
種 目 優 勝 準優勝 参加数
総合成績 東京 埼玉 千葉 神奈川 ４１

一般男子団体 青森 京都 東京Ａ 埼玉 １７
一般女子団体 香川 茨城 千葉 埼玉 １１
成壮年団体 千葉 東京Ａ 愛知 高知 １９
一般男子単 吉村 諒 山口 公洋 黒田 匠馬 千京 尚将 ９５

(長崎) (京都) (岐阜) (福井)
一般男子複 堂下 智寛 小川 量平 芦澤 歩夢 駒田 直也 ６１

滝内 亮 吉村 諒 竹内 雅明 野口 勝利
(埼玉) (長崎) (東京) (茨城)

一般女子単 関谷 真由 野村 このみ 野尻野 匡世 矢田部 真奈 ４５
(福岡) (兵庫) (福島) (京都)

一般女子複 松村 咲希 内井 佑花 金山 友萌 南出 なつき ３６
鍋井 彩果 野村 このみ 宮田 晶代 三納 英莉佳

(香川) (兵庫) (神奈川) (石川)
男子30単 佐藤 伴哉 谷口 宏紀 多久島 一慶 小吹 公彦 ５５

(青森) (和歌山) (愛知) (茨城)
男子30複 黒石 雅宏 源口 哲史 由町 弘樹 奥山 寛和 ３０

小賀 元裕 多久島 一慶 佐藤 伴哉 内山 泰弘
(高知) (愛知) (青森) (北海道)

男子40単 桐原 健 中島 真実 金山 紀幸 小川 修一郎 ６７
(熊本) (東京) (島根) (千葉)

男子40複 平岡 篤司 川島 康行 清水 誠司 川添 周三 ４３
千田 宏之 小川 修一郎 佐藤 雅史 中原 学

(奈良) (千葉) (愛知) (高知)
男子50単 江藤 正治 田中 章裕 奥山 和也 斎藤 清人 ５９

(熊本) (愛知) (北海道) (福島)
男子50複 江藤 正治 高原 慶秀 髙岡 桂 田部井 秀郎 ４５

三次 圭介 高崎 道治 葛葉 昌彦 鈴木 守
(熊本) (埼玉) (福井) (埼玉)

男子60単 福田 光博 川原 昌彦 竹島 理雄 片山 雅博 ２２
(山口) (富山) (岡山) (岡山)

男子60複 片山 雅博 近藤 良二 伊藤 張二 田端 康 １５
竹島 理雄 佐藤 正 廣瀬 宏一 栗下 清

(岡山) (東京) (岩手) (神奈川)
男子65単 今里 敏喜 藤森 龍二 辻村 敏 近藤 勇司 １５

(長崎) (岡山) (長崎) (神奈川)
男子65複 平井 克英 今里 敏喜 杉田 博 深栖 久幸 １０

水上 英二 黒瀬 剛 近藤 勇司 住田 茂
(東京) (長崎) (神奈川) (北海道)

女子30単 飯田 香里 宮澤 礼 関 里枝 金子 真梨子 ８
(愛知) (千葉) (埼玉) (埼玉)

女子30複 関 里枝 江澤 曜子 出崎 まどか 黒石 恵美 ５
金子 真梨子 谷 順子 長尾 かおり 中島 里佳

(埼玉) (東京) (長崎) (高知)
女子40単 谷藤 千香 長丸 貴子 平山 久仁子 木下 八枝子 １１

(千葉) (石川) (東京) (熊本)
女子40複 坂﨑 美奈子 橋本 仁美 井家 晴美 遠江 久美子 ９

木下 八枝子 山野 園子 長丸 貴子 若月 美智子
(熊本) (香川) (石川) (東京)

男子70単 廣田 彰 田中 康二 黒﨑 二男 副島 力 １４
(宮崎) (千葉) (神奈川) (福岡)

男子70複 黒﨑 二男 廣瀬 勇夫 菱田 肇 田中 康二 ５
宮崎 茂樹 副島 力 守屋 健 米本 雅男

(神奈川) (福岡) (愛知) (千葉)
女子50単 遠江 久美子 蔵谷 千晶 茂木 幸子 江澤 曜子 １４

(東京) (北海道) (群馬) (東京)
女子50複 奥山 淳子 桶谷 千鶴子 荒木 房子 茂木 幸子 ７

永田 悦子 東 順子 黒田 恵美子 佐藤 安子
(北海道) (石川) (新潟) (群馬)
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順位 都道府県 団体参加点 団体勝抜点 個人参加点 個人勝抜点 総合得点

1 東京 15 30 90 72 207

2 埼玉 9 18 47 70 144

3 千葉 9 30 34 46 119

4 神奈川 6 6 53 50 115

5 愛知 6 18 25 42 91

6 高知 9 12 34 34 89

7 福島 9 12 24 40 85

8 京都 6 18 18 34 76

8 北海道 6 6 28 36 76

10 青森 6 24 19 26 75

11 岡山 6 23 42 71

12 熊本 3 18 48 69

13 茨城 9 12 15 24 60

14 福井 3 6 11 34 54

15 長崎 13 38 51

16 香川 3 18 10 18 49

17 石川 6 20 16 42

18 静岡 6 21 14 41

19 広島 6 6 16 8 36

19 福岡 12 24 36

21 奈良 3 6 8 18 35

22 島根 8 20 28

23 長野 16 10 26

24 富山 11 14 25

25 兵庫 6 18 24

26 愛媛 3 10 10 23

26 岐阜 3 10 10 23

26 岩手 11 12 23

29 和歌山 7 14 21

30 山形 3 6 8 17

31 宮城 3 6 4 13

32 山口 3 8 11

33 鳥取 3 7 10

33 新潟 10 10

35 宮崎 3 6 9

36 山梨 4 4 8

37 大阪 6 6

38 栃木 3 2 5

38 群馬 3 2 5

40 鹿児島 1 1

40 大分 1 1

42 三重 0

42 佐賀 0

42 秋田 0

42 滋賀 0

42 徳島 0

42 沖縄 0
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