹 岩間　源 岩森　純好

S59.7.8 男子２部 宮口　等 (ＴＳＣ) 春日　行夫 (オリエント) 中村　三男 (オリエント)
(1984年) 六波羅　博 小川　孝 西條　　　

男子３部 佐々木勝成 (東　芝) 杉本　　　 (多摩平BC) 山根　　　 (東　芝) 斎藤　純夫 (市民クラブ)
第１２回 富永　　　 川田　真悟 中原　　　 木村　隆

男 88 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 富田　好子 (多摩平BC) 篠原まさ子 (フェニックス)
女 96 村上　冨美 林　美香子 下田　睦子

(184名) 女子２部 村上千代子 (フェニックス) 若狭留美子 (フェニックス) 松島　恵子 (フェニックス)
田倉テイ子 庄司　豊子 三石　洋子

女子３部 石井　千明 (コスモス) 大沼　愛子 (コスモス) 宮田タミ子 (フローラ) 山田　ゆみ (特　農)
砂川　明美 伊野　博子 小池　節子 袖野　綾子 (多摩平BC)

男子１部 石原　泰造 (東　電) 新沢　正人 (富士電機) 山部　聡 (富士電機)
岩間　源 伊藤　徹 岩森　純好

S60.6.23 男子２部 久留　裕 (小西六) 斎藤　芳秋 (日野台高) 伊野　正次 (オリエント)
(1985年) 吉永　巌 疋田　明博 中村　三男

男子３部 篠原　久明 (フェニックス) 高橋　行政 (多摩平BC) 小貝　洋一 (日野台高) 水野 (ＮＢＣ)
第１３回 森田　茂夫 藤田　典悠 新保　望 田倉　政彦

男114 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 林　美香子 (多摩平BC) 下田　睦子 (フェニックス)
女110 篠原まさ子 中村美代子 田倉テイ子
(224名) 女子２部 大沢ゆかり (日野台高) 後藤　博代 (ジュピター) 田之上光子 (市民クラブ)

小田亜季子 大和田洋子 横尾美智子
女子３部 市成　恵子 (ＴＳＣ) 高橋愼智子 (日野台高) 江坂　和代 (多摩平BC) 上石　順子 (フェニックス)

六波羅和子 酒井　愛恵 宇野沢智子 諸星佐和子

男子１部 岩間　源 (東　電) 後藤　吉勝 (富士電機) 大西 (市　民)
石原　泰造 伊藤　徹 星野

S61.7.20 男子２部 小宅　邦光 (多摩平BC) 岩崎 (東　電) 佐藤　伸一 (東　芝)
(1986年) 小宅　卓也 大河原 富永

男子３部 永島　守彦 (多摩平BC) 坂巻　一 (ＴＳＣ) 八木下行夫 (オリエント) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
第１４回 山上　吉宏 大木　俊之 根来 白石　久幸

男124 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 林　美香子 (多摩平BC) 松島　恵子 (フェニックス)
女 96 篠原まさ子 田倉テイ子 (フェニックス) 庄司　豊子

(220名) 女子２部 小野　浩子 (ＴＳＣ) 柳 (実践女子) 本合美奈子 (多摩平BC)
六波羅和子 伊藤 富岡　規子

女子３部 横倉　民子 (フローラ) 長谷川厚子 (フローラ) 千野　宏美 (日野台高) 白石ヤエ子 (多摩平BC)
川原木邦子 宮田タミ子 松山　浩美 俵　理佳子

男子１部 内田　淳吉 (小西六) 伊藤　通郎 (ＮＢＣ) 上野　幸吉 (東　芝)
吉永　巌 橘　博之 (フェニックス) 後藤　吉勝 (富士電機)

S62.6.28 男子２部 加藤　順一 (日野高) 杉田　勉 (多摩平BC) 山上　吉宏 (多摩平BC)
(1987年) 安藤　修一 木村　隆 (市民クラブ) 永島　守彦

男子３部 土生都 (消防署) 小山　好一 (日野台高) 白石　久幸 (多摩平BC)
第１５回 沢山 太田　佳成 山川　和幸 (フェニックス)

男110 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 下田　睦子 (フェニックス) 庄司　豊子 (フェニックス)
女122 篠原まさ子 田倉テイ子 松島　恵子
(232名) 女子２部 大久保晴代 (ジュピター) 宮田タミ子 (フローラ) 津倉 (実践女子)

上原喜美江 長谷川厚子 澄川
女子３部 寺本　秋子 (ＴＳＣ) 田之上光子 (市民クラブ) 赤石　裕子 (ＴＳＣ)

白石ヤエ子 (多摩平BC) 石川まゆみ 吉田　賀子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 岩森　純好 (富士電機) 新沢　正人 (富士電機) 藪内　克也 (コニカ)
伊藤　徹 広瀬　英彰 宮澤　一宏

S63.6.26 男子２部 矢野　浩 (東　芝) 井上　昌雄 (オリエント) 和智　幸雄 (日野自工)
(1988年) 阿部　秀樹 長谷川善彦 千葉　修

男子３部 山川　宏治 (フェニックス) 芳野　守 (多摩平BC) 土方　義久 (市民クラブ) 大河原 (市　民)
第１６回 富岡　照幸 (市　民) 白石　久幸 森　和寿 原島

男100 女子１部 小塩　和子 (コニカ) 田倉テイ子 (フェニックス) 宇佐美栄美 (フェニックス)
女120 勝山亜矢子 下田　睦子 庄司　豊子
(220名) 女子２部 木下　早苗 (日野台高) 池田 (南平高) 太田久美子 (フェニックス)

小松　祥子 高橋 西崎　信子
女子３部 小暮美千子 (フェニックス) 井熊佐和乃 (市　民) 乾　節子 (フェニックス) 佐藤 (市　民)

山川　恵子 伊藤 鴨志田陽子 中村

男子１部 新沢　正人 (富士電機) 橘　博之 (フェニックス) 清水　義明 (コニカ)
伊藤　徹 小宅　卓也 (多摩平BC) 五十川　渡

H1.6.25 男子２部 中村　三男 (オリエント) 荒岡　美明 (コニカ) 川島　徹也 (富士電機)
(1989年) 田倉　政彦 (レイアップ) 関口　邦雄 (富士電機) 奥山　勝実

男子３部 西村　隆輝 (南平高) 遠藤　志朗 (多摩平BC) 田中富士人 (市民クラブ) 尾崎　浩 (市役所)
第１７回 宮崎　卓郎 中野　真一 福山　邦彦 小林　正明

男 86 女子１部 田倉テイ子 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス) 松島　恵子 (フェニックス)
女106 下田　睦子 庄司　豊子 宇佐美栄美
(192名) 女子２部 村上千代子 (フェニックス) 加辺　陽子 (東　芝) 宮田タミ子 (フローラ)

鴨志田陽子 宇佐美央子 (市　民) 小池　節子
女子３部 依田　恭子 (日野台高) 小山　初子 (多摩平BC) 古賀　達子 (フローラ) 田中　トミ (つくし)

野村　公子 駒井ミヤ子 根津のり子 大木　和子

男子１部 矢野　浩 (東　芝) 佐々木昭孝 (レイアップ) 小宅　邦光 (多摩平BC)
平林　信一 (市　民) 吉池　正弘 (多摩平BC) 小宅　卓也

H2.6.24 男子２部 小幡　満 (コニカ) 荒岡　美明 (コニカ) 佐々木勝成 (東　芝)
(1990年) 小泉　俊一 関口　邦雄 (富士電機) 佐藤　伸一

男子３部 今野　哲夫 (ＴＳＣ) 杉本　大作 (日野台高) 作間 (コニカ) 尾崎　浩 (市役所)
第１８回 原　弘吉 高橋　敦史 山岸　敏之 小林　正明

男 84 女子１部 田倉テイ子 (フェニックス) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 松島　恵子 (フェニックス)
女122 下田　睦子 佐々木美知子 (レイアップ) 山川　恵子
(206名) 女子２部 宮田タミ子 (フローラ) 西崎　信子 (フェニックス) 佐藤　文恵 (フェニックス)

小池　節子 乾　節子 丸山　朋子
女子３部 小友マチ子 (多摩平BC) 赤石　裕子 (ＴＳＣ) 土生　茂子 (つくし) 大里とし子 (フェニックス)

太田　光子 梅山　初子 大塚　幸子 上野　秀子

男子１部 矢野　浩 (東　芝) 小宅　邦光 (市　民) 佐々木昭孝 (レイアップ)
木村　節雄 小宅　卓也 吉池　正弘 (多摩平BC)

H3.6.23 男子２部 梅本 (市　民) 松本　隆弘 (富士電機) 高橋　行政 (多摩平BC)
(1991年) 森川 井原　善則 中野　真一

男子３部 西川　滋夫 (フェニックス) 田中富士人 (市民クラブ) 清水　博明 (東　芝) 中島　政和 (市役所)
第１９回 田野倉 (市　民) 福山　邦彦 安田　進 岡田　忠昭

男 74 女子１部 六波羅和子 (ＴＳＣ) 増島 (市　民) 田倉テイ子 (レイアップ)
女 92 寺本　秋子 佐藤　澄世 佐々木美知子

(166名) 女子２部 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 江崎　成子 (フローラ) 田中　トミ (つくし)
古賀　達子 (フローラ) 大塚マサ子 大木　和子

女子３部 関島友理子 (フェニックス) 土生　茂子 (つくし) 大沢　ナツ (フェニックス) 内田 (南平高)
上野　秀子 佐藤　京子 大里とし子 峯屋

男子１部 大貫　勝 (コニカ) 矢野　浩 (東　芝) 佐々木昭孝 (レイアップ)
吉永　巌 小宅　卓也 (一　般) 吉池　正弘 (多摩平BC)

H4.6.28 男子２部 増田　秀文 (富士電機) 関口　邦雄 (富士電機) 小関　康文 (コニカ)
(1992年) 森　　豊 荒岡　美明 (コニカ) 木川　就二

第２０回 男子３部 藤原　光壽 (オリエント) 澁谷　和俊 (東　芝) 福山　邦彦 (市民クラブ) 渡辺　義治 (南平高)
田口　文夫 小笠原　浩 田中富士人 山本

男 88 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 横倉　民子 (フローラ)
女112 佐々木美知子 寺本　秋子 川原木邦子
(200名) 女子２部 太田　光子 (多摩平BC) 大里とし子 (フェニックス) 前野ゆき子 (ＴＳＣ)

石井　千明 (コスモス) 丸山　朋子 梅山　初子
女子３部 土橋　則子 (つくし) 松屋美智子 (エース) 植村賀代子 (フローラ) 白井　晴美 (日野自工)

大塚由美子 柴田　明代 玉木ちづ子 宇津木育子

男子１部 杉田　直人 (明星大) 大塚　敏之 (レイアップ) 榊原　勝憲 (明星大)
増田　創一 橘　博之 川井　貴裕

H5.6.20 男子２部 高橋　幸一 (日野高) 堀内　立美 (コニカ) 鳥山　祐一 (多摩平BC)
(1993年) 飯室　龍介 久留　裕 高橋　行政

男子３部 田嶋　謙司 (一　般) 田辺　康夫 (多摩平BC) 青木　浩一 (多摩平BC) 伊藤　元啓 (日野台高)
第２１回 渋江　俊 遠藤　志朗 川村　拓也 木村　真悟

男 86 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 横倉　民子 (フローラ) 原田恵以子 (ジュピター)
女102 佐々木美知子 川原木邦子 宮澤　素子
(188名) 女子２部 前野ゆき子 (ＴＳＣ) 松屋美智子 (エース) 小島　美和 (明星大)

三原希代子 柴田　明代 松野　亜紀
女子３部 天野やす子 (フェニックス) 若松紀美子 (ＴＳＣ) 中村恵美子 (フローラ) 大宮　ゆか (日野高)

中村　淳子 村山久美子 小野寺勝子 馬場美樹子

男子１部 今井　一雄 (ＴＳＣ) 杉田　直人 (明星大) 西村　隆輝 (レイアップ)
原　弘吉 島山裕一郎 佐々木昭孝

H6.6.26 男子２部 青山　勝弘 (市民クラブ) 清水　和幸 (富士電機) 浦野　明崇 (科技大)
(1994年) 大場　英正 小半　祐幸 大沢　毅

男子３部 宮岡　文隆 (オリエント) 中島　直樹 (南平高) 犬塚　佑樹 (日野台高) 伊藤　元博 (日野高)
第２２回 田口　文夫 荒木　良治 桜井　篤史 尾辻　智明

男 74 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 川原木邦子 (エンドレス) 原田恵以子 (マース)
女118 佐々木美知子 横倉　民子 宮澤　素子
(192名) 女子２部 大塚マサ子 (エンドレス) 大西喜美子 (一　般) 天野やす子 (フェニックス)

玉木ちづ子 大西美奈子 中村　淳子
女子３部 諸橋　朋子 (多摩平BC) 弓木しのぶ (日野台高) 中田真利子 (南平高) 福田　紀子 (つくし)

高木富美子 今尾　友絵 菊地　智恵 金房　淑子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 今井　一雄 (ＴＳＣ) 中村　芳樹 (明星大) 増田　創一 (明星大)
渋江　俊 島山裕一郎 杉田　直人

H7.6.25 男子２部 岡崎　武 (明星大) 青山　貴之 (明星大) 堀内　立美 (コニカ)
(1995年) 北條　竜堂 宮沢　幸光 沢登　大介

男子３部 和田　淳一 (一　般) 水野　秀樹 (日野高) 日向　一哲 (日野高) 星出　聡 (一　般)
第２３回 松倉　邦雄 蓬莱　史利 田倉雄一朗 原田　善史

男 72 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 今井早由里 (ＴＳＣ) 篠原まさ子 (フェニックス)
女104 佐々木美知子 井熊佐和乃 (レイアップ) 山川　恵子
(176名) 女子２部 村上千代子 (フェニックス) 高木富美子 (多摩平BC) 細川　千秋 (マース)

土橋　則子 (日野つくし) 諸橋　朋子 西沢　淑子
女子３部 大津　実咲 (日野高) 増田　育美 (多摩平BC) 高木美記子 (マース) 地引　則子 (エース)

飯塚　直美 野尻　純子 瀧本　晴美 津田　早苗

男子１部 佐々木昭孝 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ) 渋江　俊 (ＴＳＣ)
西村　隆輝 橘　博之 沢登　大介

H8.6.23 男子２部 砂原　一徳 (富士電機) 杉田　勉 (多摩平BC) 阪上　正裕 (一　般)
(1996年) 久保　等 六波羅　博 (ＴＳＣ) 今井　穣

男子３部 渡辺　健二 (一　般) 秦　竜也 (一　般) 梅山　大助 (ＴＳＣ) 田中富士人 (市民クラブ)
第２４回 篠﨑　豊 関本　巧 陶山　智 土方　義久

男 50 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 川原木邦子 (エンドレス) 小暮美千子 (ルディ)
女 84 佐々木美知子 横倉　民子 佐藤　文恵

(134名) 女子２部 細川　千秋 (マース) 埴原　春美 (日野つくし) 梅山　初子 (ＴＳＣ)
西沢　淑子 奥野　恵子 赤石　裕子

女子３部 白鳥富士子 (エース) 池端美知代 (マース) 内山　チヨ (一　般) 内藤　明美 (フェニックス)
西山　裕子 松倉　弘美 鈴木時紀子 増島　明美

男子１部 佐々木昭孝 (レイアップ) 松野　利三 (市民クラブ) 吉永　巌 (コニカ)
西村　隆輝 松倉　邦雄 竹田　典史 (明星大)

H9.6.22 男子２部 水村　博 (明星大) 関口　邦雄 (富士電機) 佐藤　慶夫 (一　般)
(1997年) 蜂谷　弘一 松沢　慎介 (一　般) 江波戸　隆

男子３部 田中富士人 (市民クラブ) 遠藤　志朗 (多摩平BC) 唐沢　瑞樹 (一　般) 屋代　直樹 (一　般)
第２５回 土方　義久 白石　久幸 小島　善則 下田　信明

男 58 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 川原木邦子 (ルディ) 横倉　民子 (一　般)
女 98 吉永亜矢子 (コニカ) 原田恵以子 大塚マサ子

(156名) 女子２部 川上万里子 (明星大) 内藤　明美 (フェニックス) 大下真由美 (明星大)
廣光奈美子 佐々木はるみ 竹島佳津美

女子３部 西村　則子 (日野つくし) 河治　裕子 (一　般) 鈴木　京子 (日野つくし) 椛澤美登里 (多摩平BC)
六田美佐子 河治すみ子 宮崎ナミ子 菅井　雅子

男子１部 豊泉　輝彦 (コニカ) 岡村　真一 (コニカ) 佐々木昭孝 (レイアップ)
本田　誠 久保　憲一 西村　隆輝

H10.6.21 男子２部 杉田　勉 (多摩平BC) 中村　三男 (ソーテック) 篠原　史斗 (日野高)
(1998年) 篠﨑　豊 (一　般) 上野　幸吉 (東　芝) 犬塚　哲

男子３部 中村　晋 (市民クラブ) 星　耕作 (日野高) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
第２６回 蓬莱　史利 (一　般) 小澤　篤史 白石　久幸

男 48 女子１部 川原木邦子 (ルディ) 横倉　民子 (一　般) 山川　恵子 (日野あすか)
女110 原田恵以子 大塚マサ子 庄司　豊子
(158名) 女子２部 西村　則子 (日野つくし) 赤石　裕子 (ＴＳＣ) 村上千代子 (日野あすか)

六田美佐子 村山久美子 大里とし子
女子３部 小川　智代 (三沢中) 山田　恵美 (日野つくし) 矢ヶ崎朋子 (エース) 田中百合子 (市民クラブ)

瀬戸菜実子 (四　中) 伊藤　ヨシ 植松　初枝 福山　恵子

男子１部 土屋　誠 (明星大) 大塚　敏之 (レイアップ) 島山裕一郎 (一　般)
鈴木　利之 久保　等 (一　般) 中村　芳樹

H11.6.20 男子２部 大場　英正 (市民クラブ) 関　正道 (明星大) 杉田　勉 (多摩平BC)
(1999年) 蓬莱　史利 中野　哲朗 篠﨑　豊

男子３部 大塚　創平 (南平高) 田中富士人 (市民クラブ) 須藤　篤 (フェニックス) 伊藤　謙司 (スマッシュ)
第２７回 小林　彰雄 土方　義久 長者森洋助 西山　達也

男 50 女子１部 原田恵以子 (ルディ) 佐々木智美 (明星大) 横倉　民子 (一　般)
女 88 川原木邦子 宇土　青良 下田　睦子

(138名) 女子２部 麻田　純江 (明星大) 長嶺　真弓 (日野つくし) 津田　早苗 (エース)
高島　香織 宮崎ナミ子 高木美記子 (一　般)

女子３部 近藤紀美子 (エース) 平　恭子 (多摩平BC) 佐藤　真弓 (エース) 秦　純子 (一　般)
小林　恵子 樋渡由美子 西　百合子 赤瀬香奈子

男子１部 大塚　敏之 (レイアップ) 水谷　史生 (富士電機) 松倉　邦雄 (市民クラブ)
西村　隆輝 白川　幸宏 青山　勝弘

H12.6.18 男子２部 秋山　和人 (ＣＬＥＡＲ) 土屋　誠 (明星大) 原　弘吉 (ＴＳＣ)
(2000年) 田中　幹輝 大嶋　敦司 大塚　創平 (南平高)

男子３部 浜野　清人 (ＣＬＥＡＲ) 福島　久 (一　般) 長者森洋助 (フェニックス) 斉藤　博 (一　般)
第２８回 神田　裕美 今井　穣 立川　明 中西　顕伸

男 64 女子１部 原田恵以子 (ルディ) 六田美佐子 (日野つくし) 小暮美千子 (ルディ)
女 94 柴田　明代 内藤　明美 佐藤　文恵

(158名) 女子２部 麻田　純江 (明星大) 竝木　陽子 (エース) 小林　恵子 (エース)
小堀　裕美 平　まき子 近藤紀美子

女子３部 笠井　弘美 (一　般) 三浦フミ子 (フェニックス) 田村美智子 (日野つくし) 堀口　瑠璃 (四　中)
吉永　明美 (日野つくし) 小島　千鶴 (エース) 豊田喜美子 山下　香織

男子１部 島山裕一郎 (レイアップ) 水谷　史生 (富士電機) 西村　隆輝 (レイアップ)
山下　雅弘 白川　幸宏 藤井健一郎 (富士電機)

H13.6.17 男子２部 大塚　創平 (南平高) 杉田　勉 (多摩平BC) 吉田　隆治 (一　般)
(2001年) 中村　晋 (C cube B･C) 篠﨑　豊 谷　常隆

男子３部 松倉　卓也 (C cube B･C) 田中富士人 (C cube B･C) 斉藤　博 (一　般) 川村　拓也 (多摩平BC)
第２９回 小川　高広 土方　義久 坂本成史朗 高田　壮

男 68 女子１部 前田　勝代 (日野つくし) 小暮美千子 (ルディ) 高木富美子 (多摩平BC)
女 82 内藤　明美 佐藤　文恵 渡辺　慶子

(150名) 女子２部 笠井　弘美 (一　般) 西　百合子 (エース) 吉永　明美 (日野つくし)
早坂　広子 津田　早苗 小島　千鶴 (エース)

女子３部 川村　容子 (ルディ) 山崎　文子 (日野台高) 篠﨑　雅恵 (多摩平BC) 山本　智子 (多摩平BC)
和栗　りさ 吉岡佐知子 高橋真佐子 (一　般) 佐藤　俊子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 松倉　邦雄 (C cube B･C) 佐々木昭孝 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ)
松倉　卓也 藤井健一郎 (富士電機) 大塚　創平

H14.6.16 男子２部 堀内　宣 (明星大) 櫻井　健一 (明星大) 大嶋　敦司 (明星大)
(2002年) 原　恒太郎 亀沢　拓巳 龍崎　友佑

男子３部 伊藤　賢吾 (一　般) 本田　喜彦 (一　般) 鈴木　春史 (日野台高) 藤田　崇生 (ＣＬＥＡＲ)
第３０回 鈴木　直貴 鈴木　斉彬 小川　祥太 高橋　修平

男 60 女子１部 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 内藤　明美 (日野つくし) 渡辺　慶子 (多摩平BC)
女 80 池端美知代 西村　則子 高木富美子

(140名) 女子２部 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 神林奈津美 (明星大) 佐々ゆり子 (日野つくし)
小堀　裕美 (明星大) 左近充瑠美 内海ひろみ

女子３部 渡辺賀津子 (一　般) 篠﨑　雅恵 (多摩平BC) 高田　愛美 (日野台高) 小野のり子 (フェニックス)
赤塚　文子 高橋真佐子 村田麻友実 宮本　薫

男子１部 藤井健一郎 (富士電機) 櫻井　健一 (明星大) 松倉　邦雄 (C cube B･C)
白川　幸宏 堀内　宣 吉池　正弘 (多摩平BC)

H15.6.15 男子２部 舟橋　史幸 (一　般) 吉永　大輔 (日野自動車) 小寺　順 (明星大)
(2003年) 磯辺　恭之 廣瀬　英彰 (富士電機) 内田　健吾

男子３部 鈴木　淳 (東　芝) 小高　圭祐 (日野台高) 木内　紳二 (ＣＬＥＡＲ) 佐々木　健 (ＣＬＥＡＲ)
第３１回 峯岸　豊 (一　般) 佐々木雄大 佐伯　雅典 山岸　浩一

男 62 女子１部 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 高木富美子 (多摩平BC) 西村　則子 (日野つくし)
女 94 高塚真由美 渡辺　慶子 土橋　則子

(156名) 女子２部 篠﨑　雅恵 (多摩平BC) 内海ひろみ (日野つくし) 渡辺賀津子 (一　般)
樋渡由美子 佐々ゆり子 赤塚　文子

女子３部 峯岸　明美 (一　般) 豊田　朋代 (日野台高) 窪園　佳奈 (日野台高) 小野のり子 (フェニックス)
船木美由紀 石井菜穂子 小野寺由里子 岡田　和子

男子１部 櫻井　健一 (明星大) 佐々木昭孝 (レイアップ) 渋江　俊 (エプソンG)
内田　健吾 樅木　敏朗 黒岩　高弘

H16.6.19 男子２部 藤田　崇生 (ＣＬＥＡＲ) 田辺　康晃 (ＣＬＥＡＲ) 池田　和史 (スマッシュ)
(2004年) 松岡　俊 中里　拓也 伊藤　謙司

男子３部 藤岡　翔太 (日野台高) 河内　寿之 (スマッシュ) 須藤　篤 (フェニックス) 佐々木達真 (一　般)
第３２回 吉野　真平 尾形　義行 瀧澤　治人 藤原　博

男 74 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 高木富美子 (多摩平BC)
女 112 佐々木亜美 池端美知代 渡辺　慶子
(186名) 女子２部 高橋美紀子 (レイアップ) 鈴木　里奈 (明星大) 川村　容子 (ルディ)

佐久間由美子 彌田　侑希 森下　清美
女子３部 行木　聡美 (南平高) 田中　かや (南平高) 山田　典子 (南平高) 中下　美香 (日野台高)

鈴木　亜依 山田めぐみ 宮ノ入桃子 和田　春香

男子１部 黒岩　高弘 (一　般) 樅木　敏朗 (レイアップ) 荒井　望 (スマッシュ)
藤井健一郎 (富士電機) 大塚　敏之 岩崎　美徳 (レイアップ)

H17.6.18 男子２部 陶山　智 (ＴＳＣ) 池田　和史 (スマッシュ) 関口　武 (ＴＳＣ)
(2005年) 大格　素夫 伊藤　謙司 斉藤　久隆 (一　般)

男子３部 山中　竜一 (南平高) 米山　雄大 (日野台高) 清家　洋二 (ＴＳＣ) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
第３３回 花輪　剛 白澤　亮太 鈴木　敏和 (一　般) 原　愼一

男 54 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 関口　貞子 (日野つくし) 今村　美鳩 (日野台高)
女 104 佐々木亜美 西村　則子 山下　智美
(158名) 女子２部 山田　典子 (南平高) 田中　かや (南平高) 伊藤　成子 (ルディ)

山田めぐみ 渕上　綾乃 森下　清美
女子３部 加藤　咲子 (日野高) 重政　恭子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 柳田　麻結 (日野台高) 青山　慶子 (南平高)

中下　美香 藤井　惇子 (スマッシュ) 中村　友美 吉田　愛

男子１部 内田　健吾 (明星大) 村上　大輔 (レイアップ) 青木　和真 (明星大)
柳田　翼 高松　裕介 小山　智

H18.6.18 男子２部 関口　武 (ＴＳＣ) 内田　淳吉 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 西村　正利 (ＣＬＥＡＲ)
(2006年) 斉藤　久隆 谷口　貴之 由井　希望

男子３部 野田　裕喜 (一　般) 浪本　祐介 (一　般) 関　圭祐 (ＣＬＥＡＲ) 深代　祐太 (一　般)
第３４回 高橋　直己 保坂　佳宏 川瀬　佳 藍沢　一喜

男 80 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 彌田　侑希 (明星大) 大西美奈子 (スマッシュ)
女 80 佐々木亜美 林　千絵 板垣　雅美 (ふきのとう)

(160名) 女子２部 五十嵐淳子 (スマッシュ) 渡辺賀津子 (一　般) 大久保晴代 (ルディ)
長浜　幸代 赤塚　文子 伊藤　成子

女子３部 中村　友美 (日野台高) 塩入　彩 (日野つくし) 新井野滋枝 (フェニックス) 佐藤　葉子 (多摩平BC)
川上　直華 武田　寿子 小野のり子 山内　恭子 (ルディ)

男子１部 佐川　均 (レイアップ) 上村　大介 (レイアップ) 吉池　正弘 (多摩平BC)
村上　大輔 藤田　崇生 樅木　敏朗 (レイアップ)

H19.6.10 男子２部 高橋　直己 (レイアップ) 弥永　圭太 (ふきのとう) 高橋　将友 (多摩平BC)
(2007年) 野田　裕喜 小矢島　暢 篠﨑　豊

男子３部 梅田　学 (一　般) 道上　正幸 (一　般) 藤原　光壽 (多摩平BC) 小田　俊介 (日野台高)
第３５回 田中　裕三 横山　教夫 原　愼一 矢野　昌義

男 70 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 高木富美子 (多摩平BC) 浅野　裕美 (日野台高)
女 76 佐々木亜美 渡辺　慶子 山下　智美

(146名) 女子２部 松原　桃子 (明星大) 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 武田　寿子 (日野つくし)
鷦鷯　恵 宮田　晴美 山岸　薫

女子３部 山内　恭子 (ルディ) 市川恵梨子 (日野台高) 山崎利枝子 (エース) 甲斐　歩野 (日野台高)
鬼木　朋子 中村真里沙 八嶋　泰子 本間　芽衣

男子１部 青木　和真 (明星大) 岡村　真一 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 鈴木　敏和 (ＴＳＣ)
小山　智 生田目晃志 辻　隼人 (一　般)

H20.6.1 男子２部 石川　周平 (明星大) 大格　素夫 (ＴＳＣ) 新井　健太 (明星大)
(2008年) 岩野　雄介 斉藤　久隆 千々岩智晴

第３６回 男子３部 西村　正利 (ＣＬＥＡＲ) 由井　希望 (ＣＬＥＡＲ) 立川　明 (フェニックス) 藤原　光壽 (多摩平BC)
男 66 武藤　陽介 小町　直史 上野　幸吉 (東　芝) 長者森洋助
女 66 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 高塚真由美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

(132名) 佐々木亜美 和栗　りさ (ルディ) 六田美佐子
女子２部 礒　真奈美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 平野　梢 (レイアップ) 近藤紀美子 (エース)

藤原　優子 小野　恭子 大塚マサ子 (ＴＳＣ)



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 本谷　昭博 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 倉田　武 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 岡村　真一 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)
越智　大介 生田目晃志 石井　暢

H21.5.31 男子２部 森本　直樹 (明星大) 大格　素夫 (ＴＳＣ) 篠﨑　豊 (多摩平BC)
(2009年) 千々岩智晴 斉藤　久隆 高橋　将友

男子３部 馬場　智一 (ＣＬＥＡＲ) 加藤　優輝 (ＣＬＥＡＲ) 丸山　英男 (一　般) 池田　浩通 (一　般)
第３７回 市原　脩 恩田　祥孝 土井　英一 小泉　昇 (ＴＳＣ)

男 64 女子１部 佐々木美知子 (レイアップ) 森田　和美 (多摩平BC) 長谷川文香 (レイアップ)
女 64 佐々木亜美 上竹　有子 (一　般) 山内　恵利

(128名) 女子２部 板山　茜 (フェニックス) 小野　恭子 (レイアップ) 藤井　惇子 (スマッシュ)
新坂　理沙 平野　梢 上野　直子

女子３部 山崎利枝子 (エース) 新井野滋枝 (フェニックス)
前田　清美 内田　真紀 (日野自動車)

男子１部 黒岩　高弘 (スマッシュ) 荒井　望 (スマッシュ)
江南　昌弘 江面　剛

H22.5.30 男子２部 藤田　崇生 (レイアップ) 杉田　勉 (多摩平BC) 尾形　義行 (スマッシュ)
(2010年) 野田　裕喜 藤原　光壽 久保田真一 (多摩平BC)

男子３部 中村　三男 (ふきのとう) 長者森洋助 (多摩平BC) 三桝　達矢 (ＣＬＥＡＲ)
第３８回 千馬　豊 大里　大 西山　潤

男 32 女子１部 田中亜希子 (フェニックス) 秋山　幸子 (フェニックス) 和栗　りさ (ルディ)
女 68 江面　宏美 (スマッシュ) 板山　茜 板垣　雅美

(100名) 女子２部 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 近藤紀美子 (エース) 大塚　幸子 (個　人)
下田　睦子 小林　恵子 笠井　弘美

女子３部 鈴木　京子 (日野つくし) 梅田優香理 (ＣＬＥＡＲ) 森田　智子 (エース)
渡嘉敷千香 遠藤　早紀 諸星　九子

男子１部 佐川　均 (レイアップ) 佐々木昭孝 (レイアップ) 久保田真一 (多摩平BC)
菅原　拓也 高松　裕介 大格　素夫 (ＴＳＣ)

H23.5.29 男子２部 浅野　良秋 (スマッシュ) 高嶋　諒介 (MAJESTIC) 泊　和津樹 (MAJESTIC)
(2011年) 川井　大介 宮里　諒 新井　春樹

男子３部 阿部　昂大 (南平高) 菅野　猛 (MAJESTIC) 牧野　泰晃 (MAJESTIC) 松岡　寛朗 (MAJESTIC)
第３９回 青木　利和 岩崎皓太郎 山田　侑也 大橋　周平

男 66 女子１部 田中亜希子 (フェニックス) 大西美奈子 (スマッシュ) 内海ひろみ (日野つくし)
女 64 宮本　薫 江面　宏美 吉永　明美

(130名) 女子２部 大塚　幸子 (一　般) 橋本真理子 (一　般) 小暮美千子 (ルディ)
笠井　弘美 森嶋　妙子 山内　恭子

女子３部 廣田　萌絵 (MAJESTIC) 丸山夕芽子 (一　般) 古谷　希望 (MAJESTIC) 池田　茜 (MAJESTIC)
福田　美夢 土井　弘美 大崎沙央莉 安齋　綾子



（３） 市民シングルスバドミントン大会

大会名 開催 種目 優　勝 準優勝

S48.9.23 男子１部 島田　道博 (トッパン) 鶴巻　栄一 (日野自工) 小池　克彦 (日本レギ)

(1973年) 男子２部 小林　栄二 (東電学園) 佐伯　政春 (日野自工) 小島　嗣夫 (東電学園)

第１回 東電学園 壮年の部 上野　幸吉 (東　芝) 渡辺　清 (日　野) 鈴木　利雄 (特　農)

男61女11 学生の部 石原　泰造 (東電学園) 吉村　光男 (東電学園) 岩間　源 (東電学園)

(72名) 女子の部 保坂　祐子 (日本レギ) 石井　弘子 (一　中) 長田　充子 (小西六)

S49.9.28 男子１部 島田　道博 (トッパン) 後藤　吉勝 (愛好会) 大倉　進 (愛好会)

(1974年) 男子２部 吉村　光男 (東電学園) 阿部　俊一 (小西六) 長谷川政利 (東電学園) 平田　新一 (東　芝)

第２回 日野自工 壮年の部 鈴木　利雄 (特　農) 渡辺　清 (愛好会) 柴田　慎一 (東　芝)

男69女26 学生の部 丸山　伸弘 (東電学園) 天野　敬久 (東　電) 厚川　勇 (東電学園)

(95名) 女子の部 平沢　直子 (東　芝) 井上みさ子 (特　農) 飯泉　昭子 (帝　人)

S50.9.28 男子１部 島田　道博 (トッパン) 大倉　進 (愛好会) 鶴巻　栄一 (日野自工)

第３回 (1975年) 男子２部 長谷川政利 (東　電) 染谷　健 (愛好会) 荒岡　美明 (小西六) 天野　敬久 (東　電)

日野自工 壮年の部 平野　脩 (東　芝) 鈴木　利雄 (特　農) 佐々木清美 (愛好会)

男58女9(67名) 女子の部 飯泉　昭子 (帝　人) 平沢　直子 (東　芝) 平井　俊子 (愛好会)

S51.5.10 男子１部 大倉　進 (愛好会) 後藤　吉勝 (愛好会) 上野　幸吉 (東　芝)

(1976年) 男子２部 中山　博之 (多摩平) 青木　憲二 (トッパン) 草野　政之 (日野自工) 荒岡　美明 (小西六)

第４回 東　芝 壮年の部 鈴木　利雄 (特　農) 柴田　慎一 (東　芝) 平野　脩 (東　芝)

男47女12 女子の部 斉藤登茂子 (小西六) 坂本美知子 (特　農) 馬場美代子 (東　芝)

(59名) 学生の部 中村　悦子 大泉　里美 (日　野) 大川　直美 (多摩平)

S52.9.25 男子１部 中津不二雄 (オリエント) 後藤　吉勝 (愛好会) 内田　淳吉 (小西六)

(1977年) 男子２部 橋本　充 (南　平) 佐藤　昭一 (オリエント) 滝沢　俊春 (東　芝) 岸野　正夫 (小西六)

第５回 オリエント 壮年の部 酒井　光幸 (日本レギ) 鈴木　利雄 (特　農) 石野　洋二 (特　農)

男61女18 女子の部 原　初美 (オリエント) 内田　公子 (　宮　) 坂本美知子 (特　農)

(79名) 家庭婦人 田村　孝子 (日　野) 沢登　定子 (ＴＳＣ) 竹田　朝子 (ＴＳＣ)

S53.10.29 男子１部 中津不二雄 (オリエント) 小宮　竜一 (市　民) 磯見　武男 (高　幡)

(1978年) 男子２部 佐山　善明 (高　幡) 田中　徹 (東　電) 谷合　哲夫 (小西六) 豊福　正己 (程久保)

第６回 日野自工 壮年の部 酒井　光幸 (日本レギ) 鈴木　利雄 (特　農) 沢登　均 (ＴＳＣ)

男70女21 女子の部 加藤美紀子 (富士電機) 明間香代子 (高　幡) 木村さとみ (東　芝)

(91名) 家庭婦人 下田　睦子 (ＴＳＣ) 松本　節子 (ＴＳＣ) 竹田　朝子 (ＴＳＣ)

S54.9.30 男子１部 田中　徹 (東　電) 新沢　正人 (富士電機) 内田　淳吉 (小西六)

(1979年) 男子２部 谷合　哲夫 (小西六) 信太　正憲 (東　電) 東条　俊典 (東　電) 兼子　　　

第７回 東電学園 壮年の部 上野　幸吉 (東　芝) 田口　裕箕 (小西六) 鈴木　利雄 (特　農)

男50女20 女子１部 加藤美紀子 (富士電機) 下田　睦子 (ＴＳＣ) 新国　芳子 (小西六)

(70名) 女子２部 高橋　　　 (二　中) 林　美香子 (二　中) 浦野　　　 (二　中) 渡辺　慶子 (二　中)

S55.9.14 男子１部 中津不二雄 (オリエント) 新沢　正人 (富士電機) 後藤　吉勝 (富士電機)

(1980年) 男子２部 梶　典彦 (多摩平BC) 田中　敏雄 (七　生) 平野　和男 (東　電) 佐藤　正行 (日野自工)

第８回 南平体育館 壮年の部 上野　幸吉 (東　芝) 遠藤　志朗 (多摩平BC) 中山　富夫 (多摩平BC)

男34女29 女子の部 加藤美紀子 (富士電機) 袖野　綾子 (多摩平BC) 村上　冨美 (南　平)

(63名) 家庭婦人 下田　睦子 (ＴＳＣ) 宮沢　清子 (ジュピター) 松本　節子 (ＴＳＣ)

S56.9.20 男子１部 家串　友治 (岩　通) 中津不二雄 (オリエント) 内田　淳吉 (小西六)

(1981年) 男子２部 平野　和男 (東　電) 菅沼　恒夫 (市　民) 高野　徹 (東　電) 中田　　　 (桐　朋)

第９回 壮年の部 荒岡　美明 (小西六) 鈴木　利雄 (特　農) 遠藤　志朗 (多摩平BC)

男100女50 女子１部 小塩　和子 (小西六) 阿部あつ子 (オリエント) 井上恵美子 (オリエント)

(150名) 女子２部 鈴木　　　 (日野高) 林　美香子 (市　民) 村上千代子 (フェニックス) 上田マス子 (ＴＳＣ)

女子３部 菅原　明子 (二　中) 富田　好子 (ひのクラブ) 金戸　潤子 (コスモス) 内田　雅子 (ひのクラブ)

男子１部 家串　友治 (岩　通) 宗形　一志 (岩　通) 伊藤　徹 (富士電機)

S57.9.26 男子２部 岩森　純好 (富士電機) 五十川　渡 (小西六) 藪内　克也 (小西六) 佐々木昭孝 (特　農)

第１０回 (1982年) 壮年の部 三石　正勝 (フェニックス) 佐竹　総喜 (岩　通) 関口　邦雄 (富士電機)

女子１部 下田　睦子 (フェニックス) 青木　直美 (小西六)

女子２部 篠原まさ子 (フェニックス) 渡辺　慶子 (多摩平BC) 村上千代子 (フェニックス) 吉川　清美 (富士電機)

女子３部 中村美代子 (多摩平BC) 若狭留美子 (フェニックス) 阿井　宏美 (ＴＳＣ) 久保　典子 (市　民)

第３位



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子１部 新沢　正人 (富士電機) 中津不二雄 (オリエント) 後藤　吉勝 (富士電機)

S58.9.11 男子２部 辻　武司 (七　生) 吉池　正弘 (多摩平BC) 山本　　　

第１１回 (1983年) 男子３部 木村　三男 (七　生) 杉田　勉 (多摩平BC) 小沢くみお (多摩平BC) 遠藤　志朗 (多摩平BC)

女子１部 宇佐美栄美 (市　民) 辰巳　　　 (市　民) 村上千代子 (フェニックス)

女子２部 中村美代子 (多摩平BC) 弘沢　成美 (多摩平BC) 菅原　明子 (日野台高)

女子３部 都田久美子 (コスモス) 江坂　和代 (多摩平BC) 山田　ゆみ (多摩平BC) 宇野沢智子 (多摩平BC)

S59.9.9 男子１部 石原　泰造 (東　電) 岩森　純好 (富士電機) 鳥羽　恒康 (多摩平BC)

(1984年) 男子２部 小俣　浩一 (日野高) 井上　　　 (オリエント)

第１２回 男子３部 立川　　　 (市　民) 六波羅　博 (ＴＳＣ) 佐藤　（聖） (七　生)

男71女79 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 小島　文子 (富士電機) 杉本　　　 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス)

(150名) 女子２部 野口　朱美 (日野高) 原田恵以子 (ジュピター) 林　美香子 (多摩平BC)

女子３部 大沢ゆかり (日野台高) 田倉テイ子 (フェニックス) 若狭留美子 (フェニックス)

S60.9.8 男子１部 新沢　正人 (富士電機) 吉池　正弘 (多摩平BC) 後藤　吉勝 (富士電機)

(1985年) 男子２部 斉藤　芳秋 (日野台高) 伊藤　通郎 (七　生) 橘　博之 (フェニックス)

第１３回 男子３部 杉本　篤 (多摩平BC) 滝沢　学 (多摩平BC) 小貝　洋一 (日野台高) 遠藤　志朗 (多摩平BC)

男61女52 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス) 中村美代子 (多摩平BC)

(113名) 女子２部 田倉テイ子 (フェニックス) 大沢ゆかり (日野台高) 森田　真理 (日野台高)

女子３部 庄司　豊子 (フェニックス) 竹田早由里 (ＴＳＣ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 絹川まゆみ

S61.9.14 男子１部 吉池　正弘 (多摩平BC) 佐々木昭孝 (特　農) 斉藤　芳秋 (日野台高)

(1986年) 男子２部 鮫島　　　 (東　電) 小関　康文 (小西六) 田中　　　 (日野台高)

第１４回 男子３部 青山　勝弘 (市民クラブ) 岡田　竜二 (日野高) 小山　好一 (日野台高) 加藤　順一 (日野高)

男52女52 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス) 中村美代子 (多摩平BC)

(104名) 女子２部 畠山　美彩 (多摩平BC) 庄司　豊子 (フェニックス)

女子３部 大西喜美子 (フローラ) 千野　宏美 (日野台高) 土屋　　　 (日野高) 天谷　裕子 (日野台高)

S62.10.4 男子１部 吉池　正弘 (多摩平BC) 藪内　克也 (小西六) 伊藤　通郎 (ＮＢＣ)

(1987年) 男子２部 内田　和巳 (日野高) 安藤　修一 (日野高) 加藤　順一 (日野高)

第１５回 男子３部 星野　芳博 (市　民) 徳登　　　 (東　電) 大木　俊之 (ＴＳＣ) 横溝　照晃 (日野高)

男64女54 女子１部 宇佐美栄美 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス) 原田恵以子 (ジュピター)

(118名) 女子２部 伊藤　　　 (実践女子) 登川　　　 (実践女子) 大西喜美子 (フローラ)

女子３部 六波羅和子 (ＴＳＣ) 小松　祥子 (日野台高) 長谷川厚子 (フローラ) 小西　典子 (日野高)

S63.10.30 男子１部 加藤　順一 (日野高) 吉池　正弘 (多摩平BC) 内田　　　 (日野高)

(1988年) 男子２部 星野　芳博 (市　民) 六波羅　博 (ＴＳＣ) 橘　博之 (フェニックス)

第１６回 男子３部 木村　節雄 (東　芝) 水上　岳史 (日野高) 沢登　均 (ＴＳＣ) 三木　正明 (フェニックス)

男74女128 女子１部 勝山亜矢子 (コニカ) 田倉テイ子 (フェニックス)

(202名) 女子２部 竹田早由里 (ＴＳＣ) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

女子３部 加辺　陽子 (東　芝) 長谷川厚子 (フローラ) 若山　純子 (日野高) 宮野原志保

H1.10.29 男子１部 吉永　巌 (コニカ) 星野　純一 (市　民) 吉池　正弘 (多摩平BC)

(1989年) 男子２部 矢野　浩 (東　芝) 富岡　照幸 (フェニックス) 水上　岳史 (日野高)

第１７回 男子３部 中野　真一 (多摩平BC) 中沢　吉博 (東　芝) 沢登　均 (ＴＳＣ) 坂本　亮 (日野台高)

男81女53 女子１部 勝山亜矢子 (コニカ) 竹田早由里 (ＴＳＣ) 原田恵以子 (ジュピター)

(134名) 女子２部 加辺　陽子 (東　芝) 大西喜美子 (フローラ) 三浦　　　 (明星大)

女子３部 宇佐美央子 (市　民) 井熊佐和乃 (レイアップ) 寺本　秋子 (ＴＳＣ) 野村　公子 (日野台高)

H2.9.30 男子１部 矢野　浩 (東　芝) 佐々木昭孝 (レイアップ) 宮崎　卓郎 (南平高)

(1990年) 男子２部 大田　頼次 (日野高) 串田　幹夫 (日野高) 古謝　盛光 (日野自工)

第１８回 男子３部 西村　隆輝 (南平高) 松野　　　 (松ヶ谷高) 林　　　　 (南平高) 藤田　典悠 (多摩平BC)

男78女45 女子１部 田倉テイ子 (フェニックス) 加辺　陽子 (東　芝) 竹田早由里 (ＴＳＣ)

(123名) 女子３部 佐藤　文恵 (フェニックス) 石井　智恵 (日野台高) 鴨志田陽子 (フェニックス) 内田　　　 (南平高)

H3.9.29 男子１部 吉永　巌 (コニカ) 奥山　勝実 (富士電機) 藪内　克也 (コニカ)

(1991年) 男子２部 佐藤　滋晃 (富士電機) 水谷　史生 (富士電機) 保田　英昭 (富士電機)

第１９回 男子３部 下田　直史 (日野台高) 佐藤　伸一 (東　芝) 佐藤　　　 (南平高) 藤田　健司 (日野台高)

男62女33 女子２部 宇佐美栄美 (フェニックス) 石井　智恵 (日野台高) 佐藤　文恵 (フェニックス)

(95名) 女子３部 広瀬由美子 (日野台高) 阿南　　　 (南平高) 池田　　　 (南平高) 谷口　　　 (南平高)



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

H4.9.15 男子１部 吉永　巌 (コニカ) 佐々木昭孝 (レイアップ) 吉池　正弘 (多摩平BC)

(1992年) 男子２部 野口　節 (コニカ) 西村　隆輝 (レイアップ) 広瀬　英彰 (富士電機)

第２０回 男子３部 伊藤　啓洋 (日野台高) 森下　泰幸 (一　般) 尾崎　浩 (市役所) 小半　祐幸 (富士電機)

男42女25 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 森　映子 (一　般) 宇佐美栄美 (フェニックス)

(67名) 女子２部 大西喜美子 (フローラ) 長谷川厚子 (フローラ) 広瀬由美子 (日野台高)

女子３部 吉原　志穂 (日野台高) 吉田　裕美 (日野台高) 三原希代子 (ＴＳＣ) 田辺　夕香 (日野台高)

H5.9.15 男子１部 水谷　史生 (富士電機) 吉池　正弘 (多摩平BC) 佐々木昭孝 (レイアップ)

(1993年) 男子２部 山本　康彦 (科技大) 広瀬　英彰 (富士電機) 高橋　幸一 (日野高)

第２１回 男子３部 飯室　龍介 (日野高) 瑞慶山良久 (ＴＳＣ) 三留　正行 (南平高) 木村　真悟 (日野台高)

男62女39 女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 原田恵以子 (ジュピター) 渡辺　慶子 (多摩平BC)

(101名) 女子２部 横倉　民子 (フローラ) 小島　美和 (明星大) 下田　睦子 (フェニックス)

女子３部 山口　佳子 (南平高) 土橋　則子 (つくし) 高見　麻樹 (日野高) 辻　聖香 (日野高)

H6.10.30 男子１部 吉田　智浩 (明星大) 関口　和彦 (明星大) 西村　隆輝 (レイアップ)

(1994年) 男子２部 蕪木　伸 (一　般) 上運天　剛 (科技大) 小半　祐幸 (富士電機)

第２２回 男子３部 木村　賢司 (クリアー) 犬塚　佑樹 (日野台高) 砂原　一徳 (富士電機) 荒井　望 (一　般)

女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 小島　美和 (明星大) 横倉　民子 (フローラ)

男50女35 女子２部 川原木邦子 (フローラ) 井熊佐和乃 (レイアップ) 松野　亜紀 (明星大)

(85名) 女子３部 弓木しのぶ (日野台高) 阿部　文香 (一　般) 今尾　友絵 (日野台高) 村山久美子 (ＴＳＣ)

H7.9.3 男子１部 今井　一雄 (ＴＳＣ) 大塚　敏之 (レイアップ) 西村　隆輝 (レイアップ)

(1995年) 男子２部 三浦　孝夫 (日野自工) 山下　倫久 (東　芝) 加賀谷　孝 (科技大)

第２３回 男子３部 山崎　将至 (フェニックス) 小林　立樹 (日野学園) 内村　英博 (日野学園) 日向　一哲 (日野高)

男42女28 女子２部 飯塚　直美 (日野高) 大津　実咲 (日野高) 土橋　則子 (日野つくし)

(70名) 女子３部 西沢　淑子 (マース) 鈴木　満美 (日野台高) 黒田　亜希 (日野高) 大塚由美子 (日野つくし)

H8.9.16 男子１部 佐々木昭孝 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ) 西村　隆輝 (レイアップ)

(1996年) 男子２部 久保　等 (富士電機) 木村　節雄 (東　芝) 大場　英正 (市民クラブ)

第２４回 男子３部 青山　天将 (ＴＳＣ) 田辺　康夫 (多摩平BC) 澁谷　和俊 (東　芝) 大格　素夫 (ＴＳＣ)

男22女22 女子２部 高松　和子 (明星大) 田倉テイ子 (レイアップ) 倉重　友美 (明星大)

(44名) 女子３部 廣光奈美子 (明星大) 高木富美子 (多摩平BC) 市川　梨奈 (一　般) 池端美知代 (マース)

H9.9.15 男子１部 佐々木恭平 (一　般) 大塚　敏之 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ)

(1997年) 男子２部 鈴木　正彦 (科技大) 小林　圭 (一　般) 持丸　和彦 (一　般)

第２５回 男子３部 関島　卓矢 (フェニックス) 加藤　浩一 (富士電機) 川村　拓也 (多摩平BC) 堀　洋平 (一　般)

男44女33 女子２部 池端美知代 (マース) 下田　睦子 (フェニックス) 土橋　則子 (日野つくし)

(77名) 女子３部 大西美奈子 (スマッシュ) 建路　七織 (日野高) 細川　千秋 (マース) 塩田　知美 (日野高)

H10.9.23 男子１部 水村　博 (明星大) 西村　隆輝 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ)

(1998年) 男子２部 竹田　典史 (明星大) 中野　哲朗 (明星大) 小川　晃祥 (明星大)

第２６回 男子３部 田中　栄 (ソーテック) 屋代　直樹 (南平高) 福島　久 (一　般) 朝妻　孝雄 (日野台高)

男44女51 女子１部 宇土　青良 (明星大) 桑原美詠子 (コニカ) 佐々木智美 (明星大)

(95名) 女子２部 宇佐美栄美 (フェニックス) 麻田　純江 (明星大) 大西美奈子 (スマッシュ)

女子３部 市川　梨奈 (日野高) 瀬戸菜実子 (四　中) 福島　信子 (二　中) 斉藤　恵 (日野台高)

H11.9.23 男子１部 鈴木　利之 (明星大) 土屋　誠 (明星大) 青山　天将 (三沢中)

(1999年) 男子２部 青山　勝弘 (市民クラブ) 石井　俊行 (明星大) 小川　晃祥 (明星大)

第２７回 男子３部 水島　達哉 (明星大) 伊藤　謙司 (スマッシュ) 根津　匡吾 (明星大) 小林　彰雄 (南平高)

男44女36 女子２部 宇土　青良 (明星大) 高島　香織 (明星大) 大西美奈子 (スマッシュ)

(80名) 女子３部 赤瀬香奈子 (一　般) 斉藤　恵 (日野台高) 藤生　由花 (日野高) 松倉　梨夏 (四　中)

H12.9.23 男子１部 青山　天将 (三沢中) 佐々木昭孝 (レイアップ) 吉池　正弘 (多摩平BC)

(2000年) 男子２部 中村　三男 (エプソン) 大塚　創平 (南平高) 伊藤　謙司 (スマッシュ)

第２８回 男子３部 青山　将道 (三沢中) 浜野　清人 (ＣＬＥＡＲ) 小川　高広 (三沢中) 岩本　賢宏 (ＣＬＥＡＲ)

男31女6 女子２部 大西美奈子 (スマッシュ)

(37名) 女子３部 松倉　梨夏 (市民クラブ) 小林　恵子 (エース) 近藤　紀美子 (エース)

H13.12.2 男子１部 樅木　敏朗 (レイアップ) 佐々木昭孝 (レイアップ) 吾郷　祐司 (C cube B･C)

(2001年) 男子２部 岩崎　美徳 (レイアップ) 浜野　清人 (ＣＬＥＡＲ)

第２９回 男子３部 田中　幹輝 (ＣＬＥＡＲ) 高松　裕介 (レイアップ) 篠﨑　豊 (多摩平BC) 秋山　和人 (ＣＬＥＡＲ)

男39女7 女子２部 佐藤　文恵 (ルディ) 小林　恵子 (エース)

(46名) 女子３部 奥野　恵子 (日野つくし) 村山久美子 (ＴＳＣ) 竝木　陽子 (エース)



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

H14.12.8 男子１部 青山　将道 (C cube B･C) 佐々木昭孝 (レイアップ) 渋江　俊 (ＴＳＣ)

第３０回 (2002年) 男子２部 田中　幹輝 (ＣＬＥＡＲ) 高松　裕介 (レイアップ) 廣瀬　英彰 (富士電機)

男36女6 男子３部 本田　喜彦 (一　般) 鈴木　斉彬 (一　般) 木内　紳二 (ＣＬＥＡＲ) 唐沢　瑞樹 (一　般)

(42名) 女子３部 山田恵以子 (エース) 中原　愛 (ＣＬＥＡＲ) 高瀬由里子 (一　般) 西崎　享子 (ＣＬＥＡＲ)

H16.1.18 男子１部 瀬沼　誠 (コニカ) 大塚　敏之 (レイアップ) 岩崎　美徳 (レイアップ)

第３１回 (2004年) 男子２部 内田　健吾 (明星大) 大嶋　敦司 (明星大) 鈴木健太郎 (明星大)

男37女8 男子３部 松倉　卓也 (C cube B･C) 小川　高広 (レイアップ) 中里　拓也 (ＣＬＥＡＲ) 清水　雄大 (ＣＬＥＡＲ)

(45名) 女子３部 鈴木　亜依 (南平高) 鈴木　唯 (南平高) 佐久間由美子 (レイアップ) 五十嵐純子 (スマッシュ)

H17.1.23 男子１部 黒岩　高弘 (エプソンG) 佐々木昭孝 (レイアップ) 吉永　大輔 (日野自動車)

(2005年) 男子２部 藤田　崇生 (ＣＬＥＡＲ) 中川　優介 (明星大) 中村　三男 (エプソンG)

第３２回 男子３部 藤岡　翔太 (日野台高) 吉野　真平 (日野台高) 中里　拓也 (ＣＬＥＡＲ) 山岸　浩一 (ＣＬＥＡＲ)

男38女38 女子２部 山田　典子 (南平高) 細江　加恵 (南平高) 大西美奈子 (スマッシュ)

(76名) 女子３部 加藤　咲子 (日野高) 清水里枝子 (日野台高) 木下　和美 (南平高) 山田めぐみ (南平高)

H18.1.21 男子１部 内田　健吾 (明星大) 村上　大輔 (レイアップ) 櫻井　健一 (明星大)

(2006年) 男子２部 伊藤　謙司 (スマッシュ) 磯部　勇斗 (明星大) 中村　三男 (ふきのとう)

第３３回 男子３部 犬塚　　哲 (一　般) 西村　正利 (ＣＬＥＡＲ) 由井　希望 (ＣＬＥＡＲ) 宮崎　　敬 (フェニックス)

男40女5 女子１部 彌田　侑希 (明星大)

(45名) 女子３部 内山佐希子 (日野高) 西崎　享子 (ＣＬＥＡＲ)

H19.1.21 男子１部 安島　義之 (一　般) 八代　隆太 (一　般) 岡村　真一 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ)

(2007年) 男子２部 新井　健太 (明星大) 中村　三男 (ふきのとう) 尾形　義行 (スマッシュ)

第３４回 男子３部 角田　征也 (一　般) 宮崎　敬 (フェニックス) 長者森洋助 (多摩平BC) 藤原　光壽 (多摩平BC)

女子１部 山下　智美 (日野台高) 浅野　祐美 (日野台高) 大西美奈子 (スマッシュ)

男47女21 女子２部 鈴木　夏美 (日野台高) 川上　直華 (日野台高) 藤原ひかる (日野台高)

(68名) 女子３部 山崎亜祐美 (日野台高) 滝島　由香 (日野台高) 市川恵梨子 (日野台高)

H20.1.20 男子１部 青木　和真 (明星大) 菊地功太郎 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 新井　健太 (明星大)

(2008年) 男子２部 深谷　悠介 (レイアップ) 須崎　智也 (明星大) 千々岩智晴 (明星大)

第３５回 男子３部 大江　篤 (ＣＬＥＡＲ) 野田　裕喜 (レイアップ) 長者森洋助 (多摩平BC) 寺内　大介 (日野高)

女子１部 淵上　綾乃 (南平高) 林　千絵 (明星大) 鈴木　夏美 (日野台高)

男43女34 女子２部 赤塚　玲子 (日野高) 山崎亜祐美 (日野台高) 村山　葉月 (日野台高)

(77名) 女子３部 房　彩乃 (南平高) 鈴木　ゆか (南平高) 増田　育美 (多摩平BC) 能西　祐子 (南平高)

H21.1.18 男子１部 山下　真司 (明星大) 小山　智 (明星大) 岩野　雄介 (明星大)

第３６回 (2009年) 男子２部 黒岩　慧之 (明星大) 小峯　昌城 (明星大) 吉田　大祐 (明星大)

男43女24 男子３部 村野　晃弘 (日野台高) 秋葉　幸作 (フェニックス) 鈴木　敏和 (ＴＳＣ) 大八木　猛 (レイアップ)

(67名) 女子３部 大谷部友里 (日野高) 砂土居早映 (日野高) 谷合　里美 (日野高) 宇田川綾香 (明星大)

H22.1.17 男子１部 青山　将道 (一　般) 越智　大介 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 高橋　直己 (レイアップ)

第３７回 (2010年) 男子２部 田村　祐也 (明星大) 坂本　洋平 (一　般) 江面　剛 (スマッシュ)

男36女24 男子３部 佐々木昭孝 (レイアップ) 川村ひなた (日野台高) 藤原　光壽 (多摩平BC) 木村　真貴 (日野台高)

(60名) 女子３部 西原　由有 (日野台高) 川畑みゆき (日野台高) 向野　瑠美 (日野台高) 大貫真由子 (日野台高)

H23.1.16 男子１部 田村　祐也 (明星大) 吉田　大祐 (明星大) 武笠　祥大 (明星大)

(2011年) 男子２部 江面　剛 (スマッシュ) 相川　耕佑 (一　般) 川村ひなた (日野台高)

第３８回 男子３部 原茂　周也 (南平高) 山崎　慎也 (日野台高) 小林　琢 (日野高) 力武　一輝 (日野高)

男40女36 女子２部 藁谷　美里 (明星大) 大西美奈子 (スマッシュ)

(76名) 女子３部 木村あさ美 (南平高) 新谷　玲奈 (日野台高) 藤原　優子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 福井みづき (南平高)

H24.1.28 男子１部 田村　祐也 (明星大) 坂本　洋平 (一　般) 吉田　大祐 (明星大)

(2012年) 男子２部 吉永　大輔 (日野自動車) 矢口　竜 (MAJESTIC) 古江　翼 (日野台高)

第３９回 男子３部 阿部　昴大 (南平高) 荒井　望 (スマッシュ) 山本　航大 (南平高) 平尾　恭兵 (南平高)

男52女48 女子２部 木村あさ美 (南平高) 鈴木　有香 (明星大) 大西美奈子 (スマッシュ)

(100名) 女子３部 宮嶋　萌絵 (日野高) 窪木　規恵 (日野台高) 柴野　千春 (南平高) 清水　香菜 (南平高)



（４） 市民親睦バドミントン大会

大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

S50.2.26 一般混合 佐伯　政夫 (神　鋼) 北原　博 (愛好会) 田中　徹 (日野自工) 若松久仁男 (東　芝)
(1975年) 飯泉　昭子 (帝　人) 高橋　嘉子 (日野台) 西沢真理子 (一　中) 佐藤三枝子 (二　中)

第１回 二中 親子の部 斉藤　組 (旭ヶ丘) 袖野　組 (多摩平) 大串　組 (多摩平) 鈴木　組 (多摩平)
中学女子 福島 (一　中) 池田 (二　中) 八木 (一　中) 斉藤 (一　中)

(108名) の部 笠原 (二　中) 進藤 (二　中) 湯川 (二　中) 青木 (二　中)

一般混合 若松久仁男 (東　芝) 酒井　光幸 (日本レギ) 鈴木　利雄 (特　農) 影山 (市　民)
S51.2.15 大串　妙子 (愛好会) 建入　千恵 (平山小P) 田中　悦子 (愛好会) 上田マス子 (ＴＳＣ)
(1976年) 親子の部 斉藤　組 (旭ヶ丘) 家入　組 (市　民) 梶　　組 (市　民)

第２回 二中 中学の部 菊地 稲葉 斉藤 松村
桜井 柴田 黒沢 風間

(84名) スペシャル 田中　徹 (日野自工) 大倉　進 (富士電機) 後藤　吉勝 (富士電機)
北原　博 (愛好会) 石野　洋二 (特　農) 佐伯　政夫 (神　鋼)

S52.2.20 一般混合 田中 (市　民) 後藤 (市　民) 上田マス子 (ＴＳＣ) 袖野　昌枝 (愛好会)
(1977年) 大貫　政一 (市　民) 坂本美知子 (特　農) 本田　博 (多摩平) 影山 (市　民)

第３回 五小 親子の部 江口　組 (ＴＳＣ) 斉藤　組 (旭ヶ丘) 天野　組
中学女子 石原 吉田 遠藤 柴崎

(88名) の部 柿原 開 小黒 桜井

S53.3.4 一般混合 田中　徹 (日野自工) 佐々木清美 (愛好会) 本間　芳明 (日野自工)
第４回 (1978年) 小野　浩子 (ＴＳＣ) 佐藤　京子 (愛好会) 大串　妙子 (多摩平BC)

二中(112名) 親子の部 宮沢　組 (ジュピター) 宮沢　組 (ジュピター) 島崎　組 (市　民)

S54.3.4 男子の部 大倉　進 (富士電機)
(1979年) 上野　幸吉 (東　芝)

第５回 二中 一般混合 中津不二雄 (オリエント) 青木　憲二 (トッパン) 平田　新一 (東　芝) 田中　徹 (東　電)
鈴木伊都子 (ジュピター) 松本　節子 (ＴＳＣ) 小野　浩子 (ＴＳＣ) 志賀 (市　民)

(112名) 親子の部 上野　組 (東　芝) 清水　組 (市　民) 秋山　組 (市　民)

S55.3.9 男子の部 上野　幸吉 (東　芝) 新沢　正人 (富士電機) 後藤　吉勝 (富士電機)
(1980年) 青木　憲二 (トッパン) 石川 (市　民) 遠藤　志朗 (多摩平BC)

第６回 南平 一般混合 佐藤　昭一 (オリエント) 佐藤　聖 (七　生) 山田　精二 (七　生)
阿部あつ子 (オリエント) 徳永　和代 (ＴＳＣ) 村上千代子 (フェニックス)

(150名) 親子の部 小宅　組 (平　山) 斉藤　組 (市　民) 鈴木　組 (市　民)

男子の部 伊藤　徹 (富士電機) 大倉　進 (富士電機) 後藤　吉勝 (富士電機) 小宅　邦光 (平　山)
S56.3.29 田口　文夫 (オリエント) 田中　敏雄 (七　生) 上野　幸吉 (東　芝) 千葉　修 (日野自工)
(1981年) 女子の部 上田マス子 (ＴＳＣ) 佐々木美知子 (特　農) 阿部あつ子 (オリエント)

第７回 下田　睦子 (フェニックス) 村上千代子 (フェニックス) 竹田　朝子 (ＴＳＣ)
一般混合 伊藤　徹 (富士電機) 田中　徹 (日野自工) 佐々木昭孝 (特　農) 田中　敏雄 (七　生)

(100名) 袖野　昌枝 (多摩平BC) 竹田　朝子 (ＴＳＣ) 徳永　和代 (ＴＳＣ) 田中 (市　民)
親子の部 小宅　組 (平　山) 佐々木　組 (平　山)

男子の部 大通　良行 (中　大) 小西　太 (中　大) 佐藤　昭一 (オリエント)
S57.4.25 後藤　吉勝 (富士電機) 上野　幸吉 (東　芝) 伊藤　徹 (富士電機)
(1982年) 女子の部 下田　睦子 (フェニックス) 村上千代子 (フェニックス) 高橋　圭子 (七　生)

第８回 篠原まさ子 (フェニックス) 山崎　忍 (フェニックス) 佐々木美知子 (特　農)
一般混合 大瀬　久司 (中　大) 小西　太 (中　大) 大通　良行 (中　大)

(73名) 袖野　昌枝 (多摩平BC) 高橋　圭子 (七　生)
親子の部 宮沢　組 (ジュピター) 中村　組 (オリエント) 小宅　組 (平　山)

男子の部 小西　太 (中　大) 上野　幸吉 (東　芝) 佐々木昭孝 (特　農)
S58.2.27 田中 (特　農) 木城 (市　民) 吉池　正弘 (多摩平BC)
(1983年) 女子の部 小塩　和子 (小西六) 平部　恵子 (多摩平BC) 林　美香子 (多摩平BC)

第９回 三石　洋子 (フェニックス) 小野　浩子 (ＴＳＣ) 司馬田信子 (ＴＳＣ)
一般混合 大通　良行 (中　大) 小西　太 (中　大) 佐々木昭孝 (特　農)

小塩　和子 (小西六) 宇佐美栄美 (フェニックス) 佐々木美知子 (特　農)
親子の部 小宅　組 (平　山) 中村　組 (オリエント)

男子の部 吉池　正弘 (多摩平BC) 田中 東　　　隆 (東　電)
S59.2.26 木村　政明 (七　生) 有山 三石　正勝 (フェニックス)
(1984年) 女子の部 宇佐美栄美 (フェニックス) 袖野　昌枝 (多摩平BC) 林　美香子 (多摩平BC)

松島　恵子 (フェニックス) 下田　睦子 (フェニックス) 渡辺　慶子 (多摩平BC)
第１０回 混合１部 内田　淳吉 (小西六) 後藤　吉勝 (富士電機) 新沢　正人 (富士電機)

宇佐美栄美 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス) 下田　睦子 (フェニックス)
混合２部 篠原　久明 (フェニックス) 東　　　隆 (東　電) 新島 (フェニックス)

大西喜美子 (フローラ) 柿内　康子 (エース) 庄司　豊子 (フェニックス)
親子の部 内田　組 (小西六) 佐藤　組 若狭　組 (フェニックス)

混合１部 篠原　久明 (フェニックス) 梶　典彦 (多摩平BC) 新沢　正人 (富士電機)
S60.2 篠原まさ子 (フェニックス) 下田　睦子 (フェニックス) 竹田　朝子 (ＴＳＣ)

第１１回 (1985年) 混合２部 小宅　邦光 (平　山) 工藤 杉本 (多摩平BC)
植松　初枝 (エース) 柿内　康子 (エース) 白石ヤエ子 (多摩平BC)

親子の部 小宅　組 (平　山) 竹内　組 (エース) 沢登　組 (ＴＳＣ)

男子の部 石原　泰造 (東　電) 伊藤 新沢　正人 (富士電機)
S61.2.9 吉野 千葉　修 (日野自工) 高橋　行政 (多摩平BC)
(1986年) 女子の部 宇佐美栄美 (フェニックス) 原田恵以子 (ジュピター) 日比野睦子 (ジュピター)

島本 川原木邦子 (フローラ) 宮沢　素子 (ジュピター)
第１２回 混合１部 石原　泰造 (東　電) 新沢　正人 (富士電機) 梶　典彦 (多摩平BC)

男 49 庄司　豊子 (富士電機) 林　美香子 (多摩平BC) 小塩　和子 (小西六)
女 49 混合２部 小宅　邦光 (平　山) 杉本 (多摩平BC) 原田　和茂 (ジュピター)
(98名) 松尾喜美子 (ジュピター) 日比野睦子 (ジュピター) 宮沢　清子 (ジュピター)

親子の部 内田　組 (小西六) 小宅　組 (平　山) 竹田　組 (ＴＳＣ)



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子の部 石原　泰造 (東　電) 岩間　源 (東　電) 伊藤
S62.2.8 小林 高橋　行政 (多摩平BC) 太田
(1987年) 女子の部 田倉テイ子 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

諸星佐和子 (フェニックス) 大久保晴代 (ジュピター) 竹田　朝子 (ＴＳＣ)
混合１部 上野　幸吉 (東　芝) 石原　泰造 (東　電) 内田　淳吉 (小西六)

第１３回 中村美代子 (多摩平BC) 絹川まゆみ (フローラ) 松島　恵子 (フェニックス)
混合２部 茂木 (東　電) 田中　徹 (日野自工) 杉田　勉 (多摩平BC)

男 44 諸星佐和子 (フェニックス) 袖野　昌枝 (多摩平BC) 大塚　幸子 (つくし)
女 44 親子の部 内田　組 (小西六) 井熊　組 (市　民) 宇佐美　組 (フェニックス)
(88名) 中学女子 内田 嘉田 安並

の部 山本 浅田 岩本

第１４回 (1988年)
記録欠落

男子１部 小宅　邦光 (多摩平BC) 伊藤　徹 (富士電機) 曽根信三郎 (特　農)
小宅　卓也 (多摩平BC) 吉池　正弘 (多摩平BC) 上野　幸吉 (東　芝)

H1.2.12 男子２部 沢登　大介 (ＴＳＣ) 原田　和茂 (市　民) 沢登　均 (ＴＳＣ)
(1989年) 田倉　政彦 (市　民) 熊木 遠藤　志朗 (多摩平BC)

女子１部 大西喜美子 (フローラ) 篠原まさ子 (フェニックス) 大和田洋子 (ジュピター)
林　美香子 (多摩平BC) 村上千代子 (フェニックス) 川原木邦子 (フローラ)

第１５回 女子２部 佐藤　文恵 (フェニックス) 甲田　廣子 (ＴＳＣ) 丸山　朋子 (フェニックス)
大里とし子 (フェニックス) 久保　典子 (エース) 日比野睦子 (ジュピター)

混合１部 佐々木昭孝 (レイアップ) 橘　博之 (フェニックス) 吉池　正弘 (多摩平BC)
男 32 佐々木美知子 (レイアップ) 林　美香子 (多摩平BC) 川原木邦子 (フローラ)
女 32 混合２部 飯久保 (市　民) 遠藤　志朗 (多摩平BC) 沢登　均 (ＴＳＣ)
(64名) 池田　慶子 (エース) 大里とし子 (フェニックス) 関島友理子 (フェニックス)

親子の部 小宅　組 (多摩平BC) 六波羅　組 (ＴＳＣ) 川原木　組 (フローラ)

男子１部 小宅　卓也 (多摩平BC) 平林　信一 (レイアップ) 青山　勝弘 (市民クラブ) 杉田　勉 (多摩平BC)
H2.2.11 橘　博之 (フェニックス) 中村　三男 (オリエント) 佐々木昭孝 (レイアップ) 小宅　邦光 (多摩平BC)
(1990年) 男子２部 沢登　均 (ＴＳＣ) 原田　和茂 (市　民) 岡本

片小田広治 (日野自工) 田中 田倉　政彦 (市　民)
女子１部 横倉　民子 (フローラ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 長谷川厚子 (フローラ) 五代　恵美 (多摩平BC)

第１６回 田倉テイ子 (フェニックス) 林　美香子 (多摩平BC) 川原木邦子 (フローラ) 下田　睦子 (フェニックス)
女子２部 太田久美子 (フェニックス) 田中　トミ (つくし) 関島友理子 (フェニックス) 甲田　廣子 (ＴＳＣ)

乾　節子 (フェニックス) 丸山　朋子 (フェニックス) 大里とし子 (フェニックス) 小宅　初江 (多摩平BC)
男 40 混合１部 佐々木昭孝 (レイアップ) 五十川　渡 (コニカ) 平林　信一 (レイアップ) 広瀬　英彰 (富士電機)
女 40 田倉テイ子 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス) 大西喜美子 (フローラ) 川原木邦子 (フローラ)
(80名) 混合２部 田倉　政彦 (市　民) 原田恵以子 (ジュピター) 沢登　均 (ＴＳＣ) 中村　三男 (オリエント)

竹田　朝子 (ＴＳＣ) 小宅　邦光 (多摩平BC) 丸山　朋子 (フェニックス) 鈴木志津子 (エース)

男子１部 大塚　敏之 (レイアップ) 広瀬　英彰 (富士電機) 橘　博之 (レイアップ) 上野　幸吉 (東　芝)
平林　信一 (レイアップ) 矢野　浩 (東　芝) 西村　隆輝 (レイアップ) 佐々木昭孝 (レイアップ)

H3.2.10 男子２部 原田　和茂 (市　民) 片小田広治 (日野自工) 木村　政明 (レイアップ) 土方　義久 (市民クラブ)
(1991年) 小友　雅彦 (多摩平BC) 白石　久幸 (多摩平BC) 樋口 田倉　政彦 (レイアップ)

女子１部 六波羅和子 (ＴＳＣ) 原田恵以子 (ジュピター) 川原木邦子 (フローラ) 村上千代子 (フェニックス)
阿井　宏美 (ＴＳＣ) 佐々木美知子 (レイアップ) 大西喜美子 (フローラ) 宇佐美栄美 (フェニックス)

第１７回 女子２部 宮本　薫 (フローラ) 大塚マサ子 (フローラ) 河治 (市　民) 大塚　幸子 (つくし)
関島友理子 (フェニックス) 竹田　朝子 (ＴＳＣ) 小野　浩子 (ＴＳＣ) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)

混合１部 A 矢野　浩 (東　芝) B 上野　幸吉 (東　芝) C 西村　隆輝 (レイアップ) D 橘　博之 (レイアップ)
男 34 優　勝 篠原まさ子 (フェニックス) 白石ヤエ子 (多摩平BC) 原田恵以子 (ジュピター) 長谷川厚子 (フローラ)
女 45 混合２部 A 木村　政明 (レイアップ) B 中村　三男 (オリエント)
(79名) 優　勝 小野　浩子 (ＴＳＣ) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)

混合３部 A 福山　邦彦 (市民クラブ) B 鈴木　利雄 (フローラ)
優　勝 大里とし子 (フェニックス)  深沢ミツ子(エース) ・ 上野　秀子(フェニックス)

男子１部 吉池　正弘 (多摩平BC) 水谷　史生 (富士電機) 上野　幸吉 (東　芝)
小宅　卓也 (市　民) 大塚　敏之 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ)

男子２部 西川　滋夫 (フェニックス) 田口　文夫 (オリエント) 佐藤　伸一 (東　芝)
H4.2.9 中野　真一 (多摩平BC) 高橋　行政 (多摩平BC) 依田　明 (フェニックス)

(1992年) 男子３部 笹山 白石　久幸 (多摩平BC) 大塚
前野　隆 (ＴＳＣ) 古瀬 前野

女子１部 田倉テイ子 (レイアップ) 長谷川厚子 (フローラ) 小暮美千子 (フェニックス)
大西喜美子 (フローラ) 原田恵以子 (ジュピター) 篠原まさ子 (フェニックス)

第１８回 女子２部 大塚　幸子 (つくし) 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 丸山　朋子 (フェニックス)
竹田　朝子 (ＴＳＣ) 大田 前野ゆき子 (ＴＳＣ)

女子３部 柴田　明代 (エース) 植松　初枝 (エース)
鈴木志津子 (エース) 池田　慶子 (エース)

男 31 混合１部 A 小宅　卓也 (市　民) B 大塚　敏之 (レイアップ)
女 36 優　勝 田倉テイ子 (レイアップ) 佐々木美知子(レイアップ)
(67名) 混合２部 A 田中　栄 (オリエント) B 中野　真一 (多摩平BC)

優　勝 大里とし子 (フェニックス) 村上千代子 (フェニックス)
混合３部 A 白石　久幸 (多摩平BC) B 笹山　　　
優　勝 柴田　明代 (エース) 田中　　　

H5.2.21 １部男子　 橘　博之 (レイアップ) 上野　幸吉 (東　芝) 杉田　勉 (多摩平BC)
(1993年) 女子　 原田恵以子 (ジュピター) 宇佐美栄美 (フェニックス) 田倉テイ子 (レイアップ)

第１９回 ２部男子　 中村　三男 (オリエント) 高岡 (多摩平BC) 前野　隆 (ＴＳＣ)
男 24 女子　 大木　和子 (つくし) 大西喜美子 (フローラ) 前野ゆき子 (ＴＳＣ)
女 34 ３部男子　 田中富士人 (市民クラブ) 西沢　慶介 (フェニックス) 青木　浩一 (多摩平BC)
(58名) 女子　 池田　慶子 (エース) 津田　早苗 (エース) 高木富美子 (一　般)
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H6.1.30 混合団体 依田 後藤 橘 佐藤 佐々木 西村
(1994年) １部 吉池 林 大西 川原木 鴨志田 寺本

第２０回 前野 六波羅 大塚 大塚 今井 渡辺
男 32 混合団体 原田 大塚 江波戸 岸本 田中 宮武
女 46 ２・３部 木村 藤野 瑞慶山 高木 矢沢 溝渕
(78名) 鈴木 村山 植松 地引 田中 梅山

第２１回 (1995年)
記録欠落

H8.3.24 混合団体 佐々木 三浦 吉池 原田 西村 上野
(1996年) １部 今井 大久保 原田 小暮 川原木 鴨志田

第２２回 阿井 庄司 諸橋 大塚(幸)
男 39 混合団体 田辺 関島(兄) 遠藤 陶山 前野 小野
女 49 ２部 地引 根津 田中 丸山 関島 関島(弟)
(88名) 田中 奥野 白石 緑川

H9.2.9 混合団体 大塚 大格 田中 篠﨑 西村 佐藤
(1997年) １部 村上 都田 横倉 長谷川 寺本 庄司

第２３回 上石 駒井 江崎 中嶋 六田
男 33 混合団体 野沢 松沢 福山 林 白石 沢登
女 57 ２部 田中 笠井 田口 鈴木 伊澤 矢ヶ崎
(90名) 田中 篠﨑 福山 伊藤 田村 堀内

西村 田中 上野 江波戸
H10.2.8 混合団体 山川　　大塚(マ)　　関島 丸山 川原木
(1998年) 1･2ﾌﾞﾛｯｸ 木村　　　谷口　　　都田 佐藤 鴨志田

第２４回 前田　　　松屋　　　駒井
陶山 田口 鈴木 沢登 六波羅 佐藤

男 32 混合団体 野沢 田中 成田 中村 若林 仁田
女 45 ３ブロック 根津 村上 鈴木(志) 福田 梅山 地引
(77名) 田中(ゆ) 土方 村山 安藤 植松 笠井

星野 篠﨑 松倉 富沢 木村 上野
混合団体 乾 小暮 佐藤 大塚 西村 上石

H11.2.14 １ブロック 庄司 六波羅 宇佐美 関島 上原 大木
(1999年) 土橋 花枝 前田

中村 越智 西村 堀内 松野 六波羅
第２５回 混合団体 渡辺 丸山 江波戸 六田 三浦 鴨志田

男 30 ２ブロック 天野 夏原 川原木 柴田 寺本 長谷川
女 51 横倉 下田 小野寺 村上
(81名) 混合団体 田中 長者森 田口 橋本 白石 福山

３ブロック 笠原 篠﨑 皆川 大沢 赤塚 浜田
斉藤 堀内 土方 福山 田中 外山

佐々木 杉田 渋江 松倉 大塚 越智
混合団体 川原木 原田 駒井 寺本 内藤 大塚(幸)

H12.2.6 １ブロック 松屋 原 前田 柴田 佐々木 佐藤
(2000年) 小暮 大塚 松島

上野 中村 富沢 遠藤 西村 伊藤
第２６回 混合団体 中村 大久保 花枝 大木 関島 大西(喜)

２ブロック 上原 赤塚 長谷川 奥野 大西(美) 渡辺
男 30 和田
女 47 土方 渡辺 田中 大塚 福山 田口
(77名) 混合団体 橋本 村田 長者森 土方 須藤 矢ヶ崎

３ブロック 菅井 小林 三浦 松野 植松 奥山
津田

混合団体 西村 越智 上野 六波羅 大塚 杉田
H13.2.12 １ブロック 大西(美) 田中 高木 佐藤 陶山 寺本
(2001年) 横倉 椛澤 上石 六田 和田

混合団体 吉池 大塚(創) 松倉 伊藤 佐々木 大塚(清)
第２７回 ２ブロック 大西 原 大塚(幸) 大久保 長谷川 小林

男 27 松屋 小暮 駒井 下田 村山 上原
女 41 混合団体 土方 須藤 長者森 星出 西山 倉林
(68名) ３ブロック 大沢 和栗 田中 菅井 立川 鈴木

川村 鬼木 土方 西

Ｃチーム Ｄチーム 樅木 Ｂチーム
H14.2.11 橘 大塚(創) 上野 中村 佐々木 杉田
(2002年) 男女混成 岩崎 三浦 高田 長者森 荒井 高松

第２８回 ４チーム 西山 川原木 横倉 原田 原 高木(富)
男 20 による 前田 大塚(マ) 高木(記) 村山 六田 小暮
女 35 対抗戦 池端 大里 大塚(幸) 大西 田中 吉永
(55名) 奥野 植松 大久保 西 松屋 鈴木

篠﨑 村上 佐久間 吉岡



大会名 開催 種目 優勝 準優勝

H15.2.9 混合団体 Ｃチーム 渋江 橘 三浦 Ｂチーム 大塚 荒井 高田
(2003年) １ブロック 小川 横倉 和栗 大西 長者森 木村 六田 村山

第２９回 池端 津田 埴原 阿井 駒井 細川 柴田 大塚(幸)
男 30 上野 阿部 植松 小林 六波羅 村上 宇佐美
女 48 混合団体 Ｇチーム 西山 松本 須藤 Ｆチーム 田中 小高 山田
(78名) ２ブロック 村田 田村 高田 佐藤 窪園

H16.2.11 混合団体 Ｃチーム 荒井 杉田 大格 Ｂチーム 松倉 高松 小川
(2004年) １ブロック 高橋 三浦 中村 長者森

第３０回 高塚 小島 近藤 前田 池端 西村 西 埴原
男 31 川原木 下田 駒井 和栗 増島 宮本
女 41 混合団体 Ｇチーム 田中 岩崎 小川 Ｈチーム 河内 坂本 須藤
(72名) ２ブロック 石川 佐久間 井上 五十嵐 佐藤

H17.2.11 男女混成 Ｄチーム 大格 中村 樅木 Ｃチーム 杉田 陶山 長者森
第３１回 (2005年) ４チーム 土方 駒井 下田 西村 田中 川原木 小林 池端

男 16 による 小暮 大西(美) 西 三浦 奥野 大西(喜) 上石 菅井
女 32 対抗戦 河内 石川

H18.2.12 男女混成 Ｄチーム 吉永 岩崎 宮崎 Ｃチーム 荒井 黒岩 三浦
第３２回 (2006年) ４チーム 小矢島 原 田中 吉永 高田 畠山 長者森 西村

男 26 による 下田 原田 板垣 伊藤 横倉 西 大西(美) 菅井
女 36 対抗戦 石川 大塚 山本 西村 豊田 森下 三浦 小暮

H19.2.11 Ｄチーム 大塚 川井 藤井 Ａチーム 中村 池田 佐藤
(2007年) 男女混成 久保田 杉田 斉藤 上野 樅木 篠﨑 松田 高田

４チーム 藤原 安部 畠山 清家
第３３回 による 西村 平島 長嶺 大西(美) 下田 前田 宮崎 五十嵐

男 26 対抗戦 八木 大久保 高木 村山 山下 鈴木 伊藤 森下
女 36 山崎 増田 藤井 佐藤 伊藤 市川 福田 塩入
(62名) 本間 内田 滝島 金城 中村

H20.2.11 男女混成 Ａチーム 江面 大格 久保田 Ｄチーム 岩崎 松田 藤井
(2008年) ４チーム 中村 須崎 杉田 田中 小矢島 矢口 斉藤 三浦

第３４回 男 38 による 高田 宮本 柴田 近藤 長者森 畠山 高木 五十嵐
女 35 対抗戦 西村 山岸 増田 藤井 原田 西 前田 内海
(73名) 福田 湊 山本 豊田 大塚(マ) 内田

H21.2.11 男女混成 Ｂチーム 大塚 須崎 池田 Ａチーム 江面 黒岩 矢口
(2009年) ４チーム 秋葉 斉藤 藤原 長者森 中村 篠﨑 大格 上野

第３５回 男 31 による 西村 江面 西 森田 西山 岩崎
女 35 対抗戦 寺本 佐藤 上野 内田 横倉 楡井 増田 上野
(66名) 大貫 秋山 駒井 豊田 西原

H22.2.11 男女混成 Ｄチーム 大格 池田 大塚 Ａチーム 荒井 矢口 平野
(2010年) ４チーム 藤原 木村 三桝 千馬 三浦 篠﨑 斉藤 馬場

第３６回 男 31 による 西山 内海 横倉 上野 前田 西村
女 36 対抗戦 大塚 寺本 田中 田極 西 藤原 内田 秋山(幸)
(67名) 笠井 駒井 秋山(理) 篠﨑 菅井 下田

H23.2.13 男女混成 Ｂチーム 吉田 江南 荒井 Ｄチーム 池田 大塚 藤原
第３７回 (2011年) ４チーム 篠﨑 水谷 西山 千馬 田中 鈴木 上野 長者森

男 40 による 上野 内海 和栗 笠井 宮本 篠﨑 大西 西
女 36 対抗戦 山本 増田 鈴木 駒井 小沢 藤井

H24.2.12 男女混成 Ｃチーム 田中 田中 廣瀬 Ｂチーム 池田 樅木 矢野
第３８回 (2012年) ４チーム 大格 鈴木 藤原 千馬 長者森

男 22 による 内海 河辺 横倉 小島 大西 吉永 奥野 細谷
女 29 対抗戦 前田 中條 村山 下田 梅山 園田 佐藤



（５） 家庭婦人親睦バドミントン大会

大会名 開　催　日

第１回 S55.10.16

第２回 S56.6.18

第３回 S56.10.27

第４回 S57.6.15

第５回 S57.10.14

第６回 S58.6.7

第７回 S58.10.13

第８回 S59.6.5

第９回 S60.5.21

第１０回 S60.10.15

第１１回 S61.5.21

第１２回 S61.10.13

第１３回 S62.5.21

第１４回 S62.10.20

第１５回 S63.5.19

S63.5.24

第１６回 S63.10.25

S63.10.27

第１７回 H1.5.18

H1.5.24

第１８回 H2.10.19

H2.10.24

（６） 市民家庭婦人新人戦大会

大会名 開催 優　勝 準優勝 第３位

第１回 S57.6.15 埴原　春美 (フェニックス) 松島　恵子 (フェニックス) 小池　節子 (フローラ)

(1982年) 斉藤　佳子 三石　洋子 梶原　吏子 (一　般)

第２回 S58.6.7 諸星佐和子 (フェニックス) 米良　啓子 (エース) 野田

(1983年) 佐藤　文恵 田中紀美江 居馬

第３回 S59.6.5 六波羅和子 (ＴＳＣ) 児島　光江 (フローラ) 大沢　ナツ (フェニックス)

(1984年) 小林みどり 市成　恵子 (ＴＳＣ) 殿界　信子

第４回 S60.5.21 長谷川厚子 (フローラ) 千葉　葉子 (コスモス) 横倉　民子 (フローラ)

(1985年) 川原木邦子 横田　悦子 米山　和子

第５回 S61.5.27 大場　和代 (エース) 大木　和子 (つくし) 城定 (多摩平BC)

(1986年) 池田　慶子 小林　敏子 新妻　清美

第６回 S62.5.21 山口美代子 (フェニックス) 土生　茂子 (つくし) 古賀　達子 (フローラ)

(1987年) 丸山　朋子 交告　章子 安池　鈴代

第７回 S63.5.24 関島友理子 (フェニックス) 永山かよ子 (多摩平BC) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)

(1988年) 大里とし子 尾島さちこ 小山　初子

第８回 H1.5.18 小宅　初江 (多摩平BC) 佐藤　京子 (つくし) 佐田　暢子 (フェニックス)

(1989年) 古村　悦子 藤野万里子 佐藤　文恵

第９回 H2.5.17 玉木ちづ子 (フローラ) 原　倫子 (高幡台小) 田辺美紗子 (多摩平BC)

(1990年) 安藤　幸子 田中　弘子 能登　和子

第１０回 H3.5.16 三原希代子 (高幡台小) 阿部由美子 (多摩平BC) 竝木　陽子 (エース)

(1991年) 前野ゆき子 (ＴＳＣ) 内山　チヨ 津田　早苗

102名

参加人数

60名

54名

84名

100名

106名

128名

50名

35名

64名

77名

54名

32名

90名

120名

145名

106名

60名

100名

105名

62名

99名



（７） 市民家庭婦人ダブルス大会／市民体育大会 レディースダブルス

大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

５０代 村上千代子 (フェニックス) 日比野睦子 (ジュピター) 佐々木君江 (ジュピター)

宮田タミ子 (フローラ) 萩原　明子 三好　陽子

第２８回 Ａランク 篠原まさ子 (フェニックス) 庄司　豊子 (フェニックス) 阿井　宏美 (ＴＳＣ)

日野市民 H2.5.17 鴨志田陽子 小暮美千子 六波羅和子

体育大会      5.22 Ｂランク 西崎　信子 (フェニックス) 上石　順子 (フェニックス) 根津のり子 (フローラ)

(1990年) 乾　節子 太田久美子 古賀　達子

（第１回） Ｃランク 大里とし子 (フェニックス) 大塚マサ子 (フローラ) 赤石　裕子 (ＴＳＣ)

上野　秀子 馬場　成子 梅山　初子

Ｄランク 小出 (一　般) 植村賀代子 (フローラ) 千村　利子 (ジュピター)

河治 神津かすみ 福井紀美子

５０代 小野　浩子 (ＴＳＣ) 佐々木君江 (ジュピター) 岡村　芳子 (ジュピター)

村上千代子 (フェニックス) 福井紀美子 土方 (一　般)

Ａランク 田倉テイ子 (一　般) 篠原まさ子 (フェニックス) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

H3.5.16 佐々木美知子 (レイアップ) 小暮美千子 寺本　秋子

第２９回      5.21 Ｂランク 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 古賀　達子 (フローラ) 赤石　裕子 (ＴＳＣ)

(1991年) 太田　光子 根津のり子 梅山　初子

Ｃランク 上野　秀子 (フェニックス) 鈴木志津子 (エース) 土橋　茂子 (ジュピター)

関島友理子 松屋美智子 遠藤　典子

Ｄランク 中村　敦子 (ジュピター) 田辺美紗子 (多摩平BC) 武田　温子 (ジュピター)

千村　利子 鈴木　時子 萩原　明子

新人戦 滝本　晴美 (ジュピター) 若松紀美子 (ＴＳＣ) 細川　千秋 (コスモス)

秋田　裕子 永池ふさ子 (高幡台小) 西沢　淑子

５０代 大久保晴代 (ジュピター) 岡村　芳子 (ジュピター)

H4.5.21 村上千代子 (フェニックス) 三好　陽子

第３０回 (1992年) Ａランク 田倉テイ子 (レイアップ) 篠原まさ子 (フェニックス) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

佐々木美知子 庄司　豊子 寺本　秋子

Ｂランク 竹田　朝子 (ＴＳＣ) 赤石　裕子 (ＴＳＣ) 三原希代子 (ＴＳＣ)

88名 前野ゆき子 原　　倫子 梅山　初子

Ｃランク 松屋美智子 (エース) 玉木ちづ子 (フローラ) 深沢ミツ子 (エース)

柴田　明代 中村恵美子 鈴木志津子

第３１回 (1993年)

記録欠落

第３２回 (1994年)

記録欠落

新人戦 増田　育美 (多摩平BC) 赤塚　文子 (一　般) 池端美知代 (マース)

菅井　雅子 渡辺賀津子 松倉　弘美

H7.5.30 Ａランク 川原木邦子 (エンドレス) 小暮美千子 (ルディ) 原田恵以子 (ルディ)

第３３回 (1995年) 横倉　民子 佐藤　文恵 上原喜美江

Ｂランク 高木富美子 (多摩平BC) 村上千代子 (フェニックス) 村山久美子 (ＴＳＣ)

諸橋　明子 関島友理子 若松紀美子

Ｃランク 平　まき子 (エース) 地引　則子 (エース) 矢ヶ崎朋子 (エース)

竝木　陽子 津田　早苗 植松　初枝

新人戦 内藤　明美 (フェニックス) 武田ルミ子 (一　般) 宮内美千留 (一　般)

増島　明美 井上まゆみ 菅谷　邦子

H8.5.21 Ａランク 田倉テイ子 (レイアップ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 川原木邦子 (エンドレス)

第３４回 (1996年) 佐々木美知子 寺本　秋子 横倉　民子

Ｂランク 西沢　淑子 (マース) 埴原　春美 (日野つくし) 赤石　裕子 (ＴＳＣ)

細川　千秋 奥野　恵子 梅山　初子

90名 Ｃランク 西山　裕子 (エース) 秋田　裕子 (マース) 池端美知代 (マース)

白鳥富士子 羽賀　留美 松倉　弘美

新人戦 笠井　弘美 (一　般) 高橋　行子 (フェニックス) 和田小百合 (フェニックス)

安藤　友子 工藤　敦子 浜田　愛子

H9.5.15 Ａランク 六波羅和子 (ＴＳＣ) 原田恵以子 (ルディ) 下田　睦子 (フェニックス)

第３５回 (1997年) 寺本　秋子 川原木邦子 鴨志田陽子

Ｂランク 村上千代子 (日野あすか) 池端美知代 (マース) 梅山　初子 (ＴＳＣ)

緑川　秀子 (市民クラブ) 松倉　弘美 津田　早苗 (エース)

94名 Ｃランク 六田美佐子 (日野つくし) 菅谷　邦子 (一　般) 山田　恵美 (日野つくし)

西村　則子 宮内美千留 伊藤　ヨシ



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

新人戦 高橋真佐子 (一　般) 小林　恵子 (エース) 三浦フミ子 (フェニックス)

篠﨑　雅恵 近藤紀美子 秋山　幸子

H10.5.26 Ａランク 川原木邦子 (ルディ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 中嶋　朝子 (マース)

第３６回 (1998年) 原田恵以子 寺本　秋子 池端美知代

Ｂランク 西村　則子 (日野つくし) 村山久美子 (ＴＳＣ) 村上千代子 (日野あすか)

六田美佐子 若松紀美子 大里とし子

80名 Ｃランク 山田　恵美 (日野つくし) 和田小百合 (フェニックス) 鈴木時紀子 (一　般)

伊藤　ヨシ 高橋　行子 内山　チヨ

新人戦 平　恭子 (多摩平BC) 大内　佳子 (エース) 西　百合子 (エース)

樋渡由美子 大河原純代 佐藤　真弓

H11.5.25 Ａランク 原田恵以子 (ルディ) 六波羅和子 (ＴＳＣ) 横倉　民子 (一　般)

第３７回 (1999年) 川原木邦子 寺本　秋子 下田　睦子

Ｂランク 福田　紀子 (日野つくし) 平　まき子 (エース) 長嶺　真弓 (日野つくし)

山田　恵美 竝木　陽子 宮崎ナミ子

80名 Ｃランク 和田小百合 (フェニックス) 大沢　ナツ (フェニックス) 田中百合子 (市民クラブ)

宮内美千留 井上まゆみ (一　般) 福山　恵子

新人戦 宗　　弘子 (フェニックス) 山本　智子 (多摩平BC) 小沢　克枝 (日野つくし)

岡田　和子 佐藤　俊子 内海ひろみ

H12.5.23 Ａランク 原田恵以子 (ルディ) 小暮美千子 (ルディ) 高木富美子 (多摩平BC)

第３８回 (2000年) 佐藤　文恵 柴田　明代 岡田　朋子

Ｂランク 近藤紀美子 (エース) 平　まき子 (エース) 小池　葉子 (フェニックス)

小林　恵子 竝木　陽子 秋山　幸子

76名 Ｃランク 福山　恵子 (市民クラブ) 西　百合子 (エース) 高橋真佐子 (一　般)

田中百合子 津田　早苗 篠﨑　雅恵

新人戦 和栗　りさ (ルディ) 富田　睦美 (フェニックス) 鬼木　朋子 (ルディ)

H13.5.22 川村　容子 田所　和美 山内　恭子

第３９回 (2001年) Ａランク 前田　勝代 (日野つくし) 原田恵以子 (ルディ) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)

内藤　明美 佐藤　文恵 高木富美子

60名 Ｂランク 西　百合子 (エース) 田中百合子 (一　般) 秋山　幸子 (フェニックス)

小島　千鶴 福山　恵子 工藤　敦子

新人戦 新井野滋枝 (フェニックス) 足立　道子 (ルディ)

宮本　薫 知識　千恵

H14.5.23 Ａランク 大塚　幸子 (日野つくし) 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 前田　勝代 (日野つくし)

第４０回 (2002年) 内藤　明美 高木富美子 吉永　明美

Ｂランク 佐々ゆり子 (日野つくし) 秋山　幸子 (フェニックス) 福田　紀子 (日野つくし)

内海ひろみ 工藤　敦子 豊田喜美子

60名 Ｃランク 村田けい子 (多摩平BC) 篠﨑　雅恵 (多摩平BC) 鬼木　朋子 (ルディ)

増田　育美 高橋真佐子 田所　和美

新人戦 清水　由美 (一　般) 森　　広美 (スマッシュ) 国府田範世 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

桑山志津江 藤井　惇子 国本　敦子

H15.5.22 Ａランク 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 内藤　明美 (日野つくし) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)

第４１回 (2003年) 池端美知代 西村　則子 高木富美子

Ｂランク 秋山　幸子 (フェニックス) 鈴木志津子 (エース) 内海ひろみ (日野つくし)

宮本　薫 菅井　雅子 (多摩平BC) 佐々ゆり子

62名 Ｃランク 山岸　薫 (日野つくし) 岡田　和子 (フェニックス) 山内　恭子 (ルディ)

中島　洋子 松野　恵子 (一　般) 足立　道子

新人戦 湊　英惠 (日野つくし) 河内　佳子 (スマッシュ) 国府田範世 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

武田　寿子 長谷川晴美 国本　敦子

H16.5.18 Ａランク 池端美知代 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 川原木邦子 (ルディ)

第４２回 (2004年) 高塚真由美 高木富美子 (多摩平BC) 和栗　りさ

Ｂランク 森下　清美 (ルディ) 福田　紀子 (日野つくし) 山田恵以子 (エース)

大久保晴代 鈴木　京子 鈴木志津子

64名 Ｃランク 田島　清子 (スマッシュ) 山内　恭子 (ルディ) 森　広美 (スマッシュ)

石川　久子 足立　道子 藤井　惇子

新人戦 渡辺　信枝 (ルディ) 河内八重子 (スマッシュ)

藤田久仁子 (一　般) 西村由紀子

H17.5.19 Ａランク 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 前田　勝代 (日野つくし) 川原木邦子 (ルディ)

第４３回 (2005年) 高木富美子 (多摩平BC) 関口　貞子 柴田　明代

Ｂランク 川村　容子 (ルディ) 梅山　初子 (ＴＳＣ) 菅井　雅子 (多摩平BC)

伊藤　成子 大塚マサ子 鈴木志津子 (エース)

62名 Ｃランク 足立　道子 (ルディ) 鬼木　朋子 (ルディ) 河内　佳子 (スマッシュ)

山内　恭子 知識　千恵 藤井　惇子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

新人戦 金成　知里 (多摩平BC) 塩入　彩 (日野つくし)

佐藤　葉子 河上　敏子 (エース)

H18.5.16 Ａランク 吉永　明美 (日野つくし) 下田　睦子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

第４４回 (2006年) 西村　則子 高木富美子 (多摩平BC) 松屋美智子

Ｂランク 花枝イク江 (ＴＳＣ) 藤井　惇子 (スマッシュ) 菅井　雅子 (多摩平BC)

大塚マサ子 重政　恭子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 鈴木志津子 (エース)

54名 Ｃランク 湊　英惠 (日野つくし)

武田　寿子

新人戦 礒　真奈美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 林　清子 (多摩平BC)

H19.5.17 藤原　優子 浅田　紀子

第４５回 (2007年) Ａランク 西村　則子 (日野つくし) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 高塚真由美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

吉永　明美 六田美佐子 細川　千秋

58名 Ｂランク 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 大久保晴代 (ルディ) 武田　寿子 (日野つくし)

森田　和美 足立　道子 山岸　薫

新人戦 小澤　恵子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

笹　志保子 (日野つくし)

H20.5.13 Ａランク 高木富美子 (多摩平BC) 西村　則子 (日野つくし) 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

第４６回 (2008年) 宮本　薫 (フェニックス) 内海ひろみ 寺本　秋子 (ＴＳＣ)

Ｂランク 森下　清美 (ルディ) 大久保晴代 (ルディ) 鬼木　朋子 (ルディ)

山内　恭子 知識　千恵 足立　道子

62名 Ｃランク 礒　真奈美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 山崎利枝子 (エース) 河内八重子 (スマッシュ)

藤原　優子 八嶋　泰子 西村由紀子

新人戦 森田　智子 (エース) 川野辺貴子 (エース) 渡嘉敷千香 (日野つくし)

町田　香苗 諸星　九子 松田やす子 (フェニックス)

H21.5.14 Ａランク 吉永　明美 (日野つくし) 前田　勝代 (日野つくし) 高木富美子 (多摩平BC)

第４７回 (2009年) 武田　寿子 楡井　恵美 篠﨑　雅恵

Ｂランク 椛澤美登里 (多摩平BC) 知識　千恵 (ルディ) 鈴木志津子 (エース)

駒井ミヤ子 渡辺　信枝 菅井　雅子 (個　人)

62名 Ｃランク 山崎利枝子 (エース) 湊　英惠 (日野つくし)

前田　清美 笹　志保子

Ａランク 和栗　りさ (ルディ) 田中亜希子 (フェニックス) 吉永　明美 (日野つくし)

H22.5.11 板垣　雅美 宮本　薫 上野　秀子 (ＴＳＣ)

第４８回 (2010年) Ｂランク 前田　清美 (エース) 菅井　雅子 (個　人) 森下　清美 (ルディ)

山崎利枝子 石川　久子 (スマッシュ) 山内　恭子

64名 Ｃランク 笹　志保子 (日野つくし) 諸星　九子 (エース) 木村　志保 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

渡嘉敷千香 町田　香苗 寺澤佐江子

Ａランク 宮本　薫 (フェニックス) 内海ひろみ (日野つくし) 西村　則子 (日野つくし)

H23.5.10 田中亜希子 吉永　明美 楡井　恵美

第４９回 (2011年) Ｂランク 平島加代子 (日野つくし) 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 乾　節子 (ルディ)

田中　トミ 宮田　晴子 山内　恭子

60名 Ｃランク 中條　千鶴 (日野つくし) 金城　知里 (多摩平BC) 笹　志保子 (日野つくし)

巨海　容子 浅田　紀子 湊　英惠



（８） 市民年令・年代別ダブルス大会
大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

男子20代 佐々木昭孝 (特　農) 佐藤　昭一 (オリエント) 伊野　正次 (オリエント)
吉池　正弘 (多摩平BC) 高橋　俊一 結城　勇治

S58.4.24 男子30代 新沢　正人 (富士電機) 三石　正勝 (フェニックス) 熊田 (トッパン)
(1983年) 後藤　吉勝 辻　武司 (七　生) 青木　憲二

男子40代 遠藤　志朗 (多摩平BC) 鈴木　利雄 (特　農) 佐藤　聖 (七　生)
第１回 上野　幸吉 (東　芝) 沢登　均 (ＴＳＣ) 志村

女子20代 小塩　和子 (小西六) 平部　恵子 (多摩平BC) 浜中　智子 (多摩平BC)
青木　直美 林　美香子 菅原　明子 (日野台高)

女子30代 篠原まさ子 (フェニックス) 松島　恵子 (フェニックス) 原田恵以子 (ジュピター)
若狭留美子 三石　洋子 都田久美子 (コスモス)

女子40代 宇佐美栄美 (市　民) 大久保幸子 (ジュピター) 村上千代子 (フェニックス)
塚元千枝子 (フローラ) 松尾喜美子 下田　睦子

Ｙ　Ｂ 伊藤　徹 (多摩平BC) 萩原　康仁 (ウイン) 佐々木昭孝 (特　農)
吉池　正弘 山口　公弘 曽根信三郎

S59.4.29 Ｍ　Ｂ 辻　武司 (七　生) 広瀬　英彰 (富士電機) 佐藤　聖 (七　生)
(1984年) 田中　敏雄 後藤　吉勝 木村　政明

Ｏ　Ｂ 田中　徹 (日野自工) 篠原　久明 (フェニックス) 関口　邦雄 (富士電機)
第２回 上野　幸吉 (東　芝) 三石　正勝 星野　純一

Ｙ　Ｌ 五代　恵美 (多摩平BC) 吉田　雅子 (多摩平BC) 山田　ゆみ (特　農)
男 44 渡辺　慶子 渡辺　康子 浜中　智子 (多摩平BC)
女 62 Ｍ　Ｌ 篠原まさ子 (フェニックス) 若狭留美子 (フェニックス) 諸星佐和子 (フェニックス)

(106名) 三石　洋子 松島　恵子 田倉テイ子
Ｏ　Ｌ 村上千代子 (フェニックス) 宇佐美栄美 (フェニックス) 設楽　記子 (ジュピター)

下田　睦子 長田　和子 (フローラ) 大久保晴代
Ｙ　Ｂ 吉池　正弘 (多摩平BC) 伊藤　徹 (富士電機) 下田 (市　民)

木尾 杉本 (多摩平BC) 中島
S60.4.28 Ｍ　Ｂ 新沢　正人 (富士電機) 広瀬　英彰 (富士電機) 六波羅　博 (ＴＳＣ)
(1985年) 佐々木昭孝 (特　農) 後藤　吉勝 伊藤　通郎 (七　生)

Ｏ　Ｂ 上野　幸吉 (東　芝) 中村　三男 (オリエント) 秋山 (市　民)
第３回 篠原　久明 (フェニックス) 田口　文夫 山中

Ｙ　Ｌ 小塩　和子 (小西六) 平部　恵子 (多摩平BC) 菅原　明子 (日野台高)
男 70 中村美代子 (多摩平BC) 浜中　智子 高原麻理子
女 80 Ｍ　Ｌ 松島　恵子 (フェニックス) 原田恵以子 (ジュピター) 諸星佐和子 (フェニックス)

(150名) 田倉テイ子 後藤　博代 庄司　豊子
Ｏ　Ｌ 宇佐美栄美 (フェニックス) 村上千代子 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス)

下田　睦子 都田久美子 (コスモス) 上石　順子
Ｙ　Ｂ 下田 (市　民) 福井 (明星大) 小宅　卓也 (多摩平BC)

中瀬 (明星大) 山本 伊藤　徹 (富士電機)
S61.4.27 Ｍ　Ｂ 新沢　正人 (富士電機) 六波羅　博 (ＴＳＣ) 橘　博之 (フェニックス)
(1986年) 広瀬　英彰 佐々木昭孝 (特　農) 伊藤　通郎 (ＮＢＣ)

Ｏ　Ｂ 上野　幸吉 (東　芝) 中村　三男 (オリエント) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
第４回 三石　正勝 (市　民) 田口　文夫 小宅　邦光

Ｙ　Ｌ 五代　恵美 (小西六) 富岡　規子 (多摩平BC) 松山　浩美 (日野台高)
男 46 小塩　和子 城定 千野　宏美
女 70 Ｍ　Ｌ 田倉テイ子 (フェニックス) 後藤　博代 (ジュピター) 前田　勝代 (つくし)

(116名) 庄司　豊子 原田恵以子 松島　恵子 (フェニックス)
Ｏ　Ｌ 村上千代子 (フェニックス) 都田久美子 (コスモス) 篠原まさ子 (フェニックス)

宇佐美栄美 大西喜美子 (フローラ) 殿界　信子
Ｙ　Ｂ 小関　康文 (小西六) 清水　義朋 (小西六) 田中　栄 (オリエント)

藪内　克也 吉永　巌 富沢　直行
S62.4.26 Ｍ　Ｂ 佐々木昭孝 (特　農) 宮口　等 (ＴＳＣ) 伊藤　通郎 (ＮＢＣ)
(1987年) 六波羅　博 (ＴＳＣ) 広瀬　英彰 (富士電機) 橘　博之 (フェニックス)

Ｏ　Ｂ 小宅　邦光 (多摩平BC) 関口　邦雄 (富士電機) 田中　徹 (日野自工)
第５回 中村　三男 (オリエント) 荒岡　美明 (小西六) 三石　正勝 (市　民)

Ｙ　Ｌ 林　美香子 (多摩平BC) 溝江　恵子 (日野台高) 宇津木育子 (日野高)
男 66 高岡 武居　理絵 浅見
女100 Ｍ　Ｌ 庄司　豊子 (フェニックス) 原田恵以子 (ジュピター) 後藤　博代 (ジュピター)
(166名) 松島　恵子 上原喜美江 中嶋　朝子 (コスモス)

Ｏ　Ｌ 篠原まさ子 (フェニックス) 大西喜美子 (フローラ) 宇佐美栄美 (フェニックス)
下田　睦子 都田久美子 (コスモス) 上石　順子

Ｙ　Ｂ 小宅　卓也 (多摩平BC) 星野　純一 (市　民) 曽根信三郎 (特　農)
加藤　順一 (日野高) 吉池　正弘 (多摩平BC) 千葉　修 (日野自工)

S63.4.10 Ｍ　Ｂ 佐々木昭孝 (特　農) 六波羅　博 (ＴＳＣ) 橘　博之 (フェニックス)
(1988年) 広瀬　英彰 (富士電機) 伊藤　徹 (富士電機) 伊藤　通郎 (ＮＢＣ)

Ｏ　Ｂ 上野　幸吉 (東　芝) 中村　三男 (オリエント) 荒岡　美明 (コニカ)
第６回 小宅　邦光 (多摩平BC) 新沢　正人 (富士電機) 関口　邦雄 (富士電機)

Ｙ　Ｌ 小松　祥子 (日野台高) 大嶋　恵子 (日野台高) 竹田早由里 (ＴＳＣ)
男 50 木下　早苗 林　真美 小泉ふみ子 (コニカ)
女 54 Ｍ　Ｌ 田倉テイ子 (フェニックス) 中嶋　朝子 (コスモス) 鴨志田陽子 (フェニックス)

(104名) 西崎　信子 横倉　民子 (フローラ) 松島　恵子
Ｏ　Ｌ 都田久美子 (コスモス) 宇佐美栄美 (フェニックス) 宮田タミ子 (フローラ)

大西喜美子 (フローラ) 諸星佐和子 川原木邦子
Ｙ　Ｂ 星野　純一 (市　民) 田中　栄 (オリエント) 藪内　克也 (コニカ)

吉池　正弘 (多摩平BC) 小川　孝 清水　義朋
H1.4.30 Ｍ　Ｂ 佐々木昭孝 (レイアップ) 広瀬　英彰 (富士電機) 伊藤　徹 (富士電機)
(1989年) 橘　博之 (フェニックス) 増田　秀文 杉田　勉 (多摩平BC)

Ｏ　Ｂ 中村　三男 (オリエント) 小宅　邦光 (多摩平BC) 荒岡　美明 (コニカ)
第７回 新沢　正人 (富士電機) 後藤　吉勝 (富士電機) 関口　邦雄 (富士電機)

Ｙ　Ｌ 林　美香子 (多摩平BC) 渡辺　慶子 (多摩平BC) 阿部　京子 (日野台高)
男 40 井熊佐和乃 (レイアップ) 八木　愛 小山　薫
女 86 Ｍ　Ｌ 六波羅和子 (ＴＳＣ) 庄司　豊子 (フェニックス) 山川　恵子 (フェニックス)

(126名) 佐々木美知子 (レイアップ) 鴨志田陽子 松島　恵子
Ｏ　Ｌ 宇佐美栄美 (フェニックス) 川原木邦子 (フローラ) 大久保晴代 (ジュピター)

篠原まさ子 大西喜美子 原田恵以子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位
Ｙ　Ｂ 矢野　浩 (東　芝) 井上 (市　民) 木村　節雄 (東　芝)

小宅　卓也 (多摩平BC) 平林　信一 清水　博明
H2.4.15 Ｍ　Ｂ 大塚　敏之 (レイアップ) 佐藤　伸一 (東　芝) 富岡　照幸 (フェニックス)
(1990年) 橘　博之 (フェニックス) 佐々木昭孝 (レイアップ) 丹野　孝志 (オリエント)

Ｏ　Ｂ 中村　三男 (オリエント) 白石　久幸 (多摩平BC) 荒岡　美明 (コニカ)
第８回 上野　幸吉 (東　芝) 後藤　吉勝 (富士電機) 川端　利男

Ｙ　Ｌ 林　美香子 (多摩平BC) 田島 (市　民) 喜多　真弓 (日野台高)
男 40 中村美代子 永野 青嶋　恭子
女 78 Ｍ　Ｌ 田倉テイ子 (フェニックス) 庄司　豊子 (フェニックス) 六波羅和子 (ＴＳＣ)

(118名) 山川　恵子 鴨志田陽子 上原喜美江 (ジュピター)
Ｏ　Ｌ 横倉　民子 (フローラ) 篠原まさ子 (フェニックス) 都田久美子 (コスモス)

川原木邦子 小暮美千子 石井　千明
Ｇ　Ｌ 佐藤　陽子 (エース) 岡村　芳子 (ジュピター)

深沢ミツ子
Ｙ　Ｂ 木村　節雄 (東　芝) 奥山　勝実 (富士電機) 藪内　克也 (コニカ)

矢野　浩 水谷　史生 小泉　俊一
H3.4.21 Ｍ　Ｂ 佐々木昭孝 (レイアップ) 橘　博之 (フェニックス) 岩森　純好 (富士電機)
(1991年) 大塚　敏之 吉池　正弘 (多摩平BC) 広瀬　英彰

Ｏ　Ｂ 上野　幸吉 (東　芝) 六波羅　博 (ＴＳＣ) 後藤　吉勝 (富士電機)
第９回 小宅　邦光 (市　民) 中村　三男 (オリエント) 原田　和茂 (ジュピター)

Ｙ　Ｌ 竹田早由里 (ＴＳＣ) 五代　恵美 (コニカ) 三国　裕子 (日野台高)
男 46 加辺　陽子 (東　芝) 渡辺　慶子 (多摩平BC) 成瀬　陽子
女 72 Ｍ　Ｌ 六波羅和子 (ＴＳＣ) 田倉テイ子 (フェニックス) 横倉　民子 (フローラ)

(118名) 寺本　秋子 鴨志田陽子 川又恵美子
Ｏ　Ｌ 篠原まさ子 (フェニックス) 宇佐美栄美 (フェニックス) 小野　浩子 (ＴＳＣ)

村上千代子 上石　順子 竹田　朝子
Ｙ　Ｂ 矢野　浩 (東　芝) 水谷　史生 (富士電機) 白川　幸宏 (富士電機)

西村　隆輝 (レイアップ) 保田 井上
H4.4.26 Ｍ　Ｂ 佐々木昭孝 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ) 伊藤 (富士電機)
(1992年) 吉池　正弘 (多摩平BC) 橘　博之 廣瀬　英彰

Ｏ　Ｂ 中村　三男 (オリエント) 松野　利三 (市民クラブ) 上野　幸吉 (東　芝)
第１０回 後藤　吉勝 (富士電機) 鈴木　芳明 田中　徹 (日野自工)

Ｙ　Ｌ 阿南 (南平高) 福家 (南平高) 小比賀 (日野台高)
男 60 池田 佐藤 広瀬
女 72 Ｍ　Ｌ 山川　恵子 (フェニックス) 庄司　豊子 (フェニックス) 天野やす子 (フェニックス)

(132名) 佐藤　文恵 鴨志田陽子 中村　淳子
Ｏ　Ｌ 田倉テイ子 (レイアップ) 松島　恵子 (フェニックス) 横倉　民子 (フローラ)

原田恵以子 (ジュピター) 小暮美千子 安池　鈴代
Ｓ　Ｌ 宇佐美栄美 (フェニックス) 下田　睦子 (フェニックス) 篠原まさ子 (フェニックス)

大西喜美子 (フローラ) 村上千代子 上石　順子
Ｙ　Ｂ 吉田　智浩 (明星大) 島山裕一郎 (明星大) 安田　憲一 (明星大)

増田　創一 杉田　直人 山口　敏則
H5.4.25 Ｍ　Ｂ 佐々木昭孝 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ) 清水　博明 (東　芝)
(1993年) 橘　博之 吉池　正弘 (多摩平BC) 安田　進

Ｏ　Ｂ 中村　三男 (オリエント) 後藤　吉勝 (富士電機) 松野　利三 (市民クラブ)
第１１回 広瀬　英彰 (富士電機) 杉田　勉 大場　英正

Ｙ　Ｌ 佐々木美知子 (レイアップ) 渡辺　慶子 (多摩平BC) 秋元　保子 (明星大)
男 60 佐藤　澄世 (ＴＳＣ) 五代　恵美 加藤　葉月
女 92 Ｍ　Ｌ 庄司　豊子 (フェニックス) 田倉テイ子 (レイアップ) 石井　千明 (コスモス)

(152名) 佐藤　文恵 松本　優子 中嶋　朝子
Ｏ　Ｌ 川原木邦子 (フローラ) 原　倫子 (ＴＳＣ) 村上千代子 (フェニックス)

小池　節子 竹田　朝子 上石　順子
Ｙ　Ｂ 佐々木昭孝 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ) 高橋　幸一 (日野高)

西村　隆輝 吉池　正弘 (多摩平BC) 飯室　龍介
H6.4.24 Ｍ　Ｂ 松野　利三 (市民クラブ) 上野　幸吉 (東　芝) 西川　滋夫 (フェニックス)
(1994年) 大場　英正 中村　三男 (ソーテック) 山川　宏治

Ｏ　Ｂ 関口　邦雄 (富士電機) 鈴木　芳明 (市民クラブ) 大塚　清志 (ＴＳＣ)
第１２回 荒岡　美明 (コニカ) 田中富士人 六波羅　博

Ｙ　Ｌ 田倉テイ子 (レイアップ) 佐藤　澄世 (レイアップ) 今井早由里 (ＴＳＣ)
男 56 佐々木美知子 井熊佐和乃 六波羅和子
女100 Ｍ　Ｌ 原田恵以子 (一　般) 庄司　豊子 (フェニックス) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)
(156名) 上原喜美江 山川　恵子 中嶋　朝子 (コスモス)

Ｏ　Ｌ 篠原まさ子 (フェニックス) 村上千代子 (フェニックス) 大塚マサ子 (エンドレス)
小暮美千子 丸山　朋子 川原木邦子

Ｙ　Ｂ 橘　博之 (レイアップ) 今井　一雄 (ＴＳＣ) 山崎　将至 (フェニックス)
吉池　正弘 (多摩平BC) 沢登　大介 (コニカ) 山川　宏治

H7.4.29 Ｍ　Ｂ 大塚　敏之 (レイアップ) 後藤　吉勝 (富士電機) 青山　勝弘 (市民クラブ)
(1995年) 渡辺　重己 (一　般) 杉田　勉 (多摩平BC) 大場　英正

Ｏ　Ｂ 松野　利三 (市民クラブ) 六波羅　博 (ＴＳＣ) 高根沢栄司 (フェニックス)
第１３回 田中富士人 沢登　均 西川　滋夫

Ｙ　Ｌ 今井早由里 (ＴＳＣ) 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 渡辺　慶子 (多摩平BC)
男 42 六波羅和子 井熊佐和乃 (レイアップ) 林　恵美
女 78 Ｍ　Ｌ 上原喜美江 (ルディ) 鴨志田陽子 (フェニックス) 中嶋　朝子 (マース)

(120名) 佐藤　文恵 庄司　豊子 西沢　淑子
Ｏ　Ｌ 小暮美千子 (ルディ) 阿井　宏美 (ＴＳＣ) 横倉　民子 (エンドレス)

原田恵以子 寺本　秋子 大塚マサ子
Ｙ　Ｂ 佐々木昭孝 (レイアップ) 大格　素夫 (ＴＳＣ) 佐藤　伸一 (東　芝)

H8.4.21 大塚　敏之 沢登　大介 木村　節雄
(1996年) Ｍ　Ｂ 松野　利三 (市民クラブ) 中村　三男 (ソーテック) 後藤　吉勝 (富士電機)

松倉　邦雄 六波羅　博 (ＴＳＣ) 杉田　勉
第１４回 Ｙ　Ｌ 川原木邦子 (ルディ) 堀辺佐知子 (日野高) 西沢　淑子 (マース)

男 28 井熊佐和乃 (レイアップ) 小谷　瑠美 池端美知代
女 50 Ｍ　Ｌ 原田恵以子 (ルディ) 中村　淳子 (フェニックス) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)
(78名) 佐藤　文恵 庄司　豊子 高木富美子

Ｏ　Ｌ 下田　睦子 (フェニックス) 宇佐美栄美 (フェニックス) 上原喜美江 (ルディ)
山川　恵子 上野　秀子 小暮美千子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位
男子Ａ 渋江　俊 (ＴＳＣ) 田辺　康雄 (多摩平BC)

沢登　大介 関島　卓矢 (フェニックス)
H9.4.27 男子Ｂ 松倉　邦雄 (市民クラブ) 田中　栄 (ソーテック)
(1997年) 青山　勝弘 富沢　直行

男子Ｃ 橘　博之 (レイアップ) 原田　和茂 (一　般)
大塚　敏之 杉田　勉 (多摩平BC)

第１５回 男子Ｄ 上野　幸吉 (東　芝) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
中村　三男 (ソーテック) 白石　久幸

女子ＡＢ 高木富美子 (多摩平BC) 渡辺　慶子 (多摩平BC) 中村　淳子 (日野あすか)
男 30 諸橋　朋子 林　恵美 天野やす子
女 58 女子Ｃ 庄司　豊子 (日野あすか) 関島友理子 (フェニックス) 寺本　秋子 (ＴＳＣ)
(88名) 山川　恵子 鴨志田陽子 六波羅和子

女子Ｄ 宇佐美栄美 (フェニックス) 川原木邦子 (ルディ)
下田　睦子 大西喜美子 (スマッシュ)

男子Ａ 岸本　豊 (東　芝) 鈴木　康之 (フェニックス)
中西　理人 中村　晋 (市民クラブ)

H10.4.26 男子Ｂ 青山　勝弘 (市民クラブ) 田中　栄 (ソーテック)
(1998年) 和田　淳一 木村　節雄 (東　芝)

男子Ｃ 大場　英正 (市民クラブ) 杉田　勉 (多摩平BC)
松野　利三 六波羅　博 (ＴＳＣ)

男子Ｄ 上野　幸吉 (東　芝) 中村　三男 (ソーテック)
第１６回 田中富士人 (市民クラブ) 沢登　均 (ＴＳＣ)

女子Ａ 神　真理子 (南平高) 河治　陽子 (南平高)
山口　絢子 河治　裕子

女子Ｂ 渡辺　慶子 (多摩平BC) 池端美知代 (マース)
男 34 高木富美子 細川　千秋
女 74 女子Ｃ 寺本　秋子 (ＴＳＣ) 小暮美千子 (ルディ)

(108名) 六波羅和子 佐藤　文恵
女子Ｄ 下田　睦子 (フェニックス) 宇佐美栄美 (フェニックス)

関島友理子 上石　順子
男子Ａ 大塚　直幸 (一　般) 青山　天将 (市民クラブ)

中村　芳樹 蓬莱　史利
H11.4.25 男子Ｂ 青山　勝弘 (市民クラブ) 木村　節雄 (東　芝)
(1999年) 松倉　邦雄 西口　仁

男子Ｃ 大塚　敏之 (レイアップ) 六波羅　博 (ＴＳＣ)
田中　栄 (エプソン) 杉田　勉 (多摩平BC)

男子Ｄ 上野　幸吉 (東　芝) 田中富士人 (市民クラブ)
第１７回 土方　義久 (市民クラブ) 中村　三男 (エプソン)

女子Ａ 佐々木智美 (明星大) 麻田　純江 (明星大)
宇土　青良 高島　香織

女子Ｂ 西村　則子 (日野つくし) 内藤　明美 (フェニックス)
男 36 山田　恵美 秋山　幸子
女 70 女子Ｃ 寺本　秋子 (ＴＳＣ) 村山久美子 (ＴＳＣ)

(106名) 横倉　民子 (一　般) 六波羅和子
女子Ｄ 川原木邦子 (ルディ) 前田　勝代 (日野つくし)

都田久美子 (一　般) 福田　紀子
男子Ａ 水谷　史生 (富士電機) 青山　天将 (市民クラブ)

西村　隆輝 (レイアップ) 青山　将道
H12.5.7 男子Ｂ 三浦　健 (フェニックス) 鈴木　淳 (一　般)
(2000年) 大格　素夫 (ＴＳＣ) 峯岸　豊

男子Ｃ 松倉　邦雄 (市民クラブ) 大塚　敏之 (レイアップ)
和田　淳一 橘　博之

第１８回 男子Ｄ 六波羅　博 (ＴＳＣ) 土方　義久 (市民クラブ)
原　弘吉 田中富士人

女子ＡＢ 高木富美子 (多摩平BC) 吉永　明美 (日野つくし)
男 40 渡辺　慶子 山田　恵美
女 52 女子Ｃ 佐藤　文恵 (ルディ) 庄司　豊子 (日野あすか)
(92名) 柴田　明代 上野　秀子

女子Ｄ 小暮美千子 (ルディ) 前田　勝代 (日野つくし)
川原木邦子 大塚　幸子

男子ＡＢ 田中　幹輝 (ＣＬＥＡＲ) 沢登　大介 (ＴＳＣ)
H13.4.22 秋山　和人 瀬沼　誠 (コニカ)
(2001年) 男子Ｃ 松倉　邦雄 (C cube B･C) 杉田　勉 (多摩平BC)

陶山　智 (ＴＳＣ) 吉池　正弘
男子Ｄ 依田　明 (フェニックス) 堀内　立美 (コニカ)

第１９回 立川　明 六波羅　博 (ＴＳＣ)
女子ＡＢ 内藤　明美 (日野つくし) 秋山　幸子 (フェニックス)

男 38 吉永　明美 和栗　りさ (ルディ)
女 46 女子Ｃ 六田美佐子 (日野つくし) 高木富美子 (多摩平BC)
(84名) 西村　則子 小林　恵子 (エース)

女子Ｄ 六波羅和子 (ＴＳＣ) 前田　勝代 (日野つくし)
寺本　秋子 大塚　幸子

男子Ａ 鈴木　利之 (明星大) 大塚　創平 (レイアップ)
H16.4.21 堀内　宣 高松　裕介
(2002年) 男子Ｂ 大塚　敏之 (レイアップ) 中村　三男 (エプソン)

佐々木昭孝 松倉　邦雄 (C cube B･C)
女子Ａ 神林奈津美 (明星大) 佐久間由美子 (レイアップ)

第２０回 小堀　裕美 小川　智代 (C cube B･C)
女子Ｂ 内藤　明美 (日野つくし) 渡辺　慶子 (多摩平BC)

男 40 内海ひろみ 篠﨑　雅恵
女 66 女子Ｃ 高木富美子 (多摩平BC) 西村　則子 (日野つくし)

(106名) 細川　千秋 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 村山久美子 (ＴＳＣ)
女子Ｄ 原田恵以子 (ルディ) 駒井ミヤ子 (多摩平BC)

小暮美千子 田中　トミ (日野つくし)



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝
男子Ａ 藤井健一郎 (富士電機) 清水　雄大 (ＣＬＥＡＲ)

H15.4.29 大髭　裕陽 藤田　崇生
(2003年) 男子Ｂ 佐藤　誠 (富士電機) 渋江　俊 (ＴＳＣ)

白川　幸宏 沢登　大介
男子ＣＤ 六波羅　博 (ＴＳＣ) 大塚　敏之 (レイアップ)

第２１回 松倉　邦雄 (C cube B･C) 前田　幹夫
女子Ａ 加藤　類子 (ＣＬＥＡＲ) 村上　祐香 (日野台高)

男 36 西崎　享子 豊田　朋代
女 56 女子ＢＣ 内藤　明美 (日野つくし) 土橋　則子 (日野つくし)
(92名) 和栗　りさ (ルディ) 西村　則子

女子Ｄ 六波羅和子 (ＴＳＣ) 原田恵以子 (ルディ)
寺本　秋子 柴田　明代

男子ＡＢ 大塚　創平 (レイアップ) 荒井　望 (スマッシュ)
H16.4.18 高松　裕介 岩崎　美徳 (レイアップ)
(2004年) 男子ＣＤ 篠﨑　豊 (多摩平BC) 大塚　敏之 (レイアップ)

第２２回 高橋　将友 清家　洋二 (ＴＳＣ)
女子ＡＢ 高塚真由美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 小林　恵子 (エース)

男 22 細川　千秋 山田　恵以子
女 42 女子Ｃ 土橋　則子 (日野つくし) 宮本　薫 (フェニックス)
(64名) 関口　貞子 秋山　幸子

女子Ｄ 小暮美千子 (ルディ) 六波羅和子 (ＴＳＣ)
原田恵以子 庄司　豊子

男子Ａ 高松　裕介 (レイアップ) 田辺　康晃 (ＣＬＥＡＲ)
H17.4.24 藤田　崇生 (ＣＬＥＡＲ) 山岸　浩一
(2005年) 男子ＢＣＤ 樅木　敏朗 (レイアップ) 荒井　望 (スマッシュ)

第２３回 大塚　敏之 岩崎　美徳 (レイアップ)
女子Ａ 田中　かや (南平高) 柳田　麻結 (日野台高)

男 30 山田　典子 山下　智美
女 80 女子ＢＣ 高塚真由美 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 大西美奈子 (スマッシュ)

(110名) 高木富美子 (多摩平BC) 和栗　りさ (ルディ)
女子Ｄ 宮崎ナミ子 (日野つくし) 川原木邦子 (ルディ)

長嶺　真弓 小暮美千子
男子Ａ 村上　大輔 (レイアップ) 秋山　拓哉 (日野台高)

竹内　賢司 藤崎　慧
H18.4.15 男子ＢＣ 青木　和真 (明星大) 上村　大介 (一　般)
(2006年) 龍崎　友佑 藤田　崇生 (レイアップ)

男子Ｄ 荒井　望 (スマッシュ) 大格　素夫 (ＴＳＣ)
岩崎　美徳 (レイアップ) 斉藤　久隆

男子Ｅ 佐々木昭孝 (レイアップ) 高田　壮 (多摩平BC)
大塚　敏之 長者森洋助

男子Ｆ 中村　三男 (ふきのとう) 遠藤　志朗 (多摩平BC)
第２４回 田中富士夫 土方　義久 (ふきのとう)

女子ＡＢ 市川　梨奈 (ふきのとう) 新井　梨菜 (日野台高)
板垣　雅美 久保田未佳

女子ＣＤ-B 西　百合子 (エース) 上野　秀子 (ＴＳＣ)
小林　恵子 川村　容子 (ルディ)

女子Ｄ-A 西村　則子 (日野つくし) 高木富美子 (多摩平BC)
男 30 吉永　明美 宮本　薫 (フェニックス)
女 80 女子Ｅ-A 六波羅和子 (ＴＳＣ) 川原木邦子 (ルディ)

(110名) 村山久美子 小暮美千子
女子Ｅ-B 平　まき子 (エース) 大塚マサ子 (ＴＳＣ)

近藤紀美子 梅山　初子
男子Ａ 斉藤　俊 (スマッシュ) 青木　和真 (明星大)

黒岩　高弘 小山　智
H19.4.14 男子ＢＣ 川井　大介 (スマッシュ) 吉池　正弘 (多摩平BC)
(2007年) 池田　和史 荒井　望 (スマッシュ)

男子Ｄ 大塚　敏之 (レイアップ) 篠﨑　豊 (多摩平BC)
樅木　敏朗 杉田　勉

男子Ｅ 道上　正幸 (一　般) 西川　滋夫 (ふきのとう)
第２５回 横山　教夫 遠藤　志朗 (多摩平BC)

女子Ａ 彌田　侑希 (明星大) 山下　智美 (日野台高)
林　千絵 浅野　祐美

女子ＢＣ 大西美奈子 (スマッシュ) 高木富美子 (多摩平BC)
男 64 和栗　りさ (ルディ) 渡辺　慶子
女 64 女子Ｄ 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 上野　秀子 (ＴＳＣ)

(128名) 六田美佐子 村山久美子
女子Ｅ 川原木邦子 (ルディ) 原田恵以子 (ルディ)

小暮美千子 大久保晴代
男子Ａ 小矢島　暢 (ふきのとう) 露木　雅起 (明星大)

青木　和真 (明星大) 岩野　雄介
H20.4.12 男子ＢＣ 荒井　望 (スマッシュ) 江面　剛 (スマッシュ)
(2008年) 吉池　正弘 (多摩平BC) 浅野　良秋

男子ＤＥ 杉田　勉 (多摩平BC) 依田　明 (フェニックス)
第２６回 篠﨑　豊 中村　三男 (ふきのとう)

女子ＢＣ 内海ひろみ (日野つくし) 宮本　薫 (フェニックス)
男 44 吉永　明美 秋山　幸子
女 32 女子Ｄ 宮崎ナミ子 (日野つくし) 上野　秀子 (ＴＳＣ)
(76名) 西村　則子 中村　淳子

女子Ｅ 原田恵以子 (ルディ) 寺本　秋子 (ＴＳＣ)
小暮美千子 大塚マサ子
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男子Ａ 黒岩　慧之 (明星大) 須崎　智也 (明星大)

小峯　昌城 吉田　大祐
H21.4.25 男子Ｂ 江面　剛 (スマッシュ) 川井　大介 (スマッシュ)
(2009年) 池田　和史 浅野　良秋

男子Ｃ 本田　誠 (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) 高橋　将友 (多摩平BC)
岡村　真一 久保田真一

男子ＤＥ 中村　三男 (ふきのとう) 長者森洋助 (多摩平BC)
第２７回 依田　明 (フェニックス) 緒方　司 (フェニックス)

女子ＡＢ 楡井　恵美 (日野つくし) 林　千絵 (明星大)
内海ひろみ 石原　理瑛

女子Ｃ 宮本　薫 (フェニックス) 吉永　明美 (日野つくし)
男 50 高木富美子 (多摩平BC) 西村　則子
女 42 女子Ｄ 小島　千鶴 (エース) 西　百合子 (エース)
(92名) 近藤紀美子 小林　恵子

女子Ｅ 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 前田　勝代 (日野つくし)
寺本　秋子 (ＴＳＣ) 奥野　恵子

男子ＡＢ 江南　昌弘 (スマッシュ) 小峯　昌城 (明星大)
櫻井　健一 吉田　大祐

H22.4.24 男子Ｃ 荒井　望 (スマッシュ) 篠﨑　豊 (多摩平BC)
(2010年) 池田　和史 高橋　将友

男子ＤＥ 杉田　勉 (多摩平BC) 大塚　敏之 (レイアップ)
第２８回 中村　三男 (ふきのとう) 上野　幸吉 (個　人)

女子ABC 大西美奈子 (スマッシュ) 吉永　明美 (日野つくし)
男 34 江面　宏美 楡井　恵美
女 36 女子Ｄ 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 小林　恵子 (エース)
(70名) 高木富美子 小島　千鶴

女子Ｅ 小暮美千子 (ルディ) 庄司　豊子 (ＴＳＣ)
原田恵以子 寺本　秋子

(2011年)
中止

第２９回
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男子　Ａ 富 士 電 機 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） フェニックス（Ｂ）

S60.10.6 男子　Ｂ 小 西 六 （ Ａ ） フェニックス（Ａ） オ リ エ ン ト

(1985年) 男子　Ｃ 日 野 自 工 東 電 学 園 東 芝

第１回 決勝リーグ 富 士 電 機 小 西 六 （ Ａ ） 日 野 自 工

女子　Ａ 多 摩 平 Ｂ Ｃ フ ロ ー ラ （ Ａ ） ジ ュ ピ タ ー （ Ｂ ）

女子　Ｂ フ ェ ニ ッ ク ス コ ス モ ス エ ー ス （ Ａ ）

女子　Ｃ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 日野台（Ａ）、ジュピター（Ａ）

決勝リーグ フ ェ ニ ッ ク ス 多 摩 平 Ｂ Ｃ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

男子１部 富 士 電 機 小 西 六 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

S61.10.5 男子２部 オ リ エ ン ト 日野台高（ Ａ） 特 農

(1986年) 男子３部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｃ ）

第２回 女子　Ａ フ ェ ニ ッ ク ス コ ス モ ス （ Ｂ ） エ ー ス

男95女119 女子　Ｂ 多 摩 平 Ｂ Ｃ フ ロ ー ラ ジ ュ ピ タ ー （ Ａ ）

(214名) 女子　Ｃ コ ス モ ス （ Ａ ） ジ ュ ピ タ ー （ Ｂ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

女子決勝 フ ェ ニ ッ ク ス 多 摩 平 Ｂ Ｃ コ ス モ ス （ Ａ ）

男子１部 小 西 六 （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） オ リ エ ン ト

S62.9.13 男子２部 特 農 日 野 自 工 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ）

(1987年) 男子３部 東 芝 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） 小 西 六 （ Ｂ ）

第３回 女子　Ａ ジ ュ ピ タ ー （ Ａ ） 日 野 自 工 フェニックス（Ｃ）

男90女117 女子　Ｂ フェニックス（Ｂ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ） 日野台高（ Ａ）

(207名) 女子　Ｃ フェニックス（Ａ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フ ロ ー ラ （ Ａ ）

女子決勝 フェニックス（Ａ） フェニックス（Ｂ） ジ ュ ピ タ ー

男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） オ リ エ ン ト

S63.9.11 男子２部 富 士 電 機 東 芝 日 野 自 工

(1988年) 男子３部 フ ェ ニ ッ ク ス 日野台高（ Ａ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

第４回 女子１部 フェニックス（Ａ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フ ロ ー ラ （ Ａ ）

男110女148 女子２部 フェニックス（Ｂ） 日 野 自 工 日野台高（ Ａ）

(258名) 女子３部 フェニックス（Ｃ） フ ロ ー ラ （ Ｂ ） エ ー ス

女子４部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ ジ ュ ピ タ ー 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

男子１部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） コ ニ カ （ Ａ ） 富 士 電 機 （ Ａ ）

H1.9.10 男子２部 フ ェ ニ ッ ク ス 日 野 自 工 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ）

(1989年) 男子３部 コ ニ カ （ Ｂ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ レ イ ア ッ プ

第５回 女子１部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フェニックス（Ａ） フ ロ ー ラ （ Ａ ）

男110女150 女子２部 ジ ュ ピ タ ー （ Ａ ） フ ロ ー ラ （ Ｂ ） フェニックス（Ｂ）

(260名) 女子３部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ） ジ ュ ピ タ ー （ Ｂ ） エ ー ス

女子４部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｃ ） つ く し フ ロ ー ラ （ Ｃ ）

H2.10.28 男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

(1990年) 男子２部 レ イ ア ッ プ コ ニ カ （ Ｂ ） 東 芝 （ Ａ ）

第６回 女子１部 フェニックス（Ａ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フ ロ ー ラ （ Ａ ）

男80女140 女子２部 フェニックス（Ｂ） フ ロ ー ラ （ Ｂ ） フェニックス（Ｃ）

(220名) 女子３部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） つ く し ジ ュ ピ タ ー （ Ｂ ）

女子４部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｃ ） エ ー ス （ Ｂ ）

男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） レ イ ア ッ プ コ ニ カ （ Ｂ ）

H3.10.27 男子２部 富 士 電 機 （ Ａ ） 東 芝 フ ェ ニ ッ ク ス

第７回 (1991年) 男子３部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） 富 士 電 機 （ Ｂ ）

女子１部 フェニックス（Ａ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フ ロ ー ラ （ Ａ ）

(150名以上) 女子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） つ く し （ Ａ ） フ ロ ー ラ （ Ｂ ）

女子３部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ） エ ー ス （ Ａ ） つ く し （ Ｂ ）

H4.10.25 男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） レ イ ア ッ プ コ ニ カ （ Ｂ ）

(1992年) 男子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ フ ェ ニ ッ ク ス

第８回 男子３部 オ リ エ ン ト 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） 富 士 電 機 （ Ｂ ）

男12ﾁｰﾑ 女子１部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フェニックス（Ａ） フ ロ ー ラ （ Ａ ）

女12ﾁｰﾑ 女子２部 つ く し （ Ａ ） フェニックス（Ｂ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ）

(24ﾁｰﾑ) 女子３部 フェニックス（Ｃ） エ ー ス （ Ａ ） エ ー ス （ Ｂ ）
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H5.10.11 男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） レ イ ア ッ プ コ ニ カ （ Ｂ ）

(1993年) 男子２部 富 士 電 機 東 芝 （ Ａ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

第９回 男子３部 ト ッ パ ン ム ー ア 日 野 台 高 東 芝 （ Ｂ ）

男12ﾁｰﾑ 女子１部 フェニックス（Ａ） フ ロ ー ラ （ Ａ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ）

女12ﾁｰﾑ 女子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） フェニックス（Ｂ） エ ー ス （ Ａ ）

(24ﾁｰﾑ) 女子３部 フ ロ ー ラ （ Ｂ ） エ ー ス （ Ｂ ） 日 野 台 高

H6.10.9 男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） 富 士 電 機 レ イ ア ッ プ

(1994年) 男子２部 明 星 大 （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ 東 芝

第１０回 男10ﾁｰﾑ 女子１部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フェニックス（Ａ） エ ン ド レ ス

女15ﾁｰﾑ 女子２部 つ く し （ Ａ ） フェニックス（Ｂ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ）

(25ﾁｰﾑ) 女子３部 マ ー ス （ Ａ ） マ ー ス （ Ｂ ） 明 星 大

H7.10.29 男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） 明 星 大 （ Ａ ） レ イ ア ッ プ

(1995年) 男子２部 コ ニ カ （ Ｂ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） 東 芝

第１１回 男子３部 明 星 大 （ B ） フ ェ ニ ッ ク ス 日 野 自 工

男14ﾁｰﾑ 女子１部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） フェニックス（Ａ） エ ン ド レ ス

女16ﾁｰﾑ 女子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） マ ー ス （ Ａ ） フェニックス（Ｂ）

(30ﾁｰﾑ) 女子３部 ル デ ィ エ ー ス （ Ｂ ） 明 星 大 （ Ａ ）

H8.11.3 男子１部 コ ニ カ （ Ｂ ） コ ニ カ （ Ａ ） レ イ ア ッ プ

(1996年) 男子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） 東 芝 （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ

第１２回 男子３部 市 民 ク ラ ブ ス マ ッ シ ュ フ ェ ニ ッ ク ス

男13ﾁｰﾑ 女子１部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） エ ン ド レ ス

女15ﾁｰﾑ 女子２部 ル デ ィ マ ー ス 日 野 つ く し （ Ａ ）

(28ﾁｰﾑ) 女子３部 エ ー ス 日 野 つ く し （ Ｂ ） 市 民 ク ラ ブ

H9.10.5 男子１部 コ ニ カ （ Ａ ） コ ニ カ （ Ｂ ） レ イ ア ッ プ

(1997年) 男子２部 市 民 ク ラ ブ 東 芝 ソ ー テ ッ ク

第１３回 男9ﾁｰﾑ 女子１部 ル デ ィ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

女13ﾁｰﾑ 女子２部 日 野 つ く し （ Ａ ） マ ー ス エ ー ス

(22ﾁｰﾑ) 女子３部 日 野 あ す か 日 野 つ く し （ Ｂ ） 市 民 ク ラ ブ

H10.10.4 男子１部 コ ニ カ （ Ｂ ） コ ニ カ （ Ａ ） 市 民 ク ラ ブ

(1998年) 男子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ ソ ー テ ッ ク 東 芝

第１４回 男子３部 ス マ ッ シ ュ 明 星 大 日 野 自 工

男12ﾁｰﾑ 女子１部 ル デ ィ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 日 野 つ く し （ Ａ ）

女13ﾁｰﾑ 女子２部 日 野 あ す か フェニックス（Ａ） マ ー ス

(25ﾁｰﾑ) 女子３部 日 野 つ く し （ Ｂ ） 市 民 ク ラ ブ フェニックス（Ｃ）

H11.10.3 男子１部 コ ニ カ レ イ ア ッ プ 市 民 ク ラ ブ （ Ａ ）

(1999年) 男子２部 東 芝 明 星 大 （ Ａ ） エ プ ソ ン

第１５回 男子３部 多 摩 平 Ｂ Ｃ 市 民 ク ラ ブ （ Ｂ ） 明 星 大 （ B ）

男12ﾁｰﾑ 女子１部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ ル デ ィ 日 野 つ く し （ Ａ ）

女13ﾁｰﾑ 女子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ｂ ） フ ェ ニ ッ ク ス

(25ﾁｰﾑ) 女子３部 ス マ ッ シ ュ 市 民 ク ラ ブ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ）

H12.10.1 男子１部 レ イ ア ッ プ 市 民 ク ラ ブ コ ニ カ

(2000年) 男子２部 明 星 大 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ エ プ ソ ン

第１６回 男子３部 富 士 電 機 Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ ス マ ッ シ ュ

男12ﾁｰﾑ 女子１部 ル デ ィ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ａ ）

女14ﾁｰﾑ 女子２部 日 野 あ す か 日 野 つ く し （ Ｂ ） エ ー ス （ Ａ ）

(26ﾁｰﾑ) 女子３部 市 民 ク ラ ブ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） 日 野 つ く し （ Ｃ ）

H13.9.23 男子１部 レ イ ア ッ プ （ Ａ ） コ ニ カ Ｃ ｃ ｕ ｂ ｅ Ｂ ･ Ｃ

(2001年) 男子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 多 摩 平 Ｂ Ｃ Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ （ Ａ ）

第１７回 男子３部 ス マ ッ シ ュ レ イ ア ッ プ （ Ｂ ） フ ェ ニ ッ ク ス

男12ﾁｰﾑ 女子１部 ル デ ィ （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

女13ﾁｰﾑ 女子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 日 野 つ く し （ Ｂ ） Ｃ ｃ ｕ ｂ ｅ Ｂ ･ Ｃ

(25ﾁｰﾑ) 女子３部 シ ー ガ ル ス ２ １ 日 野 つ く し （ Ｃ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ）

H14.9.22 男子１部 コ ニ カ レ イ ア ッ プ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

(2002年) 男子２部 Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ （ Ｂ ） Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ （ Ａ ） ス マ ッ シ ュ

第１８回 男 9ﾁｰﾑ 女子１部 日 野 つ く し （ Ａ ） ル デ ィ （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

女14ﾁｰﾑ 女子２部 シ ー ガ ル ス ２ １ 日 野 つ く し （ Ｂ ） 日 野 あ す か

(23ﾁｰﾑ) 女子３部 エ ー ス （ Ａ ） ル デ ィ （ Ｂ ） 日 野 台 高
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H15.9.21 男子１部 コ ニ カ レ イ ア ッ プ （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ

(2003年) 男子２部 ス マ ッ シ ュ （ Ａ ） フ ェ ニ ッ ク ス 日 野 台 高

第１９回 男10ﾁｰﾑ 女子１部 日 野 つ く し （ Ａ ） シ ー ガ ル ス ２ １ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

女14ﾁｰﾑ 女子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 日 野 つ く し （ Ｂ ） エ ー ス

(24ﾁｰﾑ) 女子３部 日 野 台 高 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） ル デ ィ （ Ｂ ）

H16.9.19 男子１部 コ ニ カ レ イ ア ッ プ （ Ａ ） ス マ ッ シ ュ （ Ａ ）

(2004年) 男子２部 レ イ ア ッ プ （ Ｂ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ フ ェ ニ ッ ク ス

第２０回 男9ﾁｰﾑ 女子１部 シ ー ガ ル ス ２ １ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ａ ）

女15ﾁｰﾑ 女子２部 ル デ ィ （ Ａ ） エ ー ス （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ｂ ）

(24ﾁｰﾑ) 女子３部 ス マ ッ シ ュ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ） ル デ ィ （ Ｂ ）

H17.9.17 男子１部 コ ニ カ ミ ノ ル タ レ イ ア ッ プ （ Ａ ） ス マ ッ シ ュ （ Ａ ）

(2005年) 男子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ 多 摩 平 Ｂ Ｃ ふ き の と う

第２１回 男9ﾁｰﾑ 女子１部 日 野 つ く し （ Ａ ） ル デ ィ （ Ａ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ）

女13ﾁｰﾑ 女子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） エ ー ス ス マ ッ シ ュ （ Ａ ）

(22ﾁｰﾑ) 女子３部 日 野 つ く し （ Ｃ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ） ル デ ィ （ Ｂ ）

H18.9.30 男子１部 コ ニ カ ミ ノ ル タ ス マ ッ シ ュ （ Ａ ） レ イ ア ッ プ

(2006年) 男子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ ふ き の と う フ ェ ニ ッ ク ス

第２２回 男8ﾁｰﾑ 女子１部 ル デ ィ （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

女15ﾁｰﾑ 女子２部 シ ー ガ ル ス ２ １ エ ー ス 日 野 つ く し （ Ｃ ）

(23ﾁｰﾑ) 女子３部 ル デ ィ （ Ｂ ） フ ェ ニ ッ ク ス Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ｂ ）

H19.9.30 男子１部 コ ニ カ ミ ノ ル タ レ イ ア ッ プ （ Ａ ） ス マ ッ シ ュ （ Ａ ）

(2007年) 男子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ フ ェ ニ ッ ク ス ス マ ッ シ ュ （ Ｂ ）

第２３回 男子３部 レ イ ア ッ プ （ Ｂ ） Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ）

男13ﾁｰﾑ 女子１部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） シ ー ガ ル ス ２ １ 日 野 つ く し （ Ａ ）

女13ﾁｰﾑ 女子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ｂ ） エ ー ス

(26ﾁｰﾑ) 女子３部 ス マ ッ シ ュ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） 日 野 つ く し （ Ｃ ）

H20.9.15 男子１部 ス マ ッ シ ュ （ Ａ ） コ ニ カ ミ ノ ル タ レ イ ア ッ プ （ Ａ ）

(2008年) 男子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） レ イ ア ッ プ （ Ｂ ） フ ェ ニ ッ ク ス

第２４回 男子３部 Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） ふ き の と う

男12ﾁｰﾑ 女子１部 日 野 つ く し （ Ａ ） シ ー ガ ル ス ２ １ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

女13ﾁｰﾑ 女子２部 ル デ ィ （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ｂ ） ス マ ッ シ ュ

(25ﾁｰﾑ) 女子３部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） 日 野 つ く し （ Ｃ ） ル デ ィ （ Ｂ ）

H21.9.21 男子１部 コ ニ カ ミ ノ ル タ ス マ ッ シ ュ （ Ａ ） レ イ ア ッ プ （ Ａ ）

(2008年) 男子２部 レ イ ア ッ プ （ Ｂ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ フ ェ ニ ッ ク ス

第２５回 男子３部 レ イ ア ッ プ （ Ｃ ） ス マ ッ シ ュ （ Ｂ ） ふ き の と う

男13ﾁｰﾑ 女子１部 日 野 つ く し （ Ａ ） ル デ ィ （ Ａ ） シ ー ガ ル ス ２ １

女12ﾁｰﾑ 女子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） ス マ ッ シ ュ 日 野 つ く し （ Ｂ ）

(25ﾁｰﾑ) 女子３部 フ ェ ニ ッ ク ス エ ー ス ル デ ィ （ Ｂ ）

H22.9.19 男子１部 コ ニ カ ミ ノ ル タ レ イ ア ッ プ （ Ａ ） ス マ ッ シ ュ （ Ａ ）

(2010年) 男子２部 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ） Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ （ Ａ ）

第２６回 男子３部 ス マ ッ シ ュ （ Ｂ ） ふ き の と う 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ）

男12ﾁｰﾑ 女子１部 日 野 つ く し （ Ａ ） ル デ ィ （ Ａ ） シ ー ガ ル ス ２ １

女13ﾁｰﾑ 女子２部 ス マ ッ シ ュ フ ェ ニ ッ ク ス Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ

(25ﾁｰﾑ) 女子３部 エ ー ス Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ ル デ ィ （ Ｂ ）

H23.10.1 男子１部 コ ニ カ ミ ノ ル タ ス マ ッ シ ュ （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ａ ）

(2011年) 男子２部 Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ フ ェ ニ ッ ク ス Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ

第２７回 男子３部 MAJESTIC （ Ａ ） 多 摩 平 Ｂ Ｃ （ Ｂ ） MAJESTIC （ Ｂ ）

男12ﾁｰﾑ 女子１部 日 野 つ く し （ Ａ ）
シ ー ガ ル ス ２ １
（ Ａ ）

ス マ ッ シ ュ

女14ﾁｰﾑ 女子２部 フ ェ ニ ッ ク ス Ｔ ・ Ｓ ・ Ｃ エ ー ス

(26ﾁｰﾑ) 女子３部 Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｒ MAJESTIC （ Ａ ） 日 野 つ く し （ Ｂ ）
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H6.9.15 １　部 今井　一雄 (ＴＳＣ) 橘　博之 (レイアップ) 佐々木昭孝 (レイアップ) 吉池　正弘 (多摩平BC)
第１回 (1994年) 今井早由里 横倉　民子 (エンドレス) 佐々木美知子 原田恵以子 (マース)

１部16ﾍﾟｱ ２　部 中村　三男 (オリエント) 後藤　吉勝 (富士電機) 西川　滋夫 (フェニックス) 佐藤　慶夫 (一　般)
2部30ﾍﾟｱ 寺本　秋子 (ＴＳＣ) 下田　睦子 (フェニックス) 村上千代子 小暮美千子 (フェニックス)

H7.10.8 １　部 豊泉　輝彦 (コニカ) 大塚　敏之 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ) 佐々木昭孝 (レイアップ)
(1995年) 渡辺久美子 田倉テイ子 横倉　民子 (エンドレス) 佐々木美知子

第２回 １部15ﾍﾟｱ ２　部 杉田　勉 (多摩平BC) 西川　滋夫 (フェニックス) 上野　幸吉 (東　芝) 山下　秀樹 (日野自工)
2部22ﾍﾟｱ 高木富美子 上野　秀子 小暮美千子 (ルディ) 峰尾　幸子
3部12ﾍﾟｱ ３　部 安田　進 (東　芝) 西見　幸雄 (一　般) 大格　素夫 (ＴＳＣ) 高根沢栄司 (フェニックス)

(98名) 玉木ちづ子 (エンドレス) 大塚　幸子 (日野つくし) 村山久美子 天野やす子

H8.9.29 １　部 西村　隆輝 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ)
(1996年) 井熊佐和乃 田倉テイ子 横倉　民子 (エンドレス)

第３回 １部 9ﾍﾟｱ ２　部 上野　幸吉 (東　芝) 渡辺　義章 (コニカ) 木川　就二 (コニカ)
2部17ﾍﾟｱ 小暮美千子 (ルディ) 宇佐美栄美 (フェニックス) 内藤　明美 (フェニックス)
3部 8ﾍﾟｱ ３　部 松沢　紀史 (スマッシュ) 沢登　均 (ＴＳＣ) 高松　信昭 (明星大) 田中富士人 (市民クラブ)
(68名) 上石　順子 (フェニックス) 若松紀美子 末澤　敬子 田中百合子

H9.11.3 １　部 吉永　巌 (コニカ) 豊泉　輝彦 (コニカ) 大塚　敏之 (レイアップ)
(1997年) 吉永亜矢子 渡辺久美子 佐々木美知子

第４回 １部12ﾍﾟｱ ２　部 青山　勝弘 (市民クラブ) 田中　栄 (ソーテック) 松倉　邦雄 (市民クラブ)
2部17ﾍﾟｱ 山川　恵子 (日野あすか) 川原木邦子 (ルディ) 松屋美智子 (エース)
3部16ﾍﾟｱ ３　部 青山　天将 (一　般) 渡辺　健二 (一　般) 井上　毅 (富士電機) 和田　淳一 (市民クラブ)

(90名) 松倉　弘美 (マース) 渡辺賀津子 天野やす子 (日野あすか) 和田小百合 (フェニックス)

H10.11.3 １　部 大塚　敏之 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ) 松倉　邦雄 (市民クラブ)
(1998年) 佐々木美知子 原田恵以子 (ルディ) 山川　恵子 (日野あすか)

第５回 １部 7ﾍﾟｱ ２　部 六波羅　博 (ＴＳＣ) 田辺　雅好 (東　芝) 杉田　勉 (多摩平BC)
2部13ﾍﾟｱ 横倉　民子 (一　般) 駒井ミヤ子 (多摩平BC) 高木富美子
3部12ﾍﾟｱ ３　部 和田　淳一 (市民クラブ) 楢島　隆次 (市民クラブ) 伊藤　賢吾 (一　般)

(61名) 和田小百合 (フェニックス) 池端美知代 (マース) 赤瀬香奈子

H11.11.3 １　部 大塚　敏之 (レイアップ) 白川　幸宏 (一　般) 渋江　俊 (ＴＳＣ)
(1999年) 佐々木美知子 井熊佐和乃 (レイアップ) 寺本　秋子

第６回 １部 6ﾍﾟｱ ２　部 青山　天将 (三沢中) 杉田　勉 (多摩平BC) 木川　就二 (コニカ)
2部10ﾍﾟｱ 瀬戸菜実子 (四　中) 高木富美子 前田　勝代 (日野つくし)
3部18ﾍﾟｱ ３　部 三浦　健 (フェニックス) 篠﨑　豊 (多摩平BC) 田口　文夫 (エプソン) 関島　章光 (フェニックス)

(68名) 宇佐美栄美 篠﨑　雅恵 津田　早苗 (エース) 関島友理子

H12.11.3 １　部 佐々木昭孝 (レイアップ) 松倉　邦雄 (市民クラブ) 橘　博之 (レイアップ)
(2000年) 佐々木美知子 横倉　民子 (一　般) 佐藤　文恵 (ルディ)

第７回 １部 6ﾍﾟｱ ２　部 上野　幸吉 (東　芝) 越智　有吾 (一　般) 三浦　健 (フェニックス)
2部 8ﾍﾟｱ 大塚　幸子 (日野つくし) 前田　勝代 (日野つくし) 宇佐美栄美
3部10ﾍﾟｱ ３　部 中村　晋 (市民クラブ) 矢野　大介 (フェニックス) 田中富士人 (市民クラブ)

(48名) 松倉　弘美 (一　般) 上石　順子 田中百合子

H13.11.3 １　部 佐々木昭孝 (レイアップ) 橘　博之 (レイアップ) 樅木　敏朗 (レイアップ)
(2001年) 佐々木美知子 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21) 前田　勝代 (日野つくし)

第８回 １部 8ﾍﾟｱ ２　部 三浦　健 (フェニックス) 中村　晋 (C cube B･C) 荒井　望 (スマッシュ)
2部 8ﾍﾟｱ 宇佐美栄美 松倉　弘美 (一　般) 大西美奈子
3部12ﾍﾟｱ ３　部 大塚　創平 (南平高) 高橋　将友 (多摩平BC) 松倉　卓也 (C cube B･C) 田中富士人 (C cube B･C)

(56名) 松倉　梨夏 (C cube B･C) 駒井ミヤ子 小林　恵子 (エース) 田中百合子 (一　般)

H14.11.3 ２　部 大塚　敏之 (レイアップ) 大塚　創平 (レイアップ) 杉田　勉 (多摩平BC)
第９回 (2002年) 佐々木美知子 上野　秀子 (日野あすか) 高木富美子

2部 8ﾍﾟｱ ３　部 高田　壮 (多摩平BC) 長者森洋助 (フェニックス) 立川　明 (フェニックス)
3部 7ﾍﾟｱ 駒井ミヤ子 和栗　りさ (ルディ) 小野のり子

H15.12.21 １　部 藤井健一郎 (富士電機) 荒井　望 (スマッシュ) 松倉　邦雄 (C cube B･C)
(2003年) 小林　恵子 (エース) 大西美奈子 上石　順子 (フェニックス)

第１０回 １部 4ﾍﾟｱ ２　部 瀬沼　誠 (コニカ) 杉田　勉 (多摩平BC) 中村　三男 (エプソン)
2部 8ﾍﾟｱ 渡辺　慶子 (多摩平BC) 高木富美子 下田　睦子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)
3部4ﾍﾟｱ ３　部 高松　裕介 (レイアップ) 吉永　大輔 (日野自動車) 高橋　将友 (多摩平BC)
(32名) 佐久間由美子 大塚　幸子 (一　般) 根津のり子

H16.12.19 １　部 樅木　敏朗 (レイアップ) 大塚　敏之 (レイアップ) 藤井健一郎 (富士電機)
(2004年) 佐々木亜美 佐々木美知子 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)

第１１回 １部 8ﾍﾟｱ ２　部 高松　裕介 (レイアップ) 小池　伸彦 (レイアップ) 大格　素夫 (ＴＳＣ)
2部12ﾍﾟｱ 佐久間由美子 高橋美紀子 庄司　豊子
3部31ﾍﾟｱ ３　部 藤岡　翔太 (日野台高) 岩崎　善太 (一　般) 藤田　崇生 (ＣＬＥＡＲ) 清水　雄大 (ＣＬＥＡＲ)
(102名) 本川　香那 増田　育美 (多摩平BC) 本田亜沙美 岡部みなみ

H17.12.18 １　部 高松　裕介 (レイアップ) 櫻井　健一 (明星大) 黒岩　高弘 (一　般)
(2005年) 佐々木亜美 彌田　侑希 板垣　雅美

第１２回 １部13ﾍﾟｱ ２　部 大格　素夫 (ＴＳＣ) 杉田　勉 (多摩平BC) 三浦　健 (フェニックス)
2部 9ﾍﾟｱ 吉永　明美 (日野つくし) 高木富美子 宮本　薫
3部19ﾍﾟｱ ３　部 秋山　拓哉 (日野台高) 長者森洋助 (多摩平BC) 池田　和史 (スマッシュ) 河内　寿之 (スマッシュ)

(82名) 山下　智美 駒井ミヤ子 大西喜美子 石川　久子

H18.12.17 １　部 上村　大介 (レイアップ) 青木　和真 (明星大) 村上　大輔 (レイアップ)
(2006年) 佐々木亜美 彌田　侑希 佐々木美和子

第１３回 １部13ﾍﾟｱ ２　部 久保田真一 (多摩平BC) 佐藤　誠 (多摩平BC) 高橋　将友 (多摩平BC)
2部12ﾍﾟｱ 西　百合子 (エース) 佐藤　葉子 増田　育美
3部10ﾍﾟｱ ３　部 川井　大介 (スマッシュ) 伊藤　謙司 (スマッシュ) 尾形　義行 (スマッシュ)

(70名) 五十嵐純子 上野　直子 藤井　惇子



大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

H19.12.23 １　部 佐川　均 (レイアップ) 岩崎　美徳 (レイアップ) 青木　和真 (明星大)
(2007年) 佐々木亜美 和栗　りさ (ルディ) 林　千絵

第１４回 １部 7ﾍﾟｱ ２　部 山下　真司 (明星大) 大格　素夫 (ＴＳＣ) 池田　和史 (スマッシュ)
2部21ﾍﾟｱ 宇田川綾香 内海ひろみ (日野つくし) 吉永　明美 (日野つくし)
3部16ﾍﾟｱ ３　部 尾形　義行 (スマッシュ) 宮崎　敬 (フェニックス) 横山　教夫 (一　般) 道上　正幸 (一　般)

(88名) 上野　直子 新井野滋枝 笠井　弘美 (個　人) 藤井　惇子 (スマッシュ)

H20.12.21 １　部 青木　和真 (明星大) 佐川　均 (レイアップ) 高橋　直己 (レイアップ)
(2008年) 林　千絵 佐々木亜美 長谷川文香

第１５回 １部 6ﾍﾟｱ ２　部 池田　和史 (スマッシュ) 深代　祐太 (レイアップ) 倉内　博文 (日野自動車)
2部15ﾍﾟｱ 吉永　明美 (日野つくし) 平野　梢 宮本　薫 (フェニックス)
3部27ﾍﾟｱ ３　部 浅野　良秋 (スマッシュ) 西村　正利 (ＣＬＥＡＲ) 矢口　竜 (明星大) 田辺　康夫 (多摩平BC)

(96名) 西村　則子 (日野つくし) 中里紀実花 内藤　有香 渡辺　慶子

H21.12.26 １　部 佐川　均 (レイアップ) 高橋　直己 (レイアップ) 藤原　勇樹 (明星大)
(2009年) 佐々木亜美 長谷川文香 林　千絵

第１６回 １部 8ﾍﾟｱ ２　部 藤田　崇生 (レイアップ) 関口　政勝 (ＴＳＣ) 樅木　敏朗 (ふきのとう)
2部11ﾍﾟｱ 高橋紀美子 寺本　秋子 横倉　民子 (ｼｰｶﾞﾙｽ21)
3部22ﾍﾟｱ ３　部 矢口　竜 (明星大) 野田　裕喜 (レイアップ) 吉田　大祐 (明星大) 森本　直樹 (明星大)

(82名) 山口　愛美 小野　恭子 藁谷　美里 窪田　有華

H22.12.19 １　部 佐川　均 (レイアップ) 江南　昌弘 (スマッシュ) 吉田　大祐 (明星大)
(2010年) 佐々木亜美 和栗　りさ (ルディ) 楡井　恵美 (日野つくし)

第１７回 １部 7ﾍﾟｱ ２　部 野田　裕喜 (レイアップ) 樅木　敏朗 (ふきのとう) 江面　剛 (スマッシュ)
2部13ﾍﾟｱ 長谷川文香 宮本　薫 (フェニックス) 田極ゆとり
3部21ﾍﾟｱ ３　部 菅原　拓也 (レイアップ) 加藤　優輝 (ＣＬＥＡＲ) 馬場　智一 (ＣＬＥＡＲ) 藤原　光壽 (多摩平BC)

(82名) 平野　梢 半澤　希 中里紀実花 駒井ミヤ子

H23.12.18 １　部 江南　昌弘 (スマッシュ) 樅木　敏朗 (ふきのとう) 小口　利也 (多摩平BC)
(2011年) 櫻田　りさ (ルディ) 宮本　薫 (フェニックス) 市川あゆみ (一　般)

第１８回 １部 6ﾍﾟｱ ２　部 大和田崇央 (明星大) 矢口　竜 (MAJESTIC) 久保田真一 (多摩平BC)
2部17ﾍﾟｱ 榎戸　祐香 福田　美夢 西　百合子 (エース)
3部24ﾍﾟｱ ３　部 佐々木昭孝 (レイアップ) 大八木　猛 (レイアップ) 中村　三男 (ふきのとう) 藤原　飛鳥 (MAJESTIC)

(82名) 佐々木美知子 小林　恵子 (エース) 田中　恵美 (日野つくし) 大崎沙央莉



（11） ひのレディース・バドミントンダブルス大会

大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 大会名 開催 種目 優　勝 準優勝

H12.4.18 Ａランク 末藤みゆき (府　中) 井戸　宣子 (八王子) H18.4.25 Ａランク 木城　桂子 (八王子) 井戸　宣子 (八王子)
(2000年) 吉海　典子 大野　明美 (2006年) 丸茂みどり 高橋奈美江

第１回 Ｂランク 鈴木　京子 (府　中) 高木富美子 (日　野) 第７回 Ｂランク 光岡美和子 (調　布) 秦　ひとみ (稲　城)
八王子､府中 渡辺　雅子 大塚マサ子 市内 60 福沢　朋恵 窪田　道子
多摩､日野 Ｃランク 早坂　広子 (八王子) 上島　妙子 (府　中) 市外 120 Ｃランク 須藤喜代美 (小金井) 宮浦　浩美 (川　崎)
(72ﾍﾟｱ) 高橋　行子 田村恵美子 (180名) 中平　祐子 初田　洋子

H13.4.24 Ａランク 吉海　典子 (府　中) 六波羅和子 (日　野) H19.4.24 Ａランク 野崎　智厚 (西東京) 塚本　敬子 (府　中)
(2001年) 末藤みゆき 横倉　民子 (2007年) 片岡由紀代 野島佐和子

第２回 八王子､多摩 Ｂランク 西村　則子 (日　野) 児玉　愛 (八王子) 第８回 Ｂランク 竹林　恵子 (稲　城) 中澤　悦子 (町　田)
府中､昭島 吉永　明美 久保田雅子 市内 52 野村　裕子 柏原　寛実
立川､日野 Ｃランク 小林　恵子 (日　野) 高山　きく (八王子) 市外 92 Ｃランク 浅田　邦子 (新　座) 池谷　洋子 (府　中)
(75ﾍﾟｱ) 篠﨑　雅恵 隅田　明代 (144名) 鈴木　恵子 阿部　知恵

H14.4.23 Ａランク 斉藤　佳織 (東大和) 前田　勝代 (日　野) H20.4.22 Ａランク 須江　律子 (八王子) 井戸　宣子 (八王子)
(2002年) 佐野　玲子 内藤　明美 (2008年) 関山　貴子 渡辺　恵子

第３回 Ｂランク 駒井ミヤ子 (日　野) 山崎美恵子 (あきる野) 第９回 Ｂランク 奥野　恵子 (日　野) 長嶺　真弓 (日　野)
市内 62 埴原　春美 浅利美津子 市内 52 武田　寿子 宮崎ナミ子
市外 106 Ｃランク 大橋　京子 (青　梅) 佐々ゆり子 (日　野) 市外 100 Ｃランク 中川　昌子 (所　沢) 高橋　昇子 (朝　霞)
(168名) 武井　妙子 内海ひろみ (152名) 渡辺　仁子 平川　和子

H15.4.29 Ａランク 石原美香子 (八王子) 内藤　明美 (日　野) H21.7.7 Ａランク 江面　宏美 (日　野) 末藤みゆき (府　中)
(2003年) 奥川　奈緒 高塚真由美 (2009年) 大西美奈子 吉海　典子

第４回 Ｂランク 柴田　明代 (日　野) 庄司　豊子 (日　野) 第１０回 Ｂランク 大垣　俊枝 (八王子) 上岡　優子 (調　布)
市内 66 和栗　りさ 中村　淳子 市内 62 内門　信江 山村　恵美
市外 108 Ｃランク 川　　俊恵 (板　橋) 吉城三栄子 (八王子) 市外 82 Ｃランク 三本木裕子 (稲　城) 原　明子 (府　中)
(174名) 樋川　麻子 伊藤　ヨシ (144名) 笠原　利恵 櫻井　晶子

H16.4.13 Ａランク 井戸　宣子 (八王子) 阿部　智恵 (府　中) H22.7.8 Ａランク 和栗　りさ (日　野) 高木富美子 (日　野)
(2004年) 高橋奈美江 塚本　敬子 (2010年) 板垣　雅美 宮本　薫

第５回 Ｂランク 舟木　淳子 (東村山) 岡田　祝子 (青　梅) 第１１回 Ｂランク 細谷　陽子 (多　摩) 田中　美起 (町　田)
市内 50 山田　康子 谷岡小百合 市内 56 相澤三曜子 吉永　京子
市外 124 Ｃランク 小田中栄子 (府　中) 西　百合子 (日　野) 市外 86 Ｃランク 平塚　好美 (調　布) 伊東　忍 (東大和)
(174名) 松村　俊子 平　まき子 (142名) 近藤　博美 内田ひろ恵

H17.4.12 Ａランク 高木富美子 (日　野) 高橋　正子 (三　鷹) Ａランク 田中亜希子 (日　野) 大西美奈子 (日　野)
(2005年) 和栗　りさ 岡村　敦子 H23.7.7 江面　宏美 櫻田　りさ

第６回 Ｂランク 若狭恵理子 (八王子) 松本　昭子 (東大和) (2011年) Ｂランク 上田　明美 (府　中) 小暮美千子 (日　野)
市内 50 加藤　雅美 井上ひろみ 第１２回 窪田　由紀 寺本　秋子
市外 112 Ｃランク 出竿三枝子 (小　平) 塩崎　政枝 (八王子) 市内 56 Ｃランク 野手　真紀 (調　布) 上田　俊恵 (調　布)
(162名) 高橋　広子 大髭　信子 市外 88 河野　環 津久井美智子

(144名) Ｄランク 飯島八重子 (東村山) 菅原多恵子 (調　布)
大山　由会 玉山たつ子



（12） ひのレディース・バドミントンダブルス大会 団体戦

大会名 開催 種目 優　勝 準優勝

H14.10.10
(2002年)

第１回
市内 67

市外 175

(242名)

H15.10.16
(2003年)

市内 9団体

市外21団体

(30団体)
大会名 開催 種目 １ブロック 優勝 ２ブロック 優勝 ３ブロック 優勝

H16.10.7
(2004年)

市内 9団体

市外21団体

(30団体)

H17.10.6
(2005年)

市内 7団体

市外29団体

(36団体)

H18.10.5
(2006年)

市内 6団体

市外30団体

(36団体)

H19.10.4
(2007年)

市内 7団体

市外29団体

(36団体)

H20.10.2
(2008年)

市内 8団体

市外28団体

(36団体)
大会名 開催 種目 １ブロック 優勝 ２ブロック 優勝 ３ブロック 優勝 ４ブロック 優勝

H21.10.1
(2009年)

市内 7団体

市外29団体

(36団体)

H22.10.7
(2010年)

市内 8団体

市外36団体

(44団体)

H23.10.13
(2011年)

市内 7団体
市外29団体

(36団体)

第１０回
Ｃランク 飯　能

日　野 昭　島

Ｄランク 武蔵野 多　摩

Ｂランク 府　中 青　梅

Ａランク 日　野 東大和

Ｃランク 東大和 新　座 調　布 調　布

第９回 Ｂランク 昭　島 八王子 日　野

国分寺

Ａランク 日　野 日　野

昭　島

Ｃランク 杉　並 八王子 青　梅

第８回 Ｂランク 青　梅 調　布

Ｃランク 日　野 八王子 日　野

Ａランク 日　野 東大和

日　野 八王子 日　野

第７回 Ｂランク 日　野 立　川 所　沢

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

Ａランク

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

Ｃランク

Ａランク

Ｂランク

東大和 日野（Ａ４）

日野（Ｂ１） 八王子

Ｃランク

Ａランク

Ｂランク

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

八王子

武蔵野 町　田

日野（Ｃ１） 国分寺

府　中 日　野

府　中

日　野 多　摩 日　野

府　中 あきる野 多　摩

小金井 八王子

日　野 川　崎 相模原

杉　並 相模原 稲　城

東大和 三　鷹

日　野

日　野 府　中 西東京

日　野 あきる野 国分寺

日　野 八王子

多　摩 調　布 八王子

川　崎 日　野 東村山

八王子 日　野

第６回

第２回

第３回

第４回

第５回

日　野

日　野

日　野　１



（13） 中学生夏季大会／ジュニア育成中学生大会
大会名 開催 種目 優　勝 準優勝 第３位

H16.8.28 清家　千恕 馬場　祐里 佐藤　結花
第１回 (2004年) 高橋奈々美 森口　佑紀 有村　友希

女W 48名 馬場　祐里 (三　中)
女S 30名 諸藤　梓 (四　中)
H17.8.20 持地　香奈 佐藤　楓 稲田　恵

第２回 (2005年) 松原由香里 奈良　祥子 平松　真季
女W 28名
女S 14名
H18.8.26 藤本　真美 奥　　汐梨 中島　志央理

第３回 (2006年) 須崎　光穂 小宮　愛菜 桐生　佳実

女W 22名
男S 10名 上口小百合 (鶴牧中)
女S 30名 小倉由紀江 (府中八中)
H19.8.25 蓼沼　加菜 西浦亜希子 山口　早稀
(2007年) 山岸美紗都 峯岸　杏香 上口小百合

第４回
女W 26名
男S 28名
女S 39名
H20.8.23 齋藤　優希 近藤　芳菜 親泊つかさ
(2008年) 畠山水奈子 佐々木彩海 高橋　麻美

第５回
女W 40名
男S 23名
女S 41名
H21.8.22 及川あかり 杉山　千夏 原　みさと
(2009年) 富樫　風香 南沢　明里 峯岸　花帆

第６回
女W 36名
男S 24名
女S 34名
H22.8.21 岡本　知己 (三　中)
(2010年) 鷲尾　翼 (稲城四中)

第７回 東　早希穂 (稲城四中)
男 21名 松崎　和奈 (三　中)
女 43名 酒井ことみ (稲城四中)

小林　理乃 (三　中)
H23.8.20
(2011年)

第８回
男 18名
女 42名 (三　中)

横手　光 (三　中)

芦澤　佳歩 (四　中)

(三　中)女子Ｓ(２年) 清家菜々南 (三　中) 加藤　舞香 塚本　夏帆

(三　中)

女子Ｓ(１年) 山本加奈子 (三　中) 杉山　未紗 (四　中)

男子Ｓ 齋藤　優平 (三　中) 井上誠士郎

女子Ｓ(２年) 瀧沢　理紗 (三　中) 山崎　彩菜 (稲城四中)

女子Ｓ(１年) 清家菜々南 (三　中) 白石　香菜

男子Ｓ (四　中) (稲城四中)小笠原　俊 藁谷　浩亮

(三　中)

(四　中)

女子Ｓ(１年) 村上　なな (稲城四中) 佐藤　愛惠 (青陵中) 瀧沢　理紗 (三　中)

女子Ｗ(２年) (三　中) (四　中) (四　中)

男子Ｓ 竹内　柊馬 (三　中) 上竹　健斗 (稲城四中) 小笠原　俊

(諏訪中) 清家理紗子 (三　中)女子Ｓ(１年) 及川あかり (三　中) 市川　美鈴

(四　中)

男子Ｓ 兼田　拓未 (三　中) 鷹家　雄大 (三　中) 山下　勇輝 (三　中)

(三　中) (四　中)

齋藤　優希 (三　中) 小池　萌子 (鶴牧中)

男子Ｓ

女子Ｗ(２年)

男子Ｓ

女子Ｓ(１年)

女子Ｓ(１年)

女子Ｗ(２年)

(三　中) (四　中)

(三　中)(鶴牧中)

(鶴牧中)

女子Ｗ(２年)

女子Ｓ(１年)

女子Ｗ(２年)

女子Ｓ(１年)

女子Ｗ(２年)

木村あさ美 (鶴牧中)

島津　晧成 中川　祐 (三　中) 牧野　貴之

(稲城五中) (平山中) (稲城五中)

田中　彩子 (稲城五中) 白川　沙耶 (三　中) 藤本　真美 (三　中)

(三　中) (三　中) (三　中)

清家　千恕 (三　中) 森口　佑紀 (三　中)

(鶴牧中)

小林　正貴 (府中八中) 島津　皓成 (鶴牧中) 中川　祐 (三　中)

高良みゆき (府中八中) 遠藤　愛 (府中八中)

(三　中) (鶴牧中)


