
種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

朝　野　球 軟式野球 イーグルス ファッカーズ バーバーズ

女子 ガッツ 2001 びたみん Ｍ びたみん Ｋ

シニア女子 あじさい 上福岡コスモス ガッツ 2001

小・中学校の部 宮内　希 宮内　真 松原　凛

高校生の部 高橋　真人 澤田　詩織理 上甲　智士

２・３段の部 吉川　真由 篠原　達也　 増田　昌昭

４・５段の部 堀井　宏和 神野　英巳 星野　琴枝

称号の部 池谷　茂 齋藤　安次 小島　春洋

Ａブロック72歳未満男子 島村　正雄 湯本　昭吉 高崎　勇

Ａブロック72歳未満女子 前田　時子 藤田　照子 土屋　定子

Ａブロック72歳以上男子 三谷　正男 遊佐　幸雄 小川　時次

Ａブロック72歳以上女子 川村　アキ 峯村　昭子 中出　豊子

Ｂブロック72歳未満男子 税所　堅剛 鈴木　凱己 渡辺　勝太郎

Ｂブロック72歳未満女子 伊藤　とし子 西村　ミヨ 石橋　正子

Ｂブロック72歳以上男子 尾形　重敬 柏木　朝男 三輪　義信

Ｂブロック72歳以上女子 小川　千代 柏崎　アサ子 内田　絹枝

トラップ 小室　貴昭 武島　由和 押田　晴義

スキート 土屋　洋輔 土屋　肇 土田　吉夫

ゲートボール ゲートボール バラ さつき スイセン

３年生以下の部 柳下　雅彦 清水　悠輝 新井田　黎 北原　滉也

４年生の部 清水　泰空 清水　剛世 峰近　瑞己 鈴木　沙季

５年生の部 山中　優輝 宮沢　颯馬 芦川　にこ 平岡　健

６年生の部 岩崎　万理央 佐藤　翔城 吉岡　裕太 齋藤　秀憲

小学生団体戦の部 東入間警察少年剣道 智道館 上福岡剣友会Ａ 大井剣友会

中学生男子の部 茂木　陽 白幡　知之 石橋　優人 後藤　優太

中学生女子の部 岡野　江利加 筆坂　莉音 小巻　玖美 山﨑　麻穂

一般男子の部 川村　喜英 蒲谷　繁一 大久保　英彦 丸山　公孝

一般男子 鷲田　禎彦 有山　秀雄 関谷　庸

成年男子 設楽　武男 鈴木　宗次 小熊　俊正

壮年男子 藤田　修治 矢島　秀彦 上野　利明

一般女子 山﨑　君江 中村　小夜子 村田　美代子

小学１年の部 寺岡　淳太 小野沢　燿 渡邉　築 大林　千夏

小学２年の部 前川　華稀琉 柳沢　友之介 山﨑　拓也 矢島　百恵

小学３年の部 渡邉　匠 吉野　柾弘 鈴木　紳之介 坂井　奎介

小学４年の部 松村　良二 高橋　駿平 森下　勝太 小田　遼

小学５年の部 戸高　陸渡 朝川　真樹 高橋　慎太郎 坂本　大河

小学６年の部 梶本　剣人 宮寺　航大 小田　朋樹 内海　裕太

中学軽量の部 佐藤　健太 山﨑　鉄也 上原　優斗 早川　皓太

中学重量の部 寺岡　優太 秋山　優 須賀　爽太 和田　葵

一般女子の部 吉野　稚可子 一戸　菫 渡邉　夏帆 市川　真由

一般男子の部 鎌田　啓之 澤田　将太 橋本　裕輝 松井　武郎
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インディアカ

弓　道

グラウンド

クレー射撃

剣　道

ゴ　ル　フ

柔　道

ゴルフ



種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

社会人の部 入間東部消防 ＦＣ　ＤＮＰ ＦＣふじみ野 ふじみ野市役所
小学1・2年の部 上福岡少年少女

Ａ ブロック サッカークラブ
小学1・2年の部 旭サッカー

Ｂ ブロック スポーツ少年団
小学生リフティングの部

Ａ ブロック
小学生リフティングの部

Ｂ ブロック

５年生以下の部 大井亀少クラブ 大井ブルーウィングス イーグルス 上福岡第五クラブ
ジュピターズ＆上野台

＆ジャイアンツ

壮年女子 Ｂ 吉村　弘子 池口　佐智子

壮年女子 Ａ 北澤　育代 池　和子 宗像　加名子

一般女子 本名　沙織 柴田　洸香 荻原　佐恵子

壮年男子 Ｂ 池　光政 関本　義勝 青山　和男

壮年男子 Ａ 冨田　幸治 北澤　弘 中田　吉俊

一般男子 大久保　貴徳 長岡　誠孝 山田　一博

南　憲士郎 西國　寛章 柴田　壮毅 武藤　寿英

酒巻　尚生 酒井　公輔 齋藤　諒 三宮　丈太郎

永島　朋美 桒原　桃香 風間　花乃 斉藤　亜弥

木村　涼子 岡田　知夏 宮寺　光梨 細谷　真生

小菅　賢一 斉藤　博之 竹内　彪

植松　義光 鈴木　一男 福島　利宏

山田　規雄 名和　裕美 羽田　紀男

昼間　茂 山下　慶彦 石川　英一

木谷　陽子 浦山　由美 佐々木　沙織

岡田　みゆき 青柳　由美子 関口　千代子

西国　千穂 滝沢　時子 斉藤　佳代子

町田　千代子 北原　律子 大塚　晴子

Ａ ブロック みほのインパルス 駒西ソフトボール 将　軍

Ｂ ブロック はけクラブ 大井タウン 大井バッキーズ

Ｃ ブロック 西鶴クラブ 上野台サンダース 宮沢ソフトクラブ

男子プラチナシニア 新堀　基一 高垣　米治 吉岡　宏

男子ゴールドシニア 藤倉　太一郎 船木　國男 石丸　正

男子シニア 伴在　征富 中村　強 松岡　英夫

女子 斉藤　ヒデ子 佐々木　か代 住田　幸子

一般シングルス 清司　哲 佐藤　亮 吉山　健三 高橋　宏行

シニアシングルス 石野　明美 丹治　つや子 宮脇　京治 坂本　達也

小松　圭子 村瀬　幸子 長瀬　とみ子 平柳　恵美子

曽根　悦子 宮本　まち 戸枝　久枝 松崎　初子

丹治　つや子 石野　明美 小松　圭子 広田　節志

山﨑　裕太 高橋　直樹 本橋　凱 宮本　まち

バスケット 一般男子 ガンプションズ 七　福 pump kin Boy,s

ボール 一般女子 納　豆 Journey めるへん

中学生男子

中学生女子

一般男子 Ａ

一般男子 Ｂ

ソフトテニス

サ ッ カ ー

少 年 野 球

卓　球 女子ダブルス

混合ダブルス

（大回転）

ソフトボール

ターゲット・
バード・ゴルフ
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佐藤　優心

藁村　佑太

鈴木　海成

馬場　舜哉

鶴ヶ岡少年野球クラブ

ふじみ野チャンプＦＣ上福岡サンダース

大井ドラゴンズＦＣ　ＦＵＪＩＭＩＮＯ

４年生以下の部 大井亀少クラブ

中島　丈陽

堀井　愛汰

大井ブルーウイングス

一般女子 Ａ

一般女子 Ｂ

ス　キ　ー



種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

三浦　文子 内田　典子 谷島　今日子

池田　加代子 上野　明子 小林　弘美

谷仲　努 細田　幸雄 荘司　和彦

加藤　記 渡辺　秀樹 中田　吉俊

藤井　隆司 林 茂善男 鈴木　博

椎名　千秋 古屋　金治 東城　利一

男子シングルス Ａ 湊　伸彦 エイドリアン・シニ― 清水　左門

男子シングルス Ｂ 谷合　築 岩井　淳行 菅野　祐一

女子シングルス Ａ 田島　莉子 田中　尚子 山田　靖代

女子シングルス Ｂ 池田　恭子 渡辺　康子 井出　ひろみ

長谷川　新平 高塚　奨 土屋　広

塚形　昴生 古口　裕康 齋藤　功之

高谷　真 滝沢　哲也 本間　睦朗

福屋　賢 吉安　徳也 菊川　達彦

上野　明子 柴田　梨恵子 石澤　道子

宮下　亜紀子 和田　貴子 金子　鈴保

黒田　瑞枝 坂田　郁美 藤崎　幸枝

神谷　京子 渡辺　幸枝 細田　咲江

女子団体（１部） 上福岡ＫＴＧ　Ａ ライジング 大井ファミリー　Ａ

女子団体（２部） インフィニティ 大井ファミリー　Ｃ ゆずぼう

女子団体（３部） ＴＯＬＳ 上福岡ＫＴＧ　Ｅ ルネサンス　Ｃ

男子団体（１部） 大井ファミリー　Ｃ ルネサンス　Ａ ゆずぼう　Ａ

男子団体（２部） ＴＯＬＳ 大井ファミリー　Ｂ ＪＵＭＰ☆ＵＰ！

今井　周平 服部　久夫 細沼　貴也

北澤　典 斉藤　武一郎 栗山　敏雄

玉田　浩利 梶原　徹雄 岡野　和之

丸井　功 小林　融 後藤　直人

保坂　次雄 高橋　一雄 小笠原　康仁

山﨑　善男 都築　敏明 早川　智子

新井　健之 堀木　豪 北地　康男

染谷　隆男 鈴木　昭雄 雪平　雅彦

吉田　久美子 岩垣　徳子 吉川　あゆみ

高橋　恵美 加藤　悦子 二見　礼子

佐々木　道子 卯木　千草 四野宮　美代子

杉山　なつみ 古田　麻実 曽我　優子

北田　裕子 荒明　紀美 佐藤　美穂

飯野　恵美 中　めぐみ 巻島　恵

小林　千津 深井　啓子 中山　彰子

石山　久美子 橋本　公世 天野　美陽子

男子６人制 ANGELS 桜友会 誠風会 にんにくん

女子９人制 ＯＯＩ　ＣＬＵＢ 朋星　Ａ 倶楽部 武蔵野

太　極　拳 太極拳（集体） 上福岡昴太極拳教室 太極拳サークル亜州 さわやか健康クラブ

女子ダブルス Ｂ

テ　ニ　ス

女子ベテランダブルス

男子ベテランダブルス

シニアダブルス

男子ダブルス Ａ

男子ダブルス Ｂ
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女子ダブルスＡクラス

女子ダブルスＢクラス

女子ダブルスＣクラス

女子ダブルスＤクラス

女子ダブルス Ａ

バレーボール

バドミントン

男子ダブルスＡクラス

男子ダブルスＢクラス

男子ダブルスＣクラス

男子ダブルスＤクラス



種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

Ａ ブロック 入間東部地区消防組合 ＫＹＯＥＩ ＣＩマックス マーリンズ

Ｂ ブロック ドナルドダック Ｂ・ＦＯＸ 達磨 ピスタチオ

Ｃ ブロック ウェストレインボーズ ニューボンバーズ クラブゼウス プレシャス

中学男子 甲藤　碧 増野　優希 仙波　拓巳

中学女子 山内　瑠美 矢澤　あいり 松木　咲希

一般男子 狩野　緑 佐藤　みつえ 澤井　みどり

一般女子 藤原　伴和 中嶋　康幸 中原　一博

金子　隆美 長谷部　耕三郎 小川　静江

前田　時子 樋口　良一 宮寺　茂子

林田　利子 根本　美代子 吉野　洋子

稲葉　悦子

岩田　巴 小野寺　泰久 本道　四郎明

永島　美津子 荒　　翼 近藤　マサ子

門倉　ハル 荒　洋子 大嶋　一成

蓜島　千代 阿部　シヅエ
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谷田　重康

野　球

ロードレース

西田　禮三 宮内　武雄

トリプルス
今井　良男 斉藤　ユキ 初見　粂吉

高見澤　美喜雄 中澤　尊寶

蓜島　四郎 西田　幸三

吉田　ノブ子 坂本　敏員 島村　正雄

Ｃ ブロック

トリプルス
Ｄ ブロック

ペタンク

トリプルス
遠藤　雅敏

Ａ ブロック
葉葺　清

椎名　慧 榎本　悦子 根岸　悦雄

Ｂ ブロック
田中　豊二 茨木　満 竹原　祐那

トリプルス

トリプルス
野崎　和男 久保田　靖子 松岡　英夫

阿部　五郎 藤田　照子 小河　弘昌
Ｅ ブロック


