
種 目 優 勝 準優勝 参加数
総合成績 東京 熊本 千葉 （四位）埼玉 ４０

一般男子団体 東京 鳥取 埼玉 茨城 １５
一般女子団体 石川 熊本 香川 千葉 １１

男子成壮年団体 熊本 奈良 東京 千葉 １７
一般男子単 山口 公洋 駒田 直也 吉村 諒 川口 謙太郎 ７６

(京都) (東京) (長崎) (熊本)
一般男子複 笹木 里司 駒田 直也 片岡 智也 小川 量平 ４５

千京 尚将 滝内 亮 高島 誠 吉村 諒
(福井) (東京) (埼玉) (長崎)

一般女子単 関谷 真由 礒下 由貴子 宮下 香織 内井 佑花 ３６
(福岡) (埼玉) (北海道) (兵庫)

一般女子複 岡田 彩菜 楠 尚子 内井 佑花 南出 なつき ３２
神田 織恵 松村 咲希 野村 このみ 長谷川 加奈

(東京) (香川) (兵庫) (石川)
男子30単 佐藤 伴哉 堀 大孝 源口 哲史 小賀 元裕 ４６

(青森) (千葉) (愛知) (高知)
男子30複 黒石 雅宏 源口 哲史 合田 洋平 原口 和盛 ２５

小賀 元裕 多久島 一慶 西島 壮 山内 勉
(高知) (愛知) (東京) (宮崎)

男子40単 桐原 健 江藤 正治 野中 宏修 秋山 啓太 ５７
(熊本) (熊本) (福岡) (愛媛)

男子40複 平岡 篤司 川島 康行 川添 周三 佐藤 雅史 ３４
千田 宏之 小川 修一郎 中原 学 清水 誠司

(奈良) (千葉) (高知) (愛知)
男子50単 高崎 道治 奥山 和也 藤巻 克 満行 孝一 ４７

(埼玉) (北海道) (長野) (宮崎)
男子50複 江藤 正治 田部井 秀郎 井原 孝夫 藤巻 克 ３２

三次 圭介 鈴木 守 日笠 和雄 南澤 浩幸
(熊本) (埼玉) (島根) (長野)

男子60単 伊藤 張二 逸見 寛二 川北 禎一 今里 敏喜 １６
(岩手) (愛媛) (熊本) (長崎)

男子60複 近藤 良二 片山 雅博 澤田 隆久 今里 敏喜 １０
佐藤 正 藤森 龍二 金子 英昭 黒瀬 剛

(東京) (岡山) (福島) (長崎)
男子65単 平井 克英 佐々木 邦夫 副島 力 森 隆 １０

(東京) (岩手) (福岡) (和歌山)
男子65複 平井 克英 黒﨑 二男 廣瀬 勇夫 佐々木 邦夫 ５

水上 英二 宮崎 茂樹 副島 力 佐藤 秀
(東京) (神奈川) (福岡) (岩手)

女子30単 飯田 香里 木之下 直子 宮澤 礼 佐藤 絵理 １２
(愛知) (鹿児島) (千葉) (愛媛)

女子30複 長丸 貴子 田原 順子 木之下 直子 上田 祐子 １０
栄代 哲子 原口 若菜 米村 美里 岩原 由子

(石川) (宮崎) (鹿児島) (熊本)
女子40単 谷藤 千香 木下 八枝子 坂崎 美奈子 橋本 仁美 ９

(千葉) (熊本) (熊本) (香川)
女子40複 坂崎 美奈子 橋本 仁美 植田 恵子 岡野 恵聖子 ７

木下 八枝子 山野 園子 時森 美穂 平山 久仁子
(熊本) (香川) (静岡) (東京)

男子70単 廣田 彰 田中 康二 杉田 博 黒﨑 二男 ９
(宮崎) (千葉) (神奈川) (神奈川)

男子70複 田中 康二 守屋 健 奥本 秀明 ３
米本 雅男 菱田 肇 吉川 知之

(千葉) (愛知) (広島)
女子50単 遠江 久美子 蔵谷 千晶 永田 悦子 岡野 恵聖子 １３

(東京) (北海道) (北海道) (東京)
女子50複 佐藤 安子 桶谷 千鶴子 奥山 淳子 荒木 房子 ７

茂木 幸子 宇都宮 明子 永田 悦子 黒田 恵美子
(群馬) (石川) (北海道) (新潟)
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