
(第２６回) （岩田特戦隊）

(第２７回) （SKTS）

２０１５年 小寺

(第２８回) （三菱電機）

(第２９回) （ミルキー）

２０１７年 吉田

(第３０回) （三菱電機）

２０１８年 小山

(第３１回) （アミスタ）

２０１９年 原田 平賀 山本 石川 福田

(第３２回) （フラワー） （ミルキー） （ライズアップ） （ラット２０) (ミルキー）

２０２０年

(第３３回)

２０２１年 村上 宇原 古賀 菊池 後藤

(第３４回) （フリー） （岩田特戦隊） （ライズアップ） （アミスタ） （FAB)

２０２２年 甲斐 岩﨑 畑村 田中 山本

(第３５回) （フリー） （岩田特戦隊） （とっぷがん） （とっぷがん） （ライズアップ）

村上

（ブルーサンダー）

（アミル） （NAS） （ミルキー） （ウッデイ）

尾下 坂 奥原

(ＰＡＬ) （ジョイント） （ブルーサンダー）

（ミルキー） （ＰＡＬ） （NAS）

田辺 高橋 三宅 花岡

畑 小林 杦山

(Ｃ＆Ｄ) (ＰＡＬ) （デスデ) (三菱電機) （NAS）

中原
藤田 福田 田辺 井出

２ブロック

倉橋 古賀 南

（ライズアップ） （ライズアップ） （NAS）

２０１６年 平賀
１ブロック ２ブロック １ブロック

（ライズアップ） （FAB) (NMP) （NAS） （ミルキー）

２ブロック

大内 奥野 渡邊 池上

１ブロック

（岩田特戦隊）（ジョイント）

２ブロック

木田 村下 宮本 坂

１ブロック

２０１４年 坂根 松井
１ブロック ２ブロック

上妻

（ブルーサンダー）

谷田

(ミルキー)

三木

（P-Club）

過去の優勝記録（１）　　男子シングルス

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ ５０歳以上
６０歳以上

A
６０歳以上

B
７０歳以上

２０１３年 岩田 住田
１ブロック ２ブロック

（デスデ） （PAL) (ＳＴＣ)



２０１３年 河田・橋本

(第28回) (フラワー)

２０１４年 曽根・戸賀瀬

(第27回) (ウッディ)

２０１５年 大江・後藤

(第28回) (ウッディ・FAB)

(第29回) (ウッディ・ﾗｲｽﾞｱｯﾌﾟ)

２０１７年 岡沢・平賀

(第30回) (ミルキー)

２０１８年 山田・山本

(第31回) (ライズアップ）

２０１９年 山本・山下

(第32回) (ライズアップ）

２０２０年

(第33回)

２０２１年 前・横本

(第34回) (フラワー)

２０２２年 前・横本 今川・中

(第35回) (フラワー) (三田硬式)

柳澤・平松 籠谷・服部 金城・石田 河津・佐伯

（フリー） (ウッディ) (たかしょう5) (P-club)

吉本・河合 水元・鈴木 金子・山口 仲畑・日野尾

(ＰＡＬ) （FAB） (ＰＡＬ) (サンテック・NAS)

福田・高須 稲森・松岡 中村・土谷 下浦・吉田 若林・相田

(ＰＡＬ) （SKY） (ラット２０) (ＰＡＬ) (ウッディ・フラワー)

横本・相田 伊勢田・伊藤 山庄司・村田 稲本・宮田 丸岡・宇原

(フラワー) (P-club) (ライズアップ) (三田硬式) （岩田特戦隊）

吉田・速水 村上・辻上 尾下・田畑 太田・筒井 奈須･平賀

(三菱電機) （ＮＡＳ） (ＰＡＬ) (アミスタ・サンテック) (とっぷがん・ミルキー)

山田・山本
横本･前 相田・若林

(フラワー) （PAL） (三菱電機) (ＮＡＳ) (フラワー)（フラワー・ウッディ）

(ライズアップ) （Ｃ＆Ｄ） (　ミルキー・FAB) (フラワー)

２０１６年 横本・相田 福田・遠山 久富・井出 中原・清水
1ブロック

吉田・速水 久次米・木曽 石倉・上田 長友・雪岡 横本･前

(三菱電機) (40/30´s) （Ｃ＆Ｄ） (　ミルキー) (フラワー)

２ブロック

過去の優勝記録（２）　　男子ダブルス

西田･梅崎 重松･青山 浜野･原田 新元･西山 野﨑･中筋

(Ｃ＆Ｄ) (STC・NAS) （PAL） (　Ｃ＆Ｄ　) (フラワー)

７０歳以上

原田・福田 木曽・吉村 中原・清水 中澤・南部 相田・若林

(フラワー) (40/30'S,ﾗｲｽﾞｱｯﾌﾟ) (NAS) (P-club) (フラワー・ウッディ)

６０歳以上Ｓ Ａ Ｂ Ｃ ４５歳以上

山本・渡邊 岸村・松井 中西・藤田 池上・水元 野﨑･中筋

(NAS)



(第26回) (FAB・岩田特戦隊) (フラワー・ガンバ城山)

(第27回) (ＦＡＢ・フラワー) (フラワー・ガンバ城山)

(第28回) (岩田特戦隊) (ﾗｲｽﾞｱｯﾌﾟ)

(第29回) (FAB・岩田特戦隊) (フラワー)

(第30回) (FAB・岩田特戦隊) (フラワー)

(第31回) (アルボル・STC) (FAB・とっぷがん)

(第32回) (岩田特戦隊・アルボル) (FAB・とっぷがん)

(第33回)

(第34回) (岩田特戦隊)

(第35回) (岩田特戦隊) (ﾗｲｽﾞｱｯﾌﾟ) (ｶﾞﾝﾊﾞ城山・ﾗｲｽﾞｱｯﾌﾟ)

大畠・岩﨑

(ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ・NAS)

２０２１年 日比野・中村

(フォーテイラブ)

２０２０年 松平

岩﨑・山田 丸山・中野

(NAS) (ジョイント) (岩田特戦隊) (アミスタ・アルボル)

２０１９年 武田 森川 岩﨑・川口 芝・菊川

丸山・中野

(ミルキー) (アルボル) (FAB・岩田特戦隊) (アルボル) (ﾌｫｰﾃｲﾗﾌﾞ・NAS)

２０１８年 雲財 前田 丸山・岩﨑 佐藤・中川 前中・小谷

(アミル) (アルボル) (FAB・岩田特戦隊) (アミスタ) (ＰＡＬ)

２０１７年 江藤 佐藤 丸山･岩﨑 亀山・筒井 竹田・田畑

(岩田特戦隊) (アルボル) (FAB・岩田特戦隊) (P-Club) (ライズアップ・アミスタ)

２０１６年 岩﨑 田中 丸山･岩﨑 中本・中本 猜山・坂井

(Ｃ＆Ｄ) (Ｃ＆Ｄ) (岩田特戦隊) (ミルキー) (Ｃ＆Ｄ)

２０１５年 渡部 東間 大成･岩﨑 雲財・永井 西山・達富

(Ｃ＆Ｄ) (ミルキー) (フラワー) (ミルキー) (SKTS)

２０１４年 渡部 雲財 野崎･横本 酒井・中村 野村・日尾

(Ｃ＆Ｄ) (Ｃ＆Ｄ) (フラワー) (ミルキー) (Ｃ＆Ｄ)

２０１３年 李 西山 野崎･横本 松原･小林 加藤・堀

過去の優勝記録（３）　　女子シングルス、女子ダブルス

女子シングルス

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ ４０歳以上

２０２２年 上田・岩﨑 坂・下川 伊藤・岩﨑 森崎・吉村

(岩田特戦隊) (ｳｯﾃﾞｨ・岩田特戦隊)

上田

（岩田特戦隊）

林・西川

女子ダブルス

６０歳以上５０歳以上

西山･岩﨑 小野･八尾

大成・加藤 小野･八尾

野崎・岩﨑 猜山･本田

丸山･岩﨑 野﨑･中筋

丸山･岩﨑 野﨑･中筋

武村・田治見



２０１３年

(第２６回)

２０１４年

(第２７回)

２０１５年

(第２８回)

２０１６年

(第２９回)

２０１７年

(第３０回)

２０１8年

(第３１回)

２０１９年

(第32回)

２０２０年

(第３３回)

２０２１年

(第３４回)

２０２２年

(第３５回)

(三田硬式)

坂東・大城

今川・田口

(フラワー) (三菱電機・NAS) (ライズアップ・NAS） (ガンバ城山) （ＦＡＢ・とっぷがん） （ミルキー） （三田硬式・ＦＡＢ）

原田・野﨑 塚本・長岡 城後・佐藤 八尾･八尾 冨岡・中野 内山・酒井

大内・加茂前

（アルボル） (Ｐ－Ｃｌｕｂ） (ライズアップ） (PAL） （フラワー） (ライズアップ） （ＦＡＢ・岩田特戦隊）

小山・山田 西羅・中本 吉村・吉村 吉田・吉田 野﨑・中筋 山下・森﨑

山下・本田

(三菱電機・フラワー) (Ｐ－Ｃｌｕｂ） (ライズアップ） (とっぷがん) （フラワー） （ＦＡＢ） (ライズアップ）

吉田･野﨑 祐尾・中 山下・安田 末原・兼任 加藤・加藤 川上・吉田

今井・戸田

(フラワー) (ミルキー） (ＮＡＳ） (三菱電機・ライズアップ) （ミルキー） （ＳＫＹ） （ジョイント）

中筋･野﨑 畑・小林 信岡・今北 井出・日谷 平賀・雲財 岩田・岩田

曽根・曽根

(フラワー) (ミルキー） (ＦＡＢ） (ウッディ・ＳＴＣ) （フラワー） （ジョイント） （ウッディ・ガンバ城山）

前･野﨑 平賀・雲財 丸山・丸山 水野・水野 前・加藤 今井・戸田

(ＰＡＬ・ステップワン） (ミルキー) (ミルキー) （ウッディ・ＦＡＢ）

原田･野﨑 浜野・浜野 酒井・倉垣 池上・雲財 若林・波野

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 100歳以上 110歳以上 120歳以上

(フラワー) (ＳＫＹ) (ライズアップ） (PAL・ステップワン)

原田･野﨑 前川･川合 徳永･奥野 浜野･浜野

(フラワー)

若林・波野

（ｳｯﾃﾞｨ・FAB）

山下・森﨑

(ライズアップ）(フラワー) (40/30'S） (ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ) (ライズアップ）

(フラワー) (ライズアップ） (三田硬式) (ライズアップ）

原田・野﨑 山本・本田 坂東・大城 岡部・生瀬

大内・加茂前

（ＦＡＢ・岩田特戦隊）

今川・田口

（三田硬式・ＦＡＢ）

山本・本田

(ライズアップ）

過去の優勝記録（４）　　ミックスダブルス

130歳以上

曽根・曽根

（ウッディ・ガンバ城山）

今井・戸田

（ジョイント）

山下・本田

(ライズアップ）

原田・野﨑 木曽・関口 上妻・日比野 井浦・隅田 金城・武村

（たかしょう5）


