
種 目 優 勝 準優勝 参加数
３０男子単 内藤 徳亮 森下 卓哉 清水 裕介 清水 嘉則 相葉 宗一 田中 優耶 長谷川 聡 山中 慎司  １０

(みどり協会) (ＳＵＢＡＲＵ) (前橋協会) (前橋協会) (太田協会) (太田協会) (ＳＵＢＡＲＵ) (高崎協会)
３５男子単 伊藤 裕二 田村 秀樹  ２

(太田協会) (伊勢崎協会)
４０男子単 近藤 直之 高瀬 弘和 間野 敦 木暮 成幸 佐々木 保彦 吉澤 俊雄 小島 敏計 近藤 龍一  ８

(前橋協会) (高崎協会) (前橋協会) (前橋協会) (伊勢崎協会) (みどり協会) (高崎協会) (甘楽町協会)
５０男子単 斉藤 宏 山田 和彦 水野 剛夫 水内 秀行  ４

(ＳＵＢＡＲＵ) (桐生協会) (前橋協会) (太田協会)
５５男子単 平野 浩 平野 和男 丸山 清春 小林 隆康 島田 正志  ５

(館林協会) (前橋協会) (ＳＵＢＡＲＵ) (桐生協会) (桐生協会)
６０男子単 安藤 則夫 若杉 一宏 鏑木 智博 湯浅 宏 矢内 進 立木 明 岩崎 一星 新井 克己  ８

(高崎協会) (太田協会) (みどり協会) (桐生協会) (伊勢崎協会) (前橋協会) (大泉協会) (高崎協会)
３０男子複 相葉 宗一 山中 慎司 清水 裕介 長谷川 聡 六本木 義宏 加藤 裕介  ６

樋口 晃敏 唐沢 孝光 田中 優耶 森下 卓哉 清水 嘉則 篠原 弘行
(太田協会) (高崎協会) (前橋協会･太田協会) (ＳＵＢＡＲＵ) (前橋協会) (伊勢崎協会)

３５男子複 長岡 孝一 伊藤 修次 小川 直也 吉澤 俊雄  ４
田村 秀樹 正木 守 小川 知樹 高石 忍
(前橋協会･伊勢崎協会) (高崎協会) (太田協会) (みどり協会)

４０男子複 松本 俊一 小島 敏計 木暮 成幸 高瀬 弘和 近藤 直之  ５
森村 和史 横山 秀之 佐々木 保彦 近藤 龍一 難波 泰
(みどり協会･伊勢崎協会) (高崎協会･伊勢崎協会) (前橋協会･伊勢崎協会) (高崎協会･甘楽町協会) (前橋協会)

４５男子複 宮寺 重行 大谷 順一 木村 誠弘 花井 宏尚 水野 剛夫 大塚 公人 村岡 泰則  ７
須藤 仁憲 吉田 典幸 門脇 宗人 石岡 直樹 小野里 敦史 森田 孝行 齋藤 謙
(みどり協会) (伊勢崎協会) (高崎協会･太田協会) (高崎協会･太田協会) (前橋協会) (みなかみ協会･渋川協会) (伊勢崎協会)

５０男子複 飯野 博英 丸山 清春 平野 和男 山田 和彦  ４
後藤 史光 斉藤 宏 小林 豊 高須 健司
(高崎協会) (ＳＵＢＡＲＵ) (前橋協会) (桐生協会･前橋協会)

５５男子複 安藤 則夫 島田 正志 藤井 知 新井 克己 金子 光男  ５
平野 浩 小林 隆康 河内 義高 新井 洋一 小泉 明
(高崎協会･館林協会) (桐生協会) (渋川協会･前橋協会) (高崎協会･前橋協会) (前橋協会)

６０男子複 若杉 一宏 矢内 進 樋口 亮一  ３
藤井 良典 湯浅 宏 角橋 愛泰
(太田協会) (伊勢崎協会･桐生協会) (高崎協会･伊勢崎協会)

４５女子単 朝倉 美香 岡村 洋子  ２
(伊勢崎協会) (みどり協会)

３０女子複 小川 夏花 松田 寿美恵  ２
宮嶋 美鈴 根岸 智春
(太田協会) (高崎協会)

３５女子複 須田 千佳子 金澤 紗恵子 宮崎 裕子  ３
辻本 麻里子 菊池 晴美 新垣 かおり
(太田協会) (高崎協会) (桐生協会･みどり協会)

４５女子複 朝倉 美香 峯岸 靖子 伊藤 真奈美 正田 典子  ４
飯島 波江 岡村 洋子 金澤 紀子 森田 さとみ
(伊勢崎協会) (みどり協会) (高崎協会) (太田協会)

５０女子複 鈴木 かおり 斉藤 智子  ２
小野里 こずえ 鴻田 史子
(前橋協会) (前橋協会)

３０混合複 唐沢 孝光 六本木 義宏 小川 直也 小川 知樹 加藤 裕介 篠原 弘行  ６
菊池 晴美 宮崎 裕子 宮嶋 美鈴 小川 夏花 根岸 智春 番屋 未来
(高崎協会) (前橋協会･桐生協会) (太田協会) (太田協会) (伊勢崎協会･高崎協会) (伊勢崎協会)

３５混合複 伊藤 修次 森川 真義 高石 忍 長岡 孝一  ４
松田 寿美恵 新垣 かおり 辻本 麻里子 松田 寿美恵
(高崎協会) (太田協会･みどり協会) (みどり協会･太田協会) (前橋協会)

４０混合複 森村 和史 宮寺 重行  ２
寺内 美幸 石原 梢
(伊勢崎協会) (みどり協会)

４５混合複 石岡 直樹 花井 宏尚 大谷 順一 吉田 典幸 高石 亮 門脇 宗人  ６
石岡 佳世子 小野里 こずえ 飯島 波江 伊藤 真奈美 稲垣 江里子 金澤 紀子
(太田協会) (高崎協会･前橋協会) (伊勢崎協会) (伊勢崎協会･高崎協会) (みどり協会) (太田協会･高崎協会)

５０混合複 高須 健司 小泉 明  ２
鴻田 史子 儘田 香代
(前橋協会) (前橋協会･渋川協会)

５５混合複 金子 光男 藤井 良典 久田 宏  ３
斉藤 智子 藤井 文江 久田 はる子
(前橋協会) (太田協会) (伊勢崎協会)

６５混合複 鈴木 彰二 筑井 敏夫  ２
森 久美子 田村 紀子
(前橋協会･伊勢崎協会) (渋川協会･大泉協会)
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