
氏名 競技 順位 氏名 競技 順位

クラブ選手権 通過 クラブ選手権 通過

スクラッチ杯 予選通過 シニア選手権 通過

阿部　英男 シニア選手権 通過 Ｇシニア選手権 通過

葦名　弘政 10月月例杯B BG 5月月例杯A 5位/BG

秋山　芳広 5月月例杯B 4位/BG 6月月例杯A 3位

クラブ選手権 通過 牛嶋　浩美 4月暦杯A 準優勝

スクラッチ杯 予選通過 海老澤　唯 クラブ選手権 4位

新垣　智之 スクラッチ杯 予選通過 クラブ選手権 通過

会田　洋子 10月暦杯A 準優勝 理事長杯 準優勝

8月暦杯A 3位 5月月例杯A 準優勝

10月暦杯A 3位 6月月例杯A 5位

アンダーソン千絵 8月暦杯B 3位 9月月例杯A 5位

飯泉　誠 5月月例杯A 3位 10月月例杯A 優勝

池谷　英之 12月月例杯B 3位 小栗　健嗣 スクラッチ杯 予選通過

シニア選手権 3位 小木　讓治 8月月例杯A 5位

理事長杯 予選通過 小野　睦子 9月暦杯B 準優勝

6月月例杯A 3位 理事長杯 予選通過

9月月例杯A 3位 4月月例杯A 5位

7月木曜杯A 優勝 小野田　和明 Ｇシニア選手権 3位

7月暦杯A 3位 太田　智 10月月例杯B 準優勝

理事長杯 予選通過 大沼　貴史 スクラッチ杯 準優勝

11月月例杯A 3位 大内　栄生 10月月例杯A 準優勝

8月月例杯B 3位 4月月例杯A 優勝

石井　正利 11月月例杯A 準優勝 8月月例杯A 4位

石井　智 11月月例杯A 4位 大殿　えり奈 9月木曜杯B 優勝

石井　哲夫 12月木曜杯A 優   勝 樗木　由起子 7月暦杯A 優勝

4月木曜杯B 準優勝 川邊　芳男 シニア選手権 通過

11月木曜杯B    準優勝 金子　富夫 11月月例杯A 5位/BG

石川　重人 シニア選手権 通過 開坂　芳光 シニア選手権 準優勝

12月月例杯B 優勝/BG シニア選手権 通過

11月月例杯B 優勝 理事長杯 予選通過

12月月例杯A 3位 6月木曜杯A 3位

8月木曜杯A 3位 加藤　鴻介 11月木曜杯B 優   勝

10月木曜杯A 優   勝 川谷　美子 12月木曜杯A    第３位

4月木曜杯A 3位 7月木曜杯B 優勝

8月木曜杯A 優勝 8月暦杯B 準優勝

井上　正己 6月暦杯B 準優勝 嘉納　郁子 4月暦杯B 優勝

クラブ選手権 通過 兼子　昌和 9月月例杯B 3位

シニア選手権 通過 理事長杯 予選通過

4月月例杯A 4位 4月暦杯A 優勝

9月木曜杯A 優勝 クラブ選手権 通過

稲妻　文江 9月暦杯B 優勝 12月月例杯A 5位

クラブ選手権 通過 木下　武志 8月月例杯B 準優勝

スクラッチ杯 3位 木川　隆幸 スクラッチ杯 予選通過

理事長杯 通過 栗原　一光 7月月例杯B 3位

6月月例杯B 予選通過 暮田　和夫 10月月例杯B 3位

8月月例杯B 予選通過 クラブ選手権 準優勝

岩橋　和輝 クラブ選手権 準優勝 理事長杯 予選通過

内田　健志 4月月例杯B 3位 8月月例杯A 準優勝

上西　英之 10月暦杯B 優勝 倉下　直樹 6月月例杯B BG

敬称略

池谷　和雄

怒谷　直志

怒谷　瞭人

青木　智代

石田　宜史

相原　慎司

小栗　季莉

小野　隆之

上田　榮

荒井　宏光

稲妻　政憲

宇留島　麻知子

黄川　平

加藤　雅子

鴨志田　辰美

菊池　修

久保田　進

池田　悟

大関　良江

石田　亮

井上　秀和

石丸　隆夫
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氏名 競技 順位 氏名 競技 順位

黒崎　勇人 9月木曜杯B 準優勝 鈴木　和美 5月木曜杯B 準優勝

4月木曜杯B 優勝 須藤　雅喜 クラブ選手権 通過

6月木曜杯B 3位 10月木曜杯B    準優勝

理事長杯    第３位 5月暦杯B 準優勝

6月月例杯A 4位 宗川　由香 10月暦杯B 準優勝

10月月例杯A 5位 12月月例杯A 4位

9月暦杯A 準優勝 9月月例杯B 優勝/BG

11月暦杯A 準優勝 8月月例杯A 優勝

7月暦杯B 優勝 11月月例杯A 優勝

11月暦杯B 準優勝 6月木曜杯B 準優勝

小松﨑　茂 Ｇシニア選手権 優勝 11月木曜杯B    第３位

4月月例杯A 3位 5月暦杯B 優勝

5月月例杯A 5位 髙野　大介 5月月例杯B 優勝

7月月例杯A 3位 理事長杯 予選通過

12月月例杯A 準優勝 6月暦杯A 優勝

7月木曜杯A 準優勝 8月木曜杯B 優勝

佐々木　正利 シニア選手権 通過 7月暦杯B 3位

佐藤　三枝 12月木曜杯B    第３位 7月月例杯B 4位

Ｇシニア選手権 準優勝 11月暦杯B 3位

7月月例杯A 5位 田畑    一樹 4月月例杯B 準優勝/BG

9月暦杯A 3位 田澤　市蔵 4月木曜杯B 3位

佐藤　和美 11月月例杯B 3位 高石　文勝 Ｇシニア選手権 通過

7月月例杯B 優勝 7月月例杯B 準優勝

11月月例杯B 5位 12月月例杯B 4位

10月月例杯A 4位 7月月例杯B 5位

12月月例杯A 優勝 10月月例杯B 5位

シニア選手権 通過 12月月例杯B 5位

理事長杯 予選通過 遠山　正毅 理事長杯 予選通過

坂本　浩 6月月例杯B 準優勝 4月暦杯B 3位

坂野　裕之 10月木曜杯B  優   勝 7月暦杯B 準優勝

理事長杯 予選通過 9月暦杯B 3位

6月暦杯A 準優勝 中村　真一 理事長杯 予選通過

スクラッチ杯 棄権 中村　和秋 5月月例杯B 3位

理事長杯 予選通過 中島　一平 4月暦杯A 3位

9月月例杯A 4位 中島　克夫 5月暦杯B 3位

10月月例杯A 3位 中嶋　壽夫 理事長杯 予選通過

志賀　雄太 10月月例杯B 優勝 中澤　和司 クラブ選手権 通過

式田　正利 8月木曜杯B 準優勝 クラブ選手権 通過

品川　芳輝 Ｇシニア選手権 通過 シニア選手権 優勝

6月月例杯B 4位 スクラッチ杯 ３位

5月木曜杯B 3位 中山　伸行 11月暦杯A 優勝

下遠野　茂 理事長杯 予選通過 内藤　直美 4月暦杯B 準優勝

清水　光 4月月例杯B 5位 中川　順子 11月暦杯A 3位

清水　勉 理事長杯 予選通過 中川　勝美 4月月例杯B 4位

鈴木　早愉里 理事長杯 優勝 成宮　有浩 10月月例杯B 4位

8月木曜杯B 3位 成冨　昭夫 シニア選手権 通過

9月木曜杯B 3位 7月月例杯A 4位

クラブ選手権 優勝 9月木曜杯A 準優勝

スクラッチ杯 予選通過 5月暦杯A 優勝

8月月例杯A BG 7月暦杯A 準優勝

敬称略

鈴木　直美

鈴木　敏之

劔物　健太郎
髙橋　健

髙松　真吾

髙木　紀一

長嶋　実

田坂　伸一

田代　紀子

田中　嘉雅

土橋　佳子

諏訪　勝之

西井　大輔

西原　一志

倉光　公紀

辰己　良城

作田　裕樹

笹田　照至

古賀　正成

後藤　文江

佐藤　太作

佐藤　和彦

斎藤　亮

細野　明角

柴田　柳一

竹内　隆

小名木　弘次
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氏名 競技 順位 氏名 競技 順位

西脇　徹 9月月例杯B 4位 箕作　ゆかり 11月暦杯B 優勝

日吉　健二 Ｇシニア選手権 3位 森　博樹 7月月例杯A 準優勝

日野　秀明 6月木曜杯A 優勝 森井　晴美 10月暦杯B 3位

日野　大輔 7月月例杯B BG 森居　達郎 スクラッチ杯 予選通過

7月木曜杯B 3位 シニア選手権 通過

6月暦杯B 3位 Ｇシニア選手権 通過

10月木曜杯A    第３位 山形　渡 5月月例杯B 準優勝

シニア選手権 通過 山崎　正直 12月木曜杯B    準優勝

11月木曜杯A    準優勝 山崎　誠司 11月月例杯B 準優勝/BG

濱野　健一 6月月例杯B 5位 10月木曜杯A    準優勝

5月暦杯A 準優勝 5月木曜杯A 3位

8月暦杯A 準優勝 5月暦杯A 3位

橋本　光雄 スクラッチ杯 予選通過 9月暦杯A 優勝

4月木曜杯A 準優勝 6月木曜杯A 準優勝

5月木曜杯A 準優勝 12月木曜杯A    準優勝

スクラッチ杯 優勝 8月暦杯A 優勝

6月月例杯A 優勝/BG 10月暦杯A 優勝

10月月例杯A BG 山本　利宏 12月月例杯B 準優勝

9月木曜杯A 3位 吉野　信吾 スクラッチ杯 予選通過

6月暦杯A 3位 米持　由紀子 8月暦杯B 優勝

布施　忠文 9月月例杯B 準優勝 鷲澤　茂 11月木曜杯A    第３位

伏見　佳子 8月木曜杯A 準優勝 若林　茂 シニア選手権 通過

福井　好子 4月木曜杯A 優勝 スクラッチ杯 予選通過

6月木曜杯B 優勝 7月月例杯A 優勝

7月木曜杯B 準優勝 8月月例杯A 3位

スクラッチ杯 予選通過 9月月例杯A 優勝

理事長杯 予選通過

4月月例杯A 準優勝

4月月例杯A BG

9月月例杯A 準優勝/BG

12月月例杯A BG

5月月例杯A 優勝/BG

6月月例杯B 優勝

9月月例杯B 5位

前山　艶子 12月木曜杯B 優   勝

前山　章人 6月暦杯B 優勝

前田　準一 11月木曜杯A 優   勝

クラブ選手権 通過

シニア選手権 3位

松岡　玲子 5月木曜杯B 優勝

松尾　俊彦 8月月例杯B 4位

増山　七百二 10月木曜杯B    第３位

5月月例杯B 5位

4月月例杯B 優勝

5月木曜杯A 優勝

7月木曜杯A 3位

宮田　善正 11月月例杯B 4位

村井　純一 8月月例杯B 優勝

クラブ選手権 3位

7月月例杯A BG

敬称略

名取　秀雄

陽木　玲子

渡邊　徹

畑　信幸

深澤　幸助

谷嶋　睦夫

松井　基司

森　誠司

深瀬　雅勇

三木　茂

山田　雅直

山田　正一

山本　裕子

橋本　良子

原　克宣

原村　賢一

丸西　正実

堀内　英樹
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