
種　目 優　勝 準優勝 参加数
30男子複 斉藤 元伸 福井 剛士 西田 優貴 齊藤 俊 佐藤 隆晴 川崎 和宗 冨澤 賢司 菊地 健 　１１

堂下 智寛 片岡 智也 山田 尚 小林 敦 馬詰 邦彦 奥山 正芳 吉田 昌弘 阪口 巧
(７１所沢市･７１さいたま市) (５０富士見市･５０所沢市) (４９越谷市) (１１所沢市･１１飯能市) (５０朝霞市･５０和光市) (４１さいたま市) (４５さいたま市･４５越谷市) (５５越谷市･５５八潮市)

35男子複 阿久津 博将 工藤 智章 水口 誠太 谷部 哲司 榎本 慶雄 町田 純一 関 政和 鈴木 裕介 　１０
急式 仁史 島田 寛之 清川 良幸 木崎 健太郎 相良 泰史 村上 崇 曽根 宏典 大作 由幸

(５１北本市･５１鴻巣市) (４９春日部市･４９松伏町) (１３川越市･１３八潮市) (５１北本市･５１鴻巣市) (２５嵐山町･２５坂戸市)

(５０所沢
市･５０
船橋市)

(５４加須市･５４坂戸市) (４２上尾市)

40男子複 井上 徹 西田 慎一 宮原 弘昌 服部 久雄 茂木 康幸 白井 宏明 細田 幸徳 碓井 徳近 　１５
酒井 隆 高橋 和彦 千葉 晃久 伊橋 元治 小久保 武 島野 欽司 斉藤 武一郎 間野田 尚行
(５１東松山市･５１加須市) (３９さいたま市･３９川口市) (２７志木市･２７川越市) (３９川口市･３９戸田市) (３９さいたま市･３９川口市) (１９入間市･１９狭山市) (３９戸田市･３９北区) (３３八潮市･３３入間市)

45男子複 佐藤 賢一 池田 隆明 関本 一浩 山内 哲也 松川 卓司 山口 博士 高橋 定博 坂本 順 　１１
大山 英生 佐原 弘明 澤海 猛 恩田 高弘 三上 一成 田村 陽司 三木 弘幸 藤田 樹生
(１０川口市･１０蓮田市) (４８越谷市･４８川口市) (６１川口市) (１０三芳町･１０所沢市) (５６志木市) (３０さいたま市) (３７川越市･３７ふじみ野市) (４０加須市･４０八潮市)

50男子複 正木 和久 相川 邦臣 今川 幸司 針谷 邦泰 　４
福嶋 正久 小野 美仁 加藤 充洋 丸山 信重
(２鶴ヶ島市･２深谷市) (８さいたま市･８草加市) (４７坂戸市･４７狭山市) (４７桶川市･４７川越市)

55男子複 高原 慶秀 江井 宏友 金子 真人 田中 進 長谷部 孝一 柿沼 和幸 　６
高崎 道治 荒平 豊 磯貝 武男 喜多 真人 石田 勝 熊倉 英郎
(４３さいたま市･４３越谷市) (３９川口市･３９八潮市) (１さいたま市･１川口市) (６八潮市･６さいたま市) (６４川口市) (６６加須市･６６久喜市)

60男子複 芦澤 正博 足利 英之 宗像 忠範 服部 二三夫 浅井 良伸 堀木 豪 宇田川 雄司 　７
三浦 誠 佐野 稔 山本 正行 歌野原 洋 小暮 正美 半澤 尉宏 寺島 昭
(６５本庄市･６５上尾市) (６２鴻巣市) (３８越谷市･３８) (６０幸手市･６０川口市) (７狭山市･７入間市) (２２ふじみ野市･２２新座市) (６３川口市･６３上尾市)

65男子複 大森 常男 太齊 光行 今井 則明 佐藤 司 北川 正洋 　５
神田 義雄 阿部 正幸 森田 幸男 岩沢 進 道江 邦利
(１７越谷市･１７さいたま市) (１４川口市･１４さいたま市) (２６行田市･２６武蔵野市) (５９八潮市) (１８上尾市･１８桶川市)

70男子複 　１

30女子複 松村 愛美 曽根 美香 加藤  理映 齊藤 明香 杉山 仁美 　５
石川 真由美 杉田 舞 前田 香織 松下 真由美 篠田 直子
(５２飯能市･５２川越市) (５４坂戸市･５４桶川市) (１３富士見市･１３坂戸市) (１１所沢市) (３蓮田市･３川越市)

35女子複 　１

40女子複 阿久津 直美 山下 由記子 高橋 律子 紫垣 智美 菅原 史子 関 里枝 大西 敬子 田代 真紀 　８
浅沼 優子 松村 めぐみ 吉澤 美幸 泉川 純子 石渡 忍 小原 浩美 阿部 裕紀子 関本 綾子
(５１北本市･５１さいたま市) (３９狭山市･３９川島町) (４さいたま市･４戸田市) (４１さいたま市･４１上尾市) (６７朝霞市･６７蕨市) (５４加須市･５４さいたま市) (４０さいたま市･４０上尾市) (３９川口市･３９戸田市)

45女子複 影山 伊美 佐々木 久美 西村 美香 村山 千重子 岩﨑 圭美 　５
天沼 夕希子 渡辺 美智子 髙橋 恵美 佐藤 江津子 有川 公子
(２１加須市･２１桶川市) (２１春日部市･２１桶川市) (１０さいたま市･１０川越市) (５８川越市･５８さいたま市) (３２越谷市)

50女子複 加藤 悦子 増田 直美 岩山 理恵 山本 裕子 　４
北林 真弓 船越 朋子 礒 昌代 志賀 幸子
(６８川越市･６８川口市) (７０所沢市･７０上尾市) (２３坂戸市･２３所沢市) (２９越谷市･２９草加市)

55女子複 竹森 昌子 高野 静絵 　２
横尾 則子 小島 祐子
(６９さいたま市･６９鴻巣市) (３９さいたま市･３９草加市)

60女子複 　１

三　位 五　位
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