
 一般男子単 一般女子単 一般女子複

１回（1962） 北方　匡（石　川） 安田知子（岐　阜） 江口　静・岸川礼子（東　京）

２回（1963） 杉田　博 （神奈川） 諸田みや子（東京） 諸田みや子・柏原千恵子（東京）

３回（1964） 永井　司（新　潟） 高木紀子（岐　阜） 高木紀子・天野博江（岐　阜）

４回（1965） 渡部紘一（宮　城） 高木紀子（岐　阜） 高木紀子・天野博江（岐　阜）

５回（1966） 杉田　博 （神奈川） 高木紀子（岐　阜） 高木紀子・天野博江（岐　阜）

６回（1967） 工藤勇参（熊　本） 高木紀子（岐　阜） 高木紀子・天野博江（岐　阜）

７回（1968） 工藤勇参（熊　本） 高木紀子（岐　阜） 高木紀子・天野博江（岐　阜）

８回（1969） 関　一誠（東　京） 高木紀子（岐　阜） 高木紀子・天野博江（岐　阜）

９回（1970） 工藤勇参（熊　本） 高木紀子（岐　阜） 高木紀子・天野博江（岐　阜）

10回（1971） 関　一誠（東　京） 鎌田光子（秋　田） 光中博美・宮本とよ子（埼玉）

11回（1972） 森田　昇（栃　木） 小片千恵子（香川） 米谷光子・中田良子（秋　田）

12回（1973） 工藤勇参（熊　本） 堀川栄美子（新潟） 天野博江・広沢功子（岐　阜）

13回（1974） 門間幹夫（和歌山） 北島稔子 （島根県） 芳田三輪子・塩崎睦子（富山）

14回（1975） 門間幹夫（和歌山） 堀川栄美子（新潟） 広沢功子・名和和子（岐　阜）

15回（1976） 山本茂樹（和歌山） 石田雅子 （岡　山） 石田雅子・林寿美子（岡　山）

16回（1977） 舛田吉光 （石　川） 松田敦子（青　森） 功刀淑江・村田嘉江（東　京）

17回（1978） 山本茂樹（和歌山） 松田敦子（青　森） 功刀淑江・村田嘉江（東　京）

18回（1979） 長谷川　進（石川） 松田敦子（青　森） 大嶌和代・金田里子（栃　木）

19回（1980） 長谷川　進（石川） 大嶌和代（栃　木） 本吉登美栄・豊田由美子（千葉）

20回（1981） 北橋　進（滋　賀） 伊東ひとみ （石川） 松枝睦子・藤井良子（東　京）

21回（1982） 鏑木智博（群　馬） 南雲栄子（群　馬） 藤井良子・松枝睦子（東　京）

22回（1983） 鏑木智博（群　馬） 南雲栄子（群　馬） 藤井良子・松枝睦子（東　京）

23回（1984） 西村龍夫（滋　賀） 野口英代（群　馬） 長岡裕子・野口英代（群　馬）

24回（1985） 権藤浩二（熊　本） 野口英代（群　馬） 小野順子・小路和代（石　川）

25回（1986） 鏑木智博（群　馬） 野口英代 （山　梨） 広瀬公代・原田裕子（富　山）

26回（1987） 権藤浩二（熊　本） 野口英代 （山梨県） 原田祐子・広瀬公代（富　山）

27回（1988） 坂井茂則（福　井） 野口英代 （山　梨） 白川由理・北川恵美子（京都）

28回（1989） 杉本吉男（京　都） 野口英代（群　馬） 野口英代・中島真美（群　馬）

29回（1990） 堺　圭一（熊　本） 今川真理子（富山） 野口英代・一倉正美（群　馬）

30回（1991） 高橋英治（東　京） 木暮英代（群　馬） 田代裕子・波辺喜美子（熊本）

31回（1992） 岩佐延寿（山　梨） 鵤木千加子（兵庫） 久光由紀・川本光佐子（香川）

32回（1993） 金子隆男（群　馬） 谷藤千香（千葉） 中尾仁美・川本光佐子（香川）

33回（1994） 高村誠也（熊　本） 鵤木千加子（兵庫） 福田晴世・千葉昌恵（東　京）

34回（1995） 木船栄士（福　井） 佐々木道子 （茨城） 谷藤千香・桜井亮子（千　葉）

35回（1996） 桐原　健（熊　本） 佐々木道子 （東京） 谷藤千香・櫻井亮子（千　葉）

36回（1997） 桐原　健（熊　本） 佐々木　忍 （富山） 佐々木　忍・横山里美（富山）

37回（1998） 林　貴昭（長　崎） 佐々木道子 （東京） 櫻井亮子・谷藤千香（千　葉）

38回（1999） 林　貴昭（長　崎） 津田藍子（東　京） 菅野純世・津田藍子（東　京）

39回（2000） 林　貴昭（長　崎） 土屋藍子（東　京） 土屋藍子・菅野純世（東京）

40回（2001） 林　貴昭（長　崎） 土屋藍子（東　京） 谷藤千香・櫻井亮子（千　葉）

41回（2002） 林　貴昭（長　崎） 土屋藍子（東　京） 吉田優美・堀哲子（石　川）

42回（2003） 齋藤　亘（福　島） 土屋藍子（東　京） 吉田優美・堀　哲子（石　川）

43回（2004） 茂見祥平（長　崎） 松尾美穂子（長崎） 吉田優美・堀　哲子（石　川）

44回（2005） 茂見祥平（長　崎） 松尾美穂子（長崎） 堀　哲子・奥村亜紀代（石川）

45回（2006） 茂見祥平（長　崎） 松尾美穂子（長崎） 山田朋世・田村美幸（北海道）

46回（2007） 茂見祥平（長　崎） 松尾美穂子（長崎） 福井奈美・中村恵子（広　島）

47回（2008） 内藤祐輔（神奈川） 磯下由貴子（茨城） 福井奈美・吉岡知香（広　島）

48回（2009） 細川泰大（兵　庫） 伊東可奈（石　川） 清水寛子・白山麻衣子（神奈川）

49回（2010） 三浦時央（愛　知） 松村咲希（香　川） 楠　尚子・松村咲希（香　川）

50回（2011） 笹木里司（福　井） 村松瑞恵（静　岡） 楠　尚子・松村咲希（香　川）

51回（2012） 笹木里司（福　井） 松村咲希（香　川） 南出なつき・長谷川加奈（石川）

52回（2013） 山口公洋（京　都） 関谷真由（福　岡） 岡田彩菜・神田織恵（東　京）

53回（2014） 吉村　諒（長　崎） 関谷真由（福　岡） 松村咲希・鍋井彩果（香　川）

54回（2015） 銭谷　翔（和歌山） 武田陽子（和歌山） 武田陽子・小口晃佳（和歌山）

55回（2016） 山口公洋（京　都） 佐伯幸那（岡　山） 野村このみ・山本しずか（兵庫）

56回（2017） 新田祥基（島　根） 森賀佳奈（愛　媛） 宮田晶代・髙橋彩果（神奈川）

57回（2018） 黒田匠馬(岐　阜） 山本しずか（兵庫） 野村このみ・山本しずか（兵庫）

58回（2019） 原口拓巳(福　岡） 山本しずか（兵庫） 野村このみ・山本しずか（兵庫）

一般男子複

北方　匡・河原山晴夫（石川）

北方　匡・河原山晴夫（石川）

渡部紘一（宮城）・永井　司（新潟）

杉田　博（神奈川）・鈴木祐司（秋田）

清水芳隆・川田史郎（富　山）

北方　匡・原　栄一（石　川）

杉田　博（神奈川）・渡部紘一（宮城）

北方　匡・原　栄一（石　川）

三宅　勝・柳本堯敏（岡　山）

関　一誠・瀬戸　孝（東　京）

河田　満・上原　章（岐　阜）

藤原健二・藤上良信（滋　賀）

藤上良信・藤原健二（滋　賀）

木戸純一・渡部紘一（宮　城）

今井勇司・桐生台次郎（群馬）

山本茂樹・米山正和（和歌山）

山本茂樹・米山正和（和歌山）

工藤勇参・稲津　悟（熊　本）

神戸　照・高岡　桂（福　井）

北橋　進・西村金治（滋　賀）

今井勇司・秋庭克行（群　馬）

今井勇司・栗原恒夫（群　馬）

今井勇司・栗原恒夫（群　馬）

今井勇司・栗原恒夫（群　馬）

権藤浩二・堺　圭一（熊　本）

村尾　勉・山本裕幸（京　都）

村尾　勉・山本裕幸（京　都）

山本裕幸・村尾　勉（京　都）

落合久夫・高橋英治（東　京）

村尾　勉・山本裕幸（京　都）

権藤浩二・堺　圭一（熊　本）

鶴見和彦・中家友彦（神奈川）

鶴見和彦・中家友彦（神奈川）

高村誠也・前田尚史（熊　本）

大堀　均・平野泰宏（福　島）

高村誠也・前田尚史（熊　本）

林　貴昭・西山勝也（長　崎）

尾藤伸治・三浦公雄（岐　阜）

林　貴昭・西山勝也（長　崎）

林　貴昭・西山勝也（長　崎）

林　貴昭・西山勝也（長　崎）

吉村　諒・長嶋一輝（長　崎）

林　貴昭・西山勝也（長　崎）

茂見祥平・西山勝也（長　崎）

片岡直茂・西山勝也（長　崎）

清水隆志・佐藤伴哉（鳥　取）

松川大記・尾崎勝久（岡　山）

清水隆志・佐藤伴哉（鳥　取）

藤巻嵩寛・早川　竣(長　野）

黒田匠馬・大橋擁太郎(岐　阜）

黒田匠馬・大橋擁太郎(岐　阜）

小林寛哉・青木　洋(鳥　取）

笹木里司・千京尚将（福  井）

西田祐二・八重倉里史（福岡）

二宮和敬・山本敏雄（香　川）

堂下智寛・片岡智也（埼　玉）

竹内雅明・駒田直也（東　京）

堂下智寛・滝内　亮（埼　玉）



 30歳以上男子単 30歳以上女子単 30歳以上女子複

１回（1962） 本郷節生（熊　本）   

２回（1963） 毛利清志（岡　山）   

３回（1964） 毛利清志（岡　山）   

４回（1965） 鈴木祐司（秋　田）   

５回（1966） 鈴木祐司（秋　田）   

６回（1967） 鈴木祐司（秋　田）   

７回（1968） 鈴木祐司（秋　田）   

８回（1969） 鈴木祐司（秋　田） 大坪弘子（兵　庫）  

９回（1970） 鈴木祐司（秋　田） 鳥井治子（兵　庫）  

10回（1971） 西田寿明（熊　本） 鳥井治子（兵　庫）  

11回（1972） 鈴木祐司（秋　田）   

12回（1973） 鈴木祐司（秋　田）   

13回（1974） 香島正佳（長　崎）   

14回（1975） 伊勢田善明（大阪）   

15回（1976） 西田寿明（熊　本） 宮崎満子（静　岡）  

16回（1977） 原　栄一（石　川） 永原敦子（富　山） 西田和子・元田絹子（熊本）

17回（1978） 和田　修（石　川） 永原敦子（富　山）  
18回（1979） 森　　隆（和歌山） 永原敦子（富　山）  
19回（1980） 平松孝孔（愛　知） 国門登美恵（滋賀） 江尻悠喜子・枝畑満枝（石川）

20回（1981） 原　栄一（石　川） 国門登美恵（滋賀） 不成立

21回（1982） 和田　修（石　川） 不成立 不成立

22回（1983） 斎藤和則（青　森） 山崎真知子（新潟） 荒木房子・山崎真知子（新潟）

23回（1984） 斎藤和則（青　森） 藤島百子（北海道） 吉村恭子・藤島百子（北海道）

24回（1985） 工藤勇参（熊　本） 金子澄子（神奈川） 杉田良子・金子澄子（神奈川）

25回（1986） 工藤勇参（熊　本） 金子澄子（神奈川） 金子澄子・杉田良子（神奈川）

26回（1987） 工藤勇参（熊　本） 杉田良子（神奈川） 杉田良子・金子澄子（神奈川）

27回（1988） 伊藤一郎（岩　手） 金子澄子（神奈川） 杉田良子・金子澄子（神奈川）

28回（1989） 浅沼正義（三　重） 金子澄子（神奈川） 杉田良子・金子澄子（神奈川）

29回（1990） 西村龍夫（滋　賀） 金子澄子（神奈川） 杉田良子・金子澄子（神奈川）

30回（1991） 西村龍夫（滋　賀） 千葉陽子（福　島） 杉田良子・金子澄子（神奈川）

31回（1992） 江藤正治（熊　本） 伊東ひとみ （石川） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

32回（1993） 江藤正治（熊　本） 伊東ひとみ （石川） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

33回（1994） 矢野　潤（山　口） 高　美鳳（福　島） 千葉陽子・高　美鳳（福　島）

34回（1995） 荒木秀文（福　岡） 吉田こずえ（北海道） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

35回（1996） 荒木秀文（福　岡） 稲積祐子（富　山） 金子澄子・石井綾子（神奈川）

36回（1997） 下平研二（長　野） 稲積祐子（富　山） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

37回（1998） 赤川雅美（広　島） 稲積祐子（富　山） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

38回（1999） 青木真也（千　葉） 遠江久美子（東京） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

39回（2000） 江藤正治（熊　本） 藤本三津子（北海道） 太田睦子・遠江久美子（東京）

40回（2001） 由町弘樹（青　森） 山上紋子（北海道） 蔵谷千晶・山上紋子（北海道）

41回（2002） 横田寿弘（岡　山） 若月美智子（東京） 橋本仁美・藤原多佳子（香川）

42回（2003） 桐原　健（熊　本） 津島みなと（千葉） 若月美智子・長谷詔子（東京）

43回（2004） 桐原　健（熊　本） 津島みなと（千葉） 井家晴美・長丸貴子（石　川）

44回（2005） 桐原　健（熊　本） 中林明子（愛　知） 中林明子・近藤小有里（愛知）

45回（2006） 桐原　健（熊　本） 中林明子（愛　知） 中林明子・近藤小有里（愛知）

46回（2007） 桐原　健（熊　本） 中林明子（愛　知） 田中愛子・原田智美（福　岡）

47回（2008） 桐原　健（熊　本） 長谷川知香（熊本） 長丸貴子・吉田優美（石　川）

48回（2009） 黒石雅宏（高　知） 市川敬美（群　馬） 石原裕子・小林陽子（岡　山）

49回（2010） 黒石雅宏（高　知） 市川敬美（群　馬） 石原裕子・小林陽子（岡　山）

50回（2011） 桐原　健（熊　本） 飯田香里（愛　知） 石原裕子・小林陽子（岡　山）

51回（2012） 佐藤伴哉（青　森） 永春玲子（東　京） 関　里枝・金子真梨子（埼玉）

52回（2013） 佐藤伴哉（青　森） 飯田香里（愛　知） 長丸貴子・栄代哲子（石　川）

53回（2014） 佐藤伴哉（青　森） 飯田香里（愛　知） 関　里枝・金子真梨子（埼　玉）

54回（2015） 佐藤伴哉（青　森） 飯島春奈（山　梨） 濱田千佐・西内生江（高　知）

55回（2016） 佐藤伴哉（青　森） 橋本麻衣子（熊本） 中島小巻・福井奈美（熊　本）

56回（2017） 佐藤伴哉（青　森） 栄代哲子（石　川） 三品香里・徳竹　紫（東　京）

57回（2018） 青山　真（茨　城） 寺田加奈（福　島） 糠澤毎子・大金依香（福　島）

58回（2019） 和田隆之介（島　根） 松村咲希（香　川） 下島　歩・谷　順子（東　京）

30歳以上男子複

本郷節生・沢田昭臣（熊　本）

毛利清志・山上周之（岡　山）

毛利清志・山上周之（岡　山）

鈴木祐司・脇坂安隆（秋　田）

鈴木祐司・脇坂安隆（秋　田）

南　直治・本郷節生（熊　本）

鈴木祐司・脇坂安隆（秋　田）

鈴木祐司・脇坂安隆（秋　田）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　直治・西田寿明（熊　本）

小松　貴・藤井英雄（岡　山）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　善雄・大世古吉弘（三重）

香島正佳・浜司　晃（長崎）

北方　匡・原　栄一（石　川）

原　栄一・和田　修（石　川）

藤原健二・藤上良英（滋　賀）

原　栄一・和田　修（石　川）

原　栄一・和田　修（石　川）

工藤勇参・稲津　悟（熊　本）

佐藤光伸・斉藤和則（青　森）

工藤勇参・稲津　悟（熊　本）

工藤勇参・稲津　悟（熊　本）

工藤勇参・稲津　悟（熊　本）

工藤勇参・稲津　悟（熊　本）

上田　勉・中村新一（千　葉）

金崎孝二・松村伸二（香　川）

帰山好和・中山和宏（埼　玉）

峰　寛文・六川利康（香　川）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

葛葉昌彦・高須一郎（福　井）

荒木秀文・目野俊昭（福　岡）

上田敏之・田部井秀郎（埼玉）

上田敏之・田部井秀郎（埼玉）

三次圭介・江藤正治（熊　本）

疋田博之・嘉生　寛（奈　良）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

冨澤賢司・吉田昌弘（埼　玉）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

佐々木　力・由町弘樹（青森）

上原　直・北風卓郎（京　都）

二瓶　良・本多裕樹（福　島）

佐藤伴哉・佐藤裕樹（青　森）

清水隆志・出石哲也（鳥　取）

黒石雅宏・小賀元裕（高　知）

川添周三・小賀元裕（高　知）

中原　学・黒石雅宏（高　知）

黒石雅宏・小賀元裕（高　知）

中原　学・黒石雅宏（高　知）

川添周三・小賀元裕（高　知）



 40歳以上男子単 40歳以上女子単 40歳以上女子複

１回（1962） 伊藤基記（熊　本）   
２回（1963） 伊藤基記（熊　本）   
３回（1964） 伊藤基記（熊　本）   
４回（1965） 伊藤基記（熊　本）   
５回（1966） 平田登志郎（東京）   
６回（1967） 毛利清志（岡　山）   
７回（1968） 毛利清志（岡　山）   
８回（1969） 毛利清志（岡　山）   
９回（1970） 畑　忠雄（福　井）   
10回（1971） 毛利清志（岡　山）   
11回（1972） 脇坂安隆（秋　田）   
12回（1973） 畑　忠雄（福　井）   
13回（1974） 毛利清志（岡　山）   
14回（1975） 鈴木祐司（秋　田）   
15回（1976） 鈴木祐司（秋　田）   
16回（1977） 鈴木祐司（秋　田）   
17回（1978） 鈴木祐司（秋　田）   
18回（1979） 佐々木堅治 （北海道）   
19回（1980） 西田寿明（熊　本）   
20回（1981） 佐々木堅治 （北海道）   
21回（1982） 杉田　博 （神奈川）   
22回（1983） 杉田　博 （神奈川）   
23回（1984） 杉田　博 （神奈川）   
24回（1985） 杉原哲彦 （山口県）   
25回（1986） 葦原健身（熊　本）   
26回（1987） 葦原健身（熊　本）   
27回（1988） 葦原健身（熊　本）   
28回（1989） 葦原健身（熊　本）   
29回（1990） 葦原健身（熊　本）   
30回（1991） 葦原健身（熊　本）   
31回（1992） 伊藤張二（岩　手）   
32回（1993） 伊藤張二（岩　手）   
33回（1994） 伊藤張二（岩　手）   
34回（1995） 今井勇司（群　馬）   
35回（1996） 高田　満（岩　手）   
36回（1997） 帰山好和（埼　玉）   
37回（1998） 淺沼正義（三　重）   
38回（1999） 山田武行（長　崎）   
39回（2000） 奥山和也（北海道） 金子澄子（神奈川） 座間登代子・鈴木節子（神奈川）

40回（2001） 奥山和也（北海道） 金子澄子（神奈川） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

41回（2002） 江藤正治（熊　本） 遠江久美子（東京） 桶谷千鶴子・東　順子（石川）

42回（2003） 江藤正治（熊　本） 遠江久美子（東京） 桶谷千鶴子・東　順子（石川）

43回（2004） 江藤正治（熊　本） 遠江久美子（東京） 狩野千晴・池田久美子（鳥取）

44回（2005） 江藤正治（熊　本） 遠江久美子（東京） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

45回（2006） 田中章裕（愛　知） 金子澄子（神奈川） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

46回（2007） 田中章裕（愛　知） 遠江久美子（東京） 遠江久美子・若月美智子（東京）

47回（2008） 金山紀幸（島　根） 若月美智子（東京） 遠江久美子・若月美智子（東京）

48回（2009） 金山紀幸（島　根） 若月美智子（東京） 遠江久美子・若月美智子（東京）

49回（2010） 江藤正治（熊　本） 若月美智子（東京） 遠江久美子・若月美智子（東京）

50回（2011） 江藤正治（熊　本） 坂﨑美奈子（熊本） 坂﨑美奈子・木下八枝子（熊本）

51回（2012） 小川修一郎（千葉） 谷藤千香（千葉） 坂﨑美奈子・木下八枝子（熊本）

52回（2013） 桐原　健（熊　本） 谷藤千香（千葉） 坂﨑美奈子・木下八枝子（熊本）

53回（2014） 桐原　健（熊　本） 谷藤千香（千葉） 坂﨑美奈子・木下八枝子（熊本）

54回（2015） 桐原　健（熊　本） 谷藤千香（千葉） 坂﨑美奈子・木下八枝子（熊本）

55回（2016） 桐原　健（熊　本） 橋本仁美（香川） 坂﨑美奈子・木下八枝子（熊本）

56回（2017） 吉澤賢一（茨　城） 橋本仁美（香川） 坂﨑美奈子・木下八枝子（熊本）

57回（2018） 神保一寿（山　形） 木下八枝子（熊本） 橋本仁美・藤原由紀（香川）

58回（2019） 小賀元裕（高　知） 木下八枝子（熊本） 伊木文枝・永春玲子（東京）

40歳以上男子複

伊藤基記（熊本）・今井　先（東京）

伊藤基記（熊本）・今井　先（東京）

伊藤基記（熊本）・山上周之（岡山）

伊藤基記（熊本）・布引修二（福島）

島谷　勲・高橋政一（北海道）

伊藤基記（熊本）・山上周之（岡山）

毛利清志・山上周之（岡　山）

毛利清志・山上周之（岡　山）

毛利清志・山上周之（岡　山）

毛利清志・山上周之（岡　山）

本郷節生・沢田昭臣（熊　本）

毛利清志・山上周之（岡　山）

毛利清志・山上周之（岡　山）

鈴木祐司・松橋　裕（秋　田）

毛利清志・西崎正明（岡　山）

本郷節生・南　直治（熊　本）

鈴木祐司・松橋　裕（秋　田）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　直治・西田寿明（熊　本）

北方　匡・松本忠之（石　川）

野見山弘次・鎗水浩吉（福岡）

西田寿明・葦原健身（熊　本）

永沢和彦・佐々木邦夫（岩手）

杉原哲彦・三井　裕（山　口）

藤田明男・遠藤　隆（千　葉）

瀬戸　孝・松本友行（神奈川）

瀬戸　孝・松本友行（神奈川）

松本友行・瀬戸　孝（神奈川）

佐々木邦夫・伊藤張二（岩手）

神戸　照・高岡　桂（福　井）

能登則男・帰山好和（埼　玉）

伊藤張二・高田　満（岩　手）

中村新一・丸山秀之（千　葉）

金崎孝二・松村伸二（香　川）

北橋　進・高嶋敬治（滋　賀）

北橋　進・高嶋敬治（滋　賀）

帰山好和・中山和弘（埼　玉）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

川添周三・中原　学（高　知）

岩井　淳・笹口浩基（広　島）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

中原　学・小賀元裕（高　知）

中原　学・小賀元裕（高　知）

川添周三・中原　学（高　知）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）



 50歳以上男子単 50歳以上女子単 50歳以上女子複

１回（1962）    
２回（1963） 今井　先（東　京）   
３回（1964） 今井　先（東　京）   
４回（1965） 伊藤基記（熊　本）   
５回（1966） 佐藤哲郎（北海道）   
６回（1967） 伊藤基記（熊　本）   
７回（1968） 佐藤哲郎（北海道）   
８回（1969） 伊藤基記（熊　本）   
９回（1970） 伊藤基記（熊　本）   
10回（1971） 坂田治夫（大　阪）   
11回（1972） 佐藤哲郎（北海道）   
12回（1973） 佐藤哲郎（北海道）   
13回（1974） 成井政一（福　岡）   
14回（1975） 筧　　順 （静　岡）   
15回（1976） 平田登志郎（東京）   
16回（1977） 畑　忠雄（福　井）   
17回（1978） 柳田直規 （東　京）   
18回（1979） 柳田直規 （東　京）   
19回（1980） 柳田直規 （東　京）   
20回（1981） 柳田直規 （東　京）   
21回（1982） 柳田直規 （東　京）   
22回（1983） 柳田直規 （東　京）   
23回（1984） 柳田直規 （東　京）   
24回（1985） 元田敦海（熊　本）   
25回（1986） 杉田　博（神奈川）   
26回（1987） 杉田　博（神奈川）   
27回（1988） 杉田　博（神奈川）   
28回（1989） 杉田　博（神奈川）   
29回（1990） 杉田　博（神奈川）   
30回（1991） 杉原哲彦（山　口）   
31回（1992） 杉原哲彦（山　口）   
32回（1993） 杉原哲彦（山　口）   
33回（1994） 杉田　博（神奈川）   
34回（1995） 杉原哲彦（山　口）   
35回（1996） 葦原健身（熊　本）   
36回（1997） 杉原哲彦（山　口）   
37回（1998） 葦原健身（熊　本）   
38回（1999） 平井克英（東　京）   
39回（2000） 平井克英（東　京）   
40回（2001） 平井克英（東　京）   
41回（2002） 葦原健身（熊　本）   
42回（2003） 伊藤張二（岩　手）   
43回（2004） 伊藤張二（岩　手）   
44回（2005） 逸見寛二（愛　媛）   
45回（2006） 高岡　桂（福　井）   
46回（2007） 福田光博（山　口）   
47回（2008） 高岡　桂（福　井） 光田洋子（愛　知） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

48回（2009） 高岡　桂（福　井） 澄川稔子（兵　庫） 桶谷千鶴子・伊東ひとみ（石川）

49回（2010） 奥山和也（北海道） 佐藤安子（群　馬） 桶谷千鶴子・宇都宮明子（石川）

50回（2011） 高岡　桂（福　井） 茂木幸子（群　馬） 藤田景子・白井直子（千　葉）

51回（2012） 葛葉昌彦（福　井） 遠江久美子（東京） 桶谷千鶴子・宇都宮明子（石川）

52回（2013） 高崎道治（埼　玉） 遠江久美子（東京） 佐藤安子・茂木幸子（群　馬）

53回（2014） 江藤正治（熊　本） 遠江久美子（東京） 奥山淳子・永田悦子（北海道）

54回（2015） 江藤正治（熊　本） 江澤曜子（東　京） 早田彰子・前田美恵子（熊本）

55回（2016） 川島康行（千　葉） 谷藤千香（千　葉） 早田彰子・前田美恵子（熊本）

56回（2017） 斎藤清人（福　島） 谷藤千香（千　葉） 菅原千恵子・岡野恵聖子（東京）

57回（2018） 大浦恒一郎（長　崎） 橋本仁美（香　川） 早田彰子・前田美恵子（熊本）

58回（2019） 平岡篤司（奈　良） 橋本仁美（香　川） 江澤曜子・平山久仁子（東京）

50歳以上男子複

 
伊沢三郎（神奈川）・今井　先（東京）

井沢三郎（神奈川）・今井　先（東京）

市嶋智三郎（新潟）・伊藤基記（熊本）

奈良岡健三・佐藤哲郎（北海道）

伊藤基記（熊本）・佐藤哲郎（北海道）

今井　先（東京）・佐藤哲郎（北海道）

伊藤基記（熊本）・佐藤哲郎（北海道）

伊藤基記（熊本）・佐藤哲郎（北海道）

坂田治夫・浅田一雄（大　阪）

佐藤精一（秋田）・佐藤哲郎（北海道）

榎本彦次・田中多喜造（滋賀）

 

成井政一・筧　　順（静　岡）

吉持節夫（兵庫県）・島谷勲（北海道）

竹内正久・斎藤良二（大　阪）

平田登志郎・柳田直規（東京）

平田登志郎・柳田直規（東京）

斎藤良二・竹内正次（大　阪）

本郷節生・沢田昭臣（熊　本）

柳田直規・三須徳次（東　京）

本郷節生・元田敦海（熊　本）

本郷節生・元田敦海（熊　本）

福嶋武良・元田敦海（熊　本）

元田敦海・福嶋武良（熊　本）

岡　明弘・小向利威（北海道）

南　直治・西田寿明（熊　本）

南　直治・西田寿明（熊　本）

服部竜一・辻　弘章（東　京）

藤原和文・喜岡恒雄（香　川）

藤原和文・喜岡恒雄（香　川）

藤原和文・喜岡恒雄（香　川）

藤原和文・喜岡恒雄（香　川）

藤原和文・喜岡恒雄（香　川）

杉田　博・近藤勇司（神奈川）

杉田　博・近藤勇司（神奈川）

関　一誠・平井克英（東　京）

関　一誠・平井克英（東　京）

関　一誠・平井克英（東　京）

原栄一・高來秀夫（石　川）

平井克英・近藤良二（東　京）

後藤智彦・川島康行（千　葉）

佐藤　正・水上英二（東　京）

平井克英・近藤良二（東　京）

西岡　誠・谷口榮史（長　崎）

高橋尚夫・広岡　光（北海道）

水上英二・佐藤　正（東　京）

松下芳朗・田代昌昭（熊　本）

平岡篤司・千田宏之（奈　良）

髙嶋敬治・小田知則（滋　賀）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

後藤智彦・川島康行（千　葉）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

廣岡　光・高橋尚夫（北海道）

大阪哲嗣・近藤祥夫（愛　知）

江藤正治・三次圭介（熊　本）

大阪哲嗣・近藤祥夫（愛　知）

江藤正治・三次圭介（熊　本）



 60歳以上男子単 65歳以上男子単 65歳以上男子複

１回（1962）    
２回（1963）    
３回（1964）    
４回（1965）    
５回（1966）    
６回（1967）    
７回（1968）    
８回（1969）    
９回（1970）    
10回（1971）    
11回（1972）    
12回（1973）    
13回（1974）    
14回（1975）    
15回（1976）    
16回（1977）    
17回（1978）    
18回（1979）    
19回（1980）    
20回（1981）    
21回（1982）    
22回（1983）    
23回（1984）    
24回（1985）    
25回（1986）    
26回（1987） 柳田直規（東　京）   
27回（1988） 柳田直規（東　京）   
28回（1989） 柳田直規（東　京）   
29回（1990） 柳田直規（東　京）   
30回（1991） 柳田直規（東　京）   
31回（1992） 柳田直規（東　京）   
32回（1993） 柳田直規（東　京）   
33回（1994） 柳田直規（東　京）   
34回（1995） 柳田直規（東　京）   
35回（1996） 鈴木祐司（秋　田）   
36回（1997） 佐藤俊夫（新　潟）   
37回（1998） 柳田直規（東　京）   
38回（1999） 佐々木堅治 （北海道）   
39回（2000） 佐藤俊夫（新　潟） 杉田　博 （神奈川） 柳田直規（東京）・住澤幸男（北海道）

40回（2001） 田中康二（千　葉） 柳田直規（東　京） 住澤幸男（北海道）・柳田直規（東京）

41回（2002） 田中康二（千　葉） 杉田　博 （神奈川） 住澤幸男・東　健治（北海道）

42回（2003） 廣田　彰（宮　崎） 杉田　博 （神奈川） 中村恭治・中村祐康（埼　玉）

43回（2004） 原　栄一（石　川） 杉田　博 （神奈川） 中村恭治・中村祐康（埼　玉）

44回（2005） 廣田　彰（宮　崎） 杉田　博 （神奈川） 中村恭治・中村祐康（埼　玉）

45回（2006） 近藤勇司（神奈川） 杉田　博 （神奈川） 中村恭治・中村祐康（埼　玉）

46回（2007） 廣田　彰（宮　崎） 杉田　博 （神奈川） 田中康二・米本雅男（千　葉）

47回（2008） 平井克英（東　京） 原　栄一（石　川） 田中康二・米本雅男（千　葉）

48回（2009） 平井克英（東　京） 黒﨑二男（神奈川） 黒﨑二男・宮崎茂樹（神奈川）

49回（2010） 平井克英（東　京） 副島　力 （福　岡） 広瀬勇雄・副島　力（福　岡）

50回（2011） 片山雅博 （岡　山） 廣田　彰（宮　崎） 黒﨑二男・宮崎茂樹（神奈川）

51回（2012） 平井克英（東　京） 廣田　彰（宮　崎） 黒﨑二男・宮崎茂樹（神奈川）

52回（2013） 伊藤張二（岩　手） 平井克英（東　京） 平井克英・水上英二（東　京）

53回（2014） 福田光博（山　口） 今井敏喜（長　崎） 平井克英・水上英二（東　京）

54回（2015） 山本正人（鳥　取） 藤森龍二（岡　山） 平井克英・水上英二（東　京）

55回（2016） 福田光博（山　口） 逸見寛二（愛　媛） 平井克英・近藤良二（東　京）

56回（2017） 矢部芳光（福　島） 片山雅博（岡　山） 澤田隆之・奥山芳男（福　島）

57回（2018） 福田光博（山　口） 藤森龍二（岡　山） 近藤良二・佐藤　正（東　京）

58回（2019） 井原孝夫（島　根） 山本正人（鳥　取） 松本克芳・福田光博（山　口）

60歳以上男子複

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柳田直規・平田登志郎（東京） 

柳田直規・平田登志郎（東京） 

柳田直規・平田登志郎（東京） 

柳田直規・平田登志郎（東京） 

柳田直規・平田登志郎（東京） 

藤木隆寛（大阪）・元田敦海（熊本） 

東　健治・島谷　勲（北海道） 

窪田　薫・葛巻礼滋（北海道） 

窪田　薫・葛巻礼滋（北海道） 

東　健治（北海道）・鈴木祐司（秋田） 

柳田直規（東京）・中村恭治（埼玉） 

柳田直規（東京）・中村恭治（埼玉） 

東　健治・佐々木堅治（北海道） 

中村恭治・中村祐康（埼　玉）

中村恭治・中村祐康（埼　玉）

中村恭治・中村祐康（埼　玉）

岩下元行・田代昌昭（熊　本）

奥村紀男・前田邦光（新　潟）

奥村紀男・前田邦光（新　潟）

中嶋三郎・柳瀬昭二（富　山）

杉田　博・近藤勇司（神奈川）

杉田　博・近藤勇司（神奈川）

杉田　博・近藤勇司（神奈川）

井原孝夫・日笠和雄（島　根）

松下芳朗・田代昌昭（熊　本）

三奈木正紀・村田泰己（山口）

岩下元行・田代昌昭（熊　本）

近藤良二・佐藤　正（東　京）

平井克英・水上英二（東　京）

平井克英・水上英二（東　京）

片山雅博・竹島理雄（岡　山）

平井克英・水上英二（東　京）

片山雅博・藤森龍二（岡　山）



 70歳以上男子単 混合複

１回（1962）  小泉伸坦・岸川礼子（東　京）

２回（1963）  鈴木祐司（秋田）・諸田みや子（東京）

３回（1964）  佐藤弘次・小勝紀子（栃　木）

４回（1965）  尾藤宏治・高木紀子（岐　阜）

５回（1966）  尾藤宏治・高木紀子（岐　阜）

６回（1967）  岡村英男・功刀淑江（東　京）

７回（1968）  北方　匡・鎌田光子（石　川）

８回（1969）  清水芳隆・硲恵美子（富　山）

９回（1970）  清水芳隆・飯田恵美子（富山）

10回（1971）  清水芳隆・飯田恵美子（富山）

11回（1972）  清水芳隆・谷沢三輪子（富山）

12回（1973）  上原　章・天野博江（岐　阜）

13回（1974）  佐藤利昭・三原登美子（茨城）

14回（1975）  上原　章・名和和子（岐　阜）

15回（1976）  今井勇司・秋山晴江（群　馬）

16回（1977）  須藤　茂・松田敦子（青　森）

17回（1978）  仲尾信一・北村寿弥子（大阪）

18回（1979）  村元秀美・松田敦子（青　森）

19回（1980）  仲尾信一・北村寿美子（大阪）

20回（1981）  工藤吉彦・大嶌和代（栃　木）

21回（1982）  山下圭一・土田理恵子（新潟）

22回（1983）  山下圭一・土田理恵子（新潟）

23回（1984）  上田敏之・本橋佳代子（埼玉）

24回（1985）  舛田吉光・小路和代（石　川）

25回（1986）  神戸　照・井上美智代（福井）

26回（1987）  斉藤　郁・井上美智代（福井）

27回（1988）  高岡　桂・山内美子（福　井）

28回（1989）  鵤木秀夫・鵤木千加子（兵庫）

29回（1990）  大島正志・平間真由美（栃木）

30回（1991）  高橋英治・長谷詔子（東　京）

31回（1992）   
32回（1993）   
33回（1994）   
34回（1995）   
35回（1996）   
36回（1997）   
37回（1998）   
38回（1999）   
39回（2000）   
40回（2001）   
41回（2002）   
42回（2003）   
43回（2004）   
44回（2005）   
45回（2006）   
46回（2007）   
47回（2008） 佐藤俊夫（新　潟）  
48回（2009） 杉田　博（神奈川）  
49回（2010） 広瀬勇雄（福　岡）  
50回（2011） 田中康二（千　葉）  
51回（2012） 田中康二（千　葉）  
52回（2013） 廣田　彰（宮　崎）  
53回（2014） 廣田　彰（宮　崎）  
54回（2015） 廣田　彰（宮　崎）

55回（2016） 廣田　彰（宮　崎）

56回（2017） 廣田　彰（宮　崎）

57回（2018） 廣田　彰（宮　崎） 55歳以上女子単 55歳以上女子複
58回（2019） 今里敏喜（長　崎） 岡野恵聖子（東　京） 安藤志津子・竹内ひろみ（愛　知）

70歳以上男子複

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒﨑二男・宮崎茂樹（神奈川）

 
 
 
 
 
 

辻村　敏・黒瀬　剛（長　崎）

平井克英・水上英二（東　京）

廣瀬勇夫・副島　力（福　岡）

黒﨑二男・宮崎茂樹（神奈川）

黒﨑二男・宮崎茂樹（神奈川）

吉川知之・奥本秀明（広　島）

 

田中康二・米本雅男（千　葉）

田中康二・米本雅男（千　葉）

田中康二・米本雅男（千　葉）


