
加盟団体対抗戦 ※当日の処理にミスがあったため、会場発表と一部順位が異なります
順 位 背番号 Ｗ Ｆ Ｑ Ｓ Ｃ Ｐ

矢澤 啓暢 村川 明 小嶋 みなと 大手 俊幸 名越 慎悟 押川 慧悟
小嶋 加恵 村川 絢子 盛田 めぐみ 大手 真美 名越 明子 和田 知世
山本 豊 吉岡 勝義 金子 秀成 桂 直之 ｼﾞｪﾈｼｽ ﾏﾆｰｺﾞ 本吉 花純
山本 光子 吉岡 信江 大久保 光世 西尾 豊子 上田 悦子 本吉 仁美
橘川 和彦 佐藤 暢恭 三觜 政次 佐々木 裕一 藤岡 直邦 中村 康浩
橘川 惠子 廣田 千恵子 三觜 圭子 勝部 保子 藤岡 千江 中村 峰子
渡辺 崇 岩見 悦緒 磯貝 英夫 時岡 謙 星 晴彦 奥井 恒明
鷹野 芙美代 岩見 綾子 磯貝 貴美子 大菅 智津子 星 より江 奥井 由紀子
伊藤 隆 田代 晃久 工藤 洋一 三宅 博輝 高橋 浩 小田 紘久
鈴木 香 小川 由美子 林 曜子 上岡 美智子 高橋 幸子 小田 道子
古木 正文 長谷川 正章 小菅 亨 渡辺 達久 大木 豊 高橋 渡
古木 糸世 丸山 ちよ子 小菅 元子 渡辺 浩美 大木 洋子 高橋 眞紀子
小林 一隆 大橋 徳雄 古澤 雅義 吉田 二郎 高橋 光男 今泉 和雄
小林 初美 大橋 たか子 古澤 節子 吉田 春美 高橋 うき子 剣地 明子
赤池 龍彦 百瀬 秀信 蛯名 毅 久保田 和夫 大林 忠明 松本 修
柏木 美乃 小野 百合子 石田 慶子 畑田 由美子 大林 二三子 井上 枝美子
萩原 憲 矢島 敬一 磯田 一夫 小野 智史 山岸 慶冶 林 勇蔵
間杉 輝美 三谷 ときわ 本田 和美 小野 正子 山岸 幸子 安信 まつ子
桜田 工 亀井 貢 井口 克彦 鳥居 信行 小島 勝己 齋藤 文作
堀江 美世 箱崎 節子 井口 美智子 鳥居 光子 小島 信子 齋藤 寧子
八重樫 修 石原 茂樹 高羽 和郎 泉 邦雄 松永 稔 秦 東洋司
伊藤 マキ子 松岡 美穂子 高羽 厚子 寺井 さち子 松永 由江 榎本 宣子

サークル対抗戦Ⅰ
順 位 背番号 所属 Ｔ Ｆ Ｓ Ｒ

岡田 喜久雄 小菅 亨 高橋 渡 渡辺 達久
岩本 敬子 小菅 元子 高橋 眞紀子 渡辺 浩美
工藤 洋一 伊藤 隆 三宅 博輝 小田 紘久
林 曜子 鈴木 香 上岡 美智子 小田 道子
市川 公一 横田 久昭 清水 匠 石橋 清治
佐藤 貞子 坂本 たつみ 清水 沙絵 小野 早苗
国武 和夫 吉岡 勝義 中川 利雄 山岸 慶治
青木 スエ子 吉岡 信江 七海 洋子 山岸 幸子
岡本 寿一 古澤 雅義 吉田 二郎 吉川 清
岡本 保美 古澤 節子 吉田 春美 吉川 眞弓
村上 忠雄 鈴木 博久 越村 輝夫 川口 健二
村上 和子 高村 すえ子 西尾 栄子 田中 シン子
荒井 正之 里吉 昭雄 神野 聡 深沢 立美 
栗田 二三子 志垣 絹子 立石 栄子 石川 富貴子
東田 真之 坪井 三郎 志田 昌一 楠 喜悦
東田 洋子 飯田 深雪 佐々木 恵美子 楠 千佳子
永田 公一 高羽 和郎 大木 豊 泉 邦雄
渡邉 寿美子 高羽 厚子 大木 洋子 寺井 さち子
福田 治 小林 一隆 篠塚 義治 小林 春雄
福田 恵子 小林 初美 篠塚 千秋 小林 愛子
坂井 哲男 田代 晃久 渡辺 則雄 高橋 浩
坂井 和子 小川 由美子 岡本 すみれ 高橋 幸子
亀井 貢 荒武 政司 今村 正昭 齋藤 文作
箱崎 節子 藤田 満里子 今村 洋子 齋藤 寧子

サークル対抗戦Ⅱ
順 位 背番号 所属 Ｗ Ｔ Ｃ Ｒ

野中 修一 千種 正男 林 由紀雄 小川 忠英
野中 ひろみ 千種 米子 林 澄子 高野 美保子
松井 嘉樹 渡辺 博正 薄平 秀人 緑川 近夫
松井 陽子 西野 久枝 金子 恵美子 緑川 ヤスヨ
相澤 繁昌 深田 勝朗 吉川 善郎 横山 洋一
工藤 啓 深田 睦子 吉川 玲子 長沢 ヒサ子
星野 読松 浅木 哲 小野 芳 清水 正芳
星野 君江 竹内 孝子 関根 千鶴子 清水 麗子
間宮 義高 徳田 安生 橋詰 憲一 御法川 孝夫
間宮 孝子 山口 かつ美 村上 はる美 大竹 雅子

決勝
5位

43 ｱﾝﾄﾆｵ･
ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗ会 C

鎌倉市

決勝
3位

41 ﾊﾟﾜｰｽﾄﾝｸﾗﾌﾞB 横浜市

決勝
4位

42 日曜ﾀﾞﾝｽB 相模原市

決勝
1位

45 ﾂｳﾞｧｲﾀﾞﾝｽ
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

鎌倉市

決勝
2位

44 ｳｪﾙﾌｪｱﾀﾞﾝｽ
鎌倉

鎌倉市

チーム名
県ＤＳＣ Ａチーム

横浜市連盟 Ａ

藤沢市連盟

川崎市連盟

チーム名

準決 31 ｱﾝﾄﾆｵ･
ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗ会B

鎌倉市

準決 33 厚木市MQS睦合 厚木市

準決 27 大和市選手会 相模

準決 29 日曜ﾀﾞﾝｽ A 相模原市

準決 23 ｳｪｰﾌﾞ B 横浜市

準決 24 ﾊﾟﾜｰｽﾄﾝｸﾗﾌﾞA 横浜市

決勝
5位

28 ｴｲﾄ舞研 相模原市

決勝
6位

32 ﾌﾟﾁ･ﾌﾞｰｹ 藤沢市

決勝
3位

21 県DSC B 県ＤＳＣ

決勝
4位

22 ｳｪｰﾌﾞ A 横浜市

決勝
1位

26 大和SDC 相模

決勝
2位

30 ｱﾝﾄﾆｵ･
ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗ会A

鎌倉市

チーム名

準決 6

厚木市連盟

さがみ（Ｂ）

準決 7

準決 4

湘南連盟

横浜市連盟 Ｂ

さがみ（Ａ）

相模原市連盟

決勝
4位

2

決勝
5位

9 鎌倉市連盟

準決 11

決勝
2位

3

決勝
3位

10

決勝
1位

1

決勝
6位

5

準決 8


