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昭和５２年 男子Ｓ一般 女子Ｓ一般 男子Ｄ一般 女子Ｄ一般
第１回 皆川　勉 加藤　喜代子 松本・淵田 加藤・松本

昭和５３年 男子Ｓ一般 女子Ｓ一般 男子Ｄ一般 女子Ｄ一般 混合Ｄ
第2回 丸山　和夫 加藤 喜代子 光増・小谷 加藤・上村 鈴木・加藤

昭和５４年 男子Ｓ一般 男子壮年Ｓ 女子Ｓ一般 男子Ｄ一般 女子Ｄ一般 混合Ｄ
第3回 中居　紀ニ 茂垣　克夫 加藤 喜代子 淵田・松本 加藤・出口 松本・加藤

昭和５５年 男子Ｓ一般 男子Ｓ４５才 女子Ｓ一般 男子Ｄ一般 女子Ｄ一般
第4回 前川 　和正 前川・宮田 加藤 喜代子 平野・藤崎 布川・村上

昭和５６年 男子Ｓ一般 男子壮年Ｓ 女子Ｓ一般 男子Ｄ一般 女子Ｄ一般 混合Ｄ
第5回 松本　和久 村上　登 酒井　信子 笠・中居 加藤・竹内 山崎・加藤

昭和57年 男子Ｓ一般 男子壮年Ｓ 女子Ｓ一般
第6回 棒　恵一 市場　正己 加藤 喜代子

昭和58年 男子Ｓ一般 男子壮年Ｓ 女子Ｓ一般
第7回 棒　恵一 村上　登 竹内　千恵子

昭和59年 男子Ｓ一般 男子壮年Ｓ 女子Ｓ一般 男子Ｄ一般 女子Ｄ一般 混合Ｄ
第8回 高橋　覚 小沢　透 竹内 千恵子 成田・寺崎 伊藤・江口 中川・八柳

昭和60年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 女子Ｓ一般
第9回 米村　雅彦 辻　正明 藤井　信 都澤　則子

男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 女子Ｄ一般 混合Ｄ
河合・白田 霍間・立花 坪谷・山野井 米村・広瀬

昭和61年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 女子Ｓ一般
第10回 寺崎　弘一 野口　勝生 斉藤　正七 竹内　千恵子

男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 女子Ｄ一般 混合Ｄ
渡部・福田 霍間・立花 落合・大越 小野・広瀬 米村・広瀬

昭和62年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 女子Ｓ一般
第11回 寺崎　弘一 笠　　進 中居　紀ニ 藤倉　裕子

男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 女子Ｄ一般 混合Ｄ
成田・寺崎 樺沢・小野里 日下・広瀬 福田・仁見

昭和63年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 女子Ｓ一般
第12回 寺崎　弘一 笠　　進 光増　栄 藤倉　裕子

男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 女子Ｄ一般 混合Ｄ
片山・成田 小野里・柳沢 斉藤・光増 藤倉・佐藤 西村・竹内

平成元年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 女子Ｓ一般
第13回 寺崎　弘一 白川　拓治 石黒　弘満 都澤　則子

男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 女子Ｄ一般 混合Ｄ
渡部・福田 下深追・渡辺 野口・霍間 藤倉・佐藤 成田・竹内

平成２年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５５才 女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才
第14回 塩崎　義樹 山口　淳一 野口　勝生 島　勝一 藤倉　裕子 田川　ヤスエ

男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５５才 女子Ｄ一般 女子Ｄ５０才 混合Ｄ
富原・佐堀 大鹿・笹谷 野口・霍間 小沢・浅野 藤倉・佐藤 本間・小栗 久保田・小野

平成3年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才
第15回 塩崎　義樹 依田　通昭 石黒　弘満 渡辺　修 小澤　透

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ４５才 男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才
藤倉　裕子 村本　正子 清原　栄子 谷川・谷口 原田・戸谷 野口・霍間
男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才 女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 混合Ｄ
落合・大越 小澤・呉地 藤倉・内山 松原・小泉 成田・藤倉

平成4年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ初中級
第16回 塩崎　義樹 谷口　孝一郎 野口　勝生 渡辺　修 小澤　透 井上　隆夫

女子Ｓ一般 男子Ｄ一般 男子Ｄ初中級 女子Ｄ一般 混合Ｄ
八柳　みち代 渡部・福田 川端・山田 松尾・日下 成田・藤倉

平成5年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ初中級
第17回 寺崎　弘一 谷口　孝一郎 野口　勝生 西出　健一 小澤　透 早川　明彦

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才
小林　恵美 都澤　則子 大森・松本 谷口・谷川 野口・霍間 肥後・福地
男子Ｄ５５才 男子Ｄ初中級 女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 混合Ｄ
小澤・伴内 谷口・原田 渥美・大森 大屋・岩崎 高林・木村 成田・藤倉

平成6年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ初中級
第18回 相田 安紀 秋山　達雄 淵田　孝一 霍間　敦 渡辺　修 折出　慎太郎

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ４５才 女子Ｓ５０才
平井　洋子 新納　純子 都澤　則子 木村　伊技子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才 男子Ｄ初中級
谷川・谷口 須藤・山崎 野口・霍間 西出・農内 小澤・伴内 藤本・又村
女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 混合Ｄ
岡田・田中 中川・中島 高林・木村 合掌・合掌

平成7年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ初中級
第19回 山村　宏二 佐藤　秀夫 谷口　孝一郎 田坂　延義 渡辺　修 木本　承志

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ４５才 女子Ｓ５０才
仁美　一枝 斉藤　順子 都澤　則子 木村　伊技子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５５才 男子Ｄ初中級
渡部・福田 堀内・高瀬 淵田・野口 射場・肥後 児玉・佐藤
女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 女子Ｄ５０才 混合Ｄ
藤倉・田中 中川・中島 田坂・石川 千蔵・斉藤 宮崎・田中



平成8年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ６０才
第20回 成田　正彦 山村　宏二 淵田　孝一 霍間　敦 射場　信一 呉地　蕘美

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ４５才 女子Ｓ５０才
野村　律子 斉藤　順子 都澤　則子 喜友名　都喜子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才 男子Ｄ６０才
斉藤・成田 小清水・岩沢 芳賀・谷口 飛鳥井・福地 小澤・伴内 千蔵・合掌
女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 女子Ｄ５０才 女子Ｄ５５才 混合Ｄ
田中・石塚 丸山・神埼 尾崎・吉川 木村・竹繁 大下・太田 川端・聳城

平成9年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ６０才
第2１回 高橋　恵一 上村　誠二 藤本　順三 芳賀　修 射場　信一 岡田　照木

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ４５才 女子Ｓ５０才
佐々尾 依里 斉藤　順子 坂本　直子 松尾　貴志子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才 男子Ｄ６０才
川端・吉野 谷川・稲富 芳賀・谷口 奥貫・太田 渡辺・西出 千蔵・内田
女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 女子Ｄ５０才 混合Ｄ
荻山・宮武 矢橋・土田 木村・高林 大下・太田 成田・藤本

平成10年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４０才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ６０才
第22回 山村　宏二 岩沢　輝和 渡部　克則 藤本　順三 谷口　孝一郎 霍間　敦 小澤　透

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ５０才
吉田　知香 時岡　千鶴 小出　文子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４０才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才 男子Ｄ６０才
春田・布田 佐々尾・佐藤 谷川・稲富 戸谷・横山 芳賀・谷口 野口・霍間 小澤・伴内
女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 女子Ｄ５０才 女子Ｄ５５才 混合Ｄ
斉藤・志田 坂田・青山 吉川・野口 木村・竹繁 落合・西村 川端・吉田

平成11年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４０才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ６０才
第23回 塩崎　義樹 横山　宏 渡部　克則 平野　伸幸 芳賀　修 飛鳥井　光治 渡辺　修

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ４５才 女子Ｓ５０才
高橋　友紀 上野　明子 坂本　直子 都澤　則子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４０才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才 男子Ｄ６０才
成田・井上 小田・山村 加藤・飯山 依田・井上 谷口・淵田 野口・霍間 川上・川口
女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 女子Ｄ５０才 女子Ｄ５５才 混合Ｄ
高橋・藤本 木村・伊藤 土田・矢橋 木村・竹繁 エントリーなし 成田･小田切

平成12年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４０才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ６０才
第24回 勝山 祥文 川端　政幸 岩澤　輝和 小清水　重男 芳賀　修 霍間　敦 渡邉 修

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才
高橋　友紀 長嶋　廣子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４０才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才
吉野　卓志 久保田　三義 小清水　重男 高橋　隆 藤本　順三 霍間　　 敦
川端　政幸 三反田　博也 岩澤　輝和 斉藤　隆 戸谷　忠雄 野口　勝生
男子Ｄ６０才 女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 混合Ｄ
川口　基志 藤本　英里 高原　佳子 木村　伊技子 川端　政幸
川上　正士 高橋　友紀 上野　明子 竹繁　君子 吉田　知香

平成13年 男子Ｓ一般 男子Ｓ３５才 男子Ｓ４０才 男子Ｓ４５才 男子Ｓ５０才 男子Ｓ５５才 男子Ｓ６０才
第25回 塩崎　義樹 高沢　成好 大野　満晴 角田　高春 芳賀　修 山下　昭男 渡邉 修

女子Ｓ一般 女子Ｓ４０才 女子Ｓ４５才
米山　和子 長嶋　廣子 都澤　則子
男子Ｄ一般 男子Ｄ３５才 男子Ｄ４０才 男子Ｄ４５才 男子Ｄ５０才 男子Ｄ５５才 男子Ｄ６０才
岡本　　洋一 渡部　克典 加藤　邦昭 谷口　幸一郎 大井　勝也 薄田　靖雄 鈴木　修次
種子田　裕介 福田　俊一 門田　　隆 谷川　　淳一 横溝　　勉 中下　俊夫 射場　信一
女子Ｄ一般 女子Ｄ４０才 女子Ｄ４５才 混合Ｄ
遠藤　　京美 神崎　　順子 木村　伊技子 門田　　隆
高橋　紀美江 永廣三代子 竹繁　君子 名取　裕子

平成14年 男子Ｓ一般（155） 男子Ｓ３５才（19） 男子Ｓ４０才（17） 男子Ｓ４５才（19） 男子Ｓ５０才（32） 男子Ｓ５５才（11） 男子Ｓ６０才（13）
第26回 成田　正彦 高沢　成好 佐藤　義彦 渡部　克典 藤本　順三 大鹿　修二 射場　信一
(769) 富士通厚木 クリマTC ソニー厚木 日産テク 森の里TC 森の里TC ネット・イン

男子６５才（3） 女子Ｓ一般(73) 女子Ｓ４０才（8） 女子Ｓ４５才（7）
小澤　透 高橋　友紀 長嶋　廣子 渡辺　節子
鳶尾TC 宮の里TC アクティブTC ル・ジタン

男子Ｄ一般（76） 男子Ｄ３５才（10） 男子Ｄ４０才（6） 男子Ｄ４５才(12) 男子Ｄ５０才(21) 男子Ｄ５５才(7) 男子Ｄ６０才(10)
井上　一也 佐藤　正一 山口　淳一 谷口　幸一郎 藤本　順三 薄田　靖雄 鈴木　修次
成田　正彦 長尾　啓史 　　　　 横山　　宏 谷川　　淳一 島田　正美 中下　俊夫 射場　信一

ＨＴＣ・富士通厚木 プレストTC・プレストTC 森の里TC・森の里TC 森の里TC・森の里TC 森の里TC・鳶尾TC 厚木国際TC・厚木国際TC ネット・イン・ネット･イン
女子Ｄ一般（102） 女子Ｄ４０才（5） 女子Ｄ４５才（7） 混合Ｄ（156）

田中　啓子 神崎　　順子 木村　直子 門田　　隆
杉山　豊子 永廣三代子 福宮　こずえ 名取　裕子

アクティブTC・アクティブTC ＬＴＣ・ＬＴＣ プレストTC・ＨＴＯ ＨＴＣ・ＨＴＣ

平成15年 男子Ｓ一般（137） 男子Ｓ３５才（1６） 男子Ｓ４０才（1６） 男子Ｓ４５才（19） 男子Ｓ５０才（２５） 男子Ｓ５５才（1８） 男子Ｓ６０才（1２）
第27回 塩崎　義樹 横山　宏 佐藤　義彦 谷川　淳一 平野　伸幸 芳賀　修 加藤　明男
(706) 厚木国際TC リコー ソニー厚木 森の里TC リコー アプローチTC ル・ジタン

男子Ｓ６５才（６） 女子Ｓ一般(５８) 女子Ｓ４０才（8） 女子Ｓ４５才（４） 女子Ｓ５０才（４）
川上　正士 川島　美央 若松　美雪 渡辺　節子 堀内　真紀子

鳶尾TC ソニー厚木 ル・ジタン ル・ジタン ル・ジタン
男子Ｄ一般（５２） 男子Ｄ３５才（６） 男子Ｄ４０才（１２） 男子Ｄ４５才(９) 男子Ｄ５０才(2４) 男子Ｄ５５才(１１) 男子Ｄ６０才(９)

井上　一也 佐藤　正一 本間　伸幸 谷口　幸一郎 藤本　順三 芳賀　修 川上　正士
成田　正彦 長尾　啓史 加藤　邦昭 谷川　　淳一 島田　正美 高橋　隆 川口　基志

ＨＴＣ・富士通厚木 プレストTC・プレストTC ＨＴＣ・ＨＴＣ 森の里TC・森の里TC 森の里TC・鳶尾TC アプローチTC・厚木国際TC 鳶尾TC・鳶尾TC
女子Ｄ一般（10４） 女子Ｄ４０才（９） 女子Ｄ４５才（４） 混合Ｄ（1４３）

吉田　知香 神崎　　順子 木村　伊技子 川端　政幸
長谷川　美子 永廣三代子 竹繁　君子 吉田　知香
T.O.P・T.O.P ＬＴＣ・ＬＴＣ 鳶尾TC・T.O.P 富士通厚木・T.O.P



平成16年 男子Ｓ一般（130） 男子Ｓ３５才（15） 男子Ｓ４０才（27） 男子Ｓ４５才（17） 男子Ｓ５０才（21） 男子Ｓ５５才（16） 男子Ｓ６０才（15）
第28回 大岡　聡 福田　俊一 岩澤　輝和 佐藤　義彦 山口　淳一 野崎　勉 山下　昭男
(722) チャンスＴＣ 日産テク ル・ジタン ソニー厚木 森の里TC ル・ジタン チャンスＴＣ

男子６５才（10） 女子Ｓ一般(71) 女子Ｓ４０才（7） 女子Ｓ４５才（9）
川上　正士 山口　貴子 長嶋　廣子 名取　裕子

鳶尾TC キヤノン アクティブTC ＨＴＣ
男子Ｄ一般（61） 男子Ｄ３５才（12） 男子Ｄ４０才（9） 男子Ｄ４５才(13) 男子Ｄ５０才(18) 男子Ｄ５５才(15) 男子Ｄ６０才(11)

成田　正彦 佐藤　正一 石村　憲一 谷口　幸一郎 山口　淳一 高橋　隆 薄田　靖雄
井上　一也 長尾　啓史 上森　勉 谷川　　淳一 藤本　順三 芳賀　修 中下　俊夫

ＨＴＣ・富士通厚木 プレストTC・プレストTC スリーパーズ・スリーパーズ 森の里TC・森の里TC 森の里TC・森の里TC 厚木国際TC・アプローチTC 厚木国際TC・厚木国際TC

女子Ｄ一般（89） 女子Ｄ４０才（11） 混合Ｄ（145）
田中　啓子 小西　幸子 内海　龍
杉山　豊子 坂田　誠子 吉田　知香

アクティブTC・アクティブTC ＬＴＣ・宮の里ＴＣ ソニー厚木・Ｔ．Ｏ．Ｐ

平成17年 男子Ｓ一般（133） 男子Ｓ３５才（14） 男子Ｓ４０才（20） 男子Ｓ４５才（19） 男子Ｓ５０才（19） 男子Ｓ５５才（23） 男子Ｓ６０才（9）
第29回 成田　正彦 長尾　啓史 岩澤　輝和 佐藤　義彦 二見　一由 谷口　幸一郎 山下　昭男
(704) 富士通厚木 プレストTC ル・ジタン ソニー厚木 ル・ジタン 森の里ＴＣ チャンスＴＣ

男子Ｓ６５才（7） 女子Ｓ一般(66) 女子Ｓ４０才（5） 女子Ｓ４５才（11） 女子Ｓ５０才（0）
川上　正士 姫野　陽子 金田　みどり 長島 廣子

鳶尾TC ソニー厚木 スリーパーズ アクティブＴＣ
男子Ｄ一般（65） 男子Ｄ３５才（8） 男子Ｄ４０才（6） 男子Ｄ４５才(10) 男子Ｄ５０才(18) 男子Ｄ５５才(１5) 男子Ｄ６０才(９)

川端　政幸 井上　智裕 宮澤　弘 稲富　浩彰 二見　一由 高橋　隆 薄田　靖雄
小林　博昭 大森　裕司 北林　博人 渡部　克典 小清水　重男 芳賀　修 中下　俊夫

富士通厚木・Ｔ．Ｏ．Ｐ ソニー厚木・ソニー厚木 ＮＴＴＲ＆Ｄ・ＮＴＴＲ＆Ｄ 森の里TC・ＨＬＴＣ ル・ジタン・ル・ジタン 厚木国際TC・アプローチTC 厚木国際TC・厚木国際TC

女子Ｄ一般（87） 女子Ｄ４０才（6） 女子Ｄ４５才（9） 混合Ｄ（1４5）
田中　啓子 大田　ふさ子 小泉　とき 成田　正彦
杉山　豊子 平野　孝子 近藤　由美子 宮武　悦子

アクティブＴＣ・アクティブＴＣ ル・ジタン・リコー アクティブＴＣ・アクティブＴＣ 富士通厚木・プレストＴＣ

平成18年 男子Ｓ一般（140） 男子Ｓ３５才（13） 男子Ｓ４０才（16） 男子Ｓ４５才（19） 男子Ｓ５０才（22） 男子Ｓ５５才（25） 男子Ｓ６０才（12）
第30回 後藤 康範 長尾 啓史 岩澤 輝和 佐藤 義彦 角田 高春 山口 淳一 石嶋 紘一 
(706) Ｈ Ｔ Ｃ T. Adv HL.TC ソニー厚木 リハビリ 森の里TC チェリー

男子Ｓ６５才（7） 女子Ｓ一般(63) 女子Ｓ４０才（11） 女子Ｓ４５才（7）
渡辺 修 清水 文 野沢 あさみ 長島 廣子 
鳶尾TC FTC森の里 Ｈ Ｔ Ｃ アクティブTC

男子Ｄ一般（64） 男子Ｄ40才（9） 男子Ｄ45才（12） 男子Ｄ50才(11) 男子Ｄ55才(14) 男子Ｄ60才(8) 男子Ｄ65才(6)
小西 順二 井上 智裕 加藤 邦昭 二見 一由 藤本 順三 薄田 靖雄 射場 信一 
渡辺 充 大森 裕司 大木 俊一 小清水 重男 山口 淳一 中下 俊夫 鈴東 義一

富士通厚木.富士通厚木 ソニー厚木.ソニー厚木 Ｈ Ｔ Ｃ.Ｈ Ｔ Ｃ チャンスTC.チャンスTC 森の里TC.森の里TC 厚木国際TC.厚木国際TC ネット、イン.ネット、イン

女子Ｄ一般（97） 女子Ｄ４０才（8） 女子Ｄ４５才（5） 混合Ｄ（137）
高橋 友紀 太田 ふさ子 近藤 由美子 清水 典明 
清水 文 平野 孝子  小泉 とき 成田 清美

宮の里TC.FTC森の里 ル・ジタン.リコー アクティブTC.アクティブTC 富士通厚木.富士通厚木

平成19年 男子Ｓ一般（141） 男子Ｓ３５才（7） 男子Ｓ４０才（13） 男子Ｓ４５才（20） 男子Ｓ５０才（25） 男子Ｓ５５才（29） 男子Ｓ６０才（11）
第31回 重田 健一 坂本 健 福田 和浩 佐藤 義彦 渡部 克典 西 洋三 中村 泰司
(716) ＨＴＣ ＨＴＣ ソニー厚木 ソニー厚木 ＨＬＴＣ ＬＥＴ ＬＥＴ

男子Ｓ６５才（9） 女子Ｓ一般(60) 女子Ｓ４０才（8） 女子Ｓ４５才（12） 女子Ｓ５０才（5）
松本 英樹 西川 満美 野沢あさみ 長島 廣子 常信 佳代子

アクティブＴＣ ＦＴＣ森の里 ＨＴＣ アクティブＴＣ 森の里ＴＣ
男子Ｄ一般（70） 男子Ｄ40才（7） 男子Ｄ45才（9） 男子Ｄ50才(16) 男子Ｄ55才(15) 男子Ｄ60才(7) 男子Ｄ65才(7)

成田 正彦 加藤 了三 橋本 満則 渡部 克典 高橋 隆 山下 昭男 武田 勲
小林 博昭 福田 俊一 堀嶋 裕 稲富 浩彰 芳賀 修 飛鳥井 光治 松本 英樹

富士通厚木・Ｔ．Ｏ．Ｐ 日産テク・日産テク Ｔ．Ｏ．Ｐ・Ｔ．Ｏ．Ｐ ＨＬＴＣ・森の里ＴＣ 厚木国際TC・アプローチＴＣ チャンスＴＣ・厚木市役所 アクティブＴＣ・アクティブＴＣ

女子Ｄ一般（90） 女子Ｄ４０才（6） 女子Ｄ４５才（8） 女子Ｄ５５才（4） 混合Ｄ（94） 混合Ｄ１００才（43）
清水 文 中田 智子 大田 ふさ子 木村 伊枝子 戎田 友基 稲富 浩彰

高橋 友紀 八島 由美子 植松 麻里 竹繁 君子 井野 由佳子 青柳 純子
ＦＴＣ森の里・宮の里ＴＣ チャンスＴＣ・チャンスＴＣ チャンスＴＣ・チャンスＴＣ 鳶尾ＴＣ・Ｔ．Ｏ．Ｐ ＨＴＣ・ＨＴＣ 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ

平成20年 男子Ｓ一般（132） 男子Ｓ３５才（6） 男子Ｓ４０才（11） 男子Ｓ４５才（21） 男子Ｓ５０才（21） 男子Ｓ５５才（26） 男子Ｓ６０才（18）
第32回 大岡 聡 鈴木 伸洋 長尾 啓史 佐々木 浩 角田 高春 西 洋三 中村 泰司
(679) チャンスTC ソニー厚木 LET LET リハビリ ＬＥＴ ＬＥＴ

男子S65才（8） 男子S70才（5） 女子Ｓ一般(52) 女子Ｓ４０才（4） 女子Ｓ４５才（11） 女子Ｓ５０才（8）
武田 勲 渡辺 修 吉田 知香 野沢あさみ 長島 廣子 名取 裕子

アクティブTC 鳶尾TC Ｔ．Ｏ．Ｐ HTC アクティブＴＣ HTC
男子Ｄ一般（56） 男子Ｄ40才（8） 男子Ｄ45才（9） 男子Ｄ50才(12) 男子Ｄ55才(17) 男子Ｄ60才(10) 男子Ｄ65才(9)

成田 正彦 加藤 了三 入岡 一吉 二見 一由 島田 正美 潮田 幸夫 高橋 英一
小林 博昭 福田 俊一 加藤 邦昭 渡部 克典 改 啓一 井上 修二 柏原 康男

富士通厚木・Ｔ．Ｏ．Ｐ 日産テク・日産テク HLTC・HTC チャンスTC・HLTC 鳶尾TC・鳶尾TC 宮の里TC・リコー プレストTC・プレストTC

女子Ｄ一般（89） 女子Ｄ４０才（6） 女子Ｄ４５才（6） 女子Ｄ５０才（7） 混合Ｄ（80） 混合Ｄ１００才（47）
清水 文 遠藤 京美 中田 智子 佐藤 則子 成田 正彦 加藤 正信

高橋 友紀 佐久間 紀恵 八島 由美子 高野 みゆき 高橋 友紀 加藤 千枝子
ＦＴＣ森の里・宮の里ＴＣ プレストTC・プレストTC チャンスＴＣ・チャンスＴＣ アクティブTC・アクティブTC 富士通厚木・宮の里TC T.Adv・T.Adv

平成21年 男子Ｓ一般（127） 男子Ｓ３５才（5） 男子Ｓ４０才（11） 男子Ｓ４５才（15） 男子Ｓ５０才（19） 男子Ｓ５５才（29） 男子Ｓ６０才（13）
第33回 山口 雄大 井上 隆治 長尾 啓史 佐々木 浩 今泉 久 伏見 和夫 中村 泰司
(628) 厚木国際ＴＣ アンリツ LET LET チャンスＴＣ HTC LET

男子S65才（14） 女子Ｓ一般(37) 女子Ｓ４０才（9） 女子Ｓ50才（7）
石嶋 紘一 加藤 千咲 野沢 あさみ 寺本 尚子
チェリー 日産テク HTC HTC

男子Ｄ一般（52） 男子Ｄ40才（4） 男子Ｄ45才（12） 男子Ｄ50才(10) 男子Ｄ55才(18) 男子Ｄ60才(8) 男子Ｄ65才(6)
川端 政幸 近藤 宏司 大木 俊一 稲富 浩彰 藤本 順三 高橋 隆 山下 昭男
井上 一也 長尾 啓史 大木 敦 渡部 克典 押見 文明 芳賀 修 飛鳥井 光治

富士通厚木・ＨＴＣ ＬＥＴ・ＬＥＴ ＨＴＣ・ＨＴＣ 森の里TC・HLTC 森の里ＴC・森の里ＴＣ 厚木国際ＴＣ・アプローチＴＣ チャンスＴＣ・ＨＴＣ
女子Ｄ一般（78） 女子Ｄ４０才（6） 女子Ｄ４５才（7） 女子Ｄ５０才（7） 混合Ｄ（85） 混合Ｄ１００才（49）

高橋 紀美江 森 映子 橋爪 眞理子 高野 みゆき 川端 政幸 門田 隆
高橋 真波 伊藤 寿恵 黒木 喜久江 山田 美智子 吉田 知香 名取 裕子
ＨＴＣ・ＨＴＣ T.O.P・T.O.P 森の里ＴＣ・ＨＬＴＣ ナイスショット・森の里ＴＣ 富士通厚木・T.O.P ＨＴＣ・ＨＴＣ



平成22年 男子Ｓ一般（120） 男子Ｓ３５才（4） 男子Ｓ４０才（10） 男子Ｓ４５才（12） 男子Ｓ５０才（20） 男子Ｓ５５才（27） 男子Ｓ６０才（15）
第34回 高橋 洋昌 小林 一晴 秋元 健大 川端 政幸 大野 満晴 山口 達夫 藤本　順三
(600) Ｔ-ＭＡＣＨ 日産テク プレストTC 富士通厚木 チャレンジ オリオンTC 森の里TC

男子S65才（14） 女子Ｓ一般(48) 女子Ｓ50才（4）
石嶋 紘一 加藤 千咲 常信 佳代子
チェリー 日産テク 森の里TC

男子Ｄ一般（55） 男子Ｄ40才（6） 男子Ｄ45才（7） 男子Ｄ50才(5) 男子Ｄ55才(16) 男子Ｄ60才(9) 男子Ｄ65才(8)
成田 正彦 中村 誠 高橋 英敏 橋本 満則 藤本 順三 藤間 行雄 山下 昭男
清水 典明 後藤 寛 加藤 政通 堀嶋 裕 押見 文明 青木 洋明 飛鳥井 光治

富士通厚木・富士通厚木 リコー・リコー チャンス・HLTC ＴＯＰ・ＴＯＰ 森の里ＴC・森の里ＴＣ チェリー・チェリー チャンスＴＣ・チャレンジ

女子Ｄ一般（79） 女子Ｄ４５才（4） 女子Ｄ５０才（9） 混合Ｄ（81） 混合Ｄ１００才（47）
高橋 紀美江 橋爪 眞理子 半谷 真矢 戒田 友基 門田 隆
高橋 真波 黒木 喜久江 青木 温子 高橋 真波 名取 裕子

厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ 森の里ＴＣ・ＨＬＴＣ ＨＬＴＣ・ＨＬＴＣ 厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ 厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ

平成23年 男子Ｓ一般（127） 男子Ｓ３５才（4） 男子Ｓ４０才（12） 男子Ｓ４５才（20） 男子Ｓ５０才（23） 男子Ｓ５５才（27） 男子Ｓ６０才（19）
第35回 高橋　洋昌 木本　承志 小林　一晴 小池　辰明 佐藤　義彦 久保田　隆 藤本　順三
(621) Ｔ-ＭＡＣＨ 厚木国際ＴＣ 日産テク Ｔ-ＭＡＣＨ ソニー厚木 厚木国際ＴＣ 森の里ＴＣ

男子S65才（14） 男子S70才（6） 女子Ｓ一般(50) 女子Ｓ40才（4） 女子Ｓ50才（9）
石嶋　紘一 松本　英樹 後藤　朋子 杉本　祐子 名取　裕子

チェリー 新厚木ＴＣ Ｔ-ＭＡＣＨ チェリー 厚木HKF
男子Ｄ一般（46） 男子Ｄ40才（4） 男子Ｄ45才（7） 男子Ｄ50才(5) 男子Ｄ55才(12) 男子Ｄ60才(13) 男子Ｄ70才(4)

成田　正彦 宮沢　豊 高橋　英敏 加藤　了三 藤本　順三 藤間　行雄 武田　勲
成田　翔真 高須　一貴 加藤　政通 阿部　真 押見　文明 青木　洋明 松本　英樹

富士通厚木・富士通厚木 アプローチＴＣ・アプローチＴＣ チャンスＴＣ・ＨＬＴＣ 日産テク・日産テク 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ チェリー・チェリー 新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ
男子Ｄ初級（15）

和田　尚樹
和田　任弘

アンリツ・アンリツ

女子Ｄ一般（59） 女子Ｄ４５才（4） 女子Ｄ５０才（9） 女子Ｄ初級（10） 混合Ｄ一般（70） 混合Ｄ１００才（40） 混合Ｄ１2０才（8）
高橋　真波 名取　裕子 森　映子 福永　真由美 成田　正彦 門田　隆 藤本　順三

高橋　紀美江 大山　優子 伊藤　寿惠 北村　美香 米山　和子 名取　裕子 尾崎　史子
厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ 厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ Ｔ．Ｏ．Ｐ・Ｔ．Ｏ．Ｐ リハビリ・リハビリ 富士通厚木・アンリツ 厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ

平成24年 男子Ｓ一般（116） 男子Ｓ３５才（8） 男子Ｓ４０才（14） 男子Ｓ４５才（23） 男子Ｓ５０才（15） 男子Ｓ５５才（18） 男子Ｓ６０才（27）
第36回 柳井 翔太 坂林 貴之 石川 康次 川端 政幸 南 久男 園田 雅則 藤本　順三
(591) 厚木HKF ソニー厚木 チャレンジ 富士通厚木 チェリー 新厚木ＴＣ 森の里ＴＣ

男子S65才（14） 男子S70才（8） 女子Ｓ一般(35) 女子Ｓ45才（5） 女子Ｓ50才（5）
中村 泰司 高橋 英一 高橋 真波 羽鳥 千賀子 常信 佳代子

ナイスショット プレストTC 厚木HKF 新厚木ＴＣ 森の里ＴＣ
男子Ｄ一般（52） 男子Ｄ45才（7） 男子Ｄ50才(6) 男子Ｄ55才(11) 男子Ｄ60才(13) 男子Ｄ65才(4) 男子Ｄ初級（11）

成田　正彦 高橋　英敏 大野 満晴 稲富 浩彰 松本 憲明 山下 昭男 伊藤 洋二
成田　翔真 加藤　政通 南 久男 渡部 克典 淵田 孝一 飛鳥井 光治 下村 幸一

富士通厚木・富士通厚木 チャンスＴＣ・ＨＬＴＣ チャレンジ・チェリー 森の里ＴＣ・HLTC ソニー厚木.ソニー厚木 チャンスＴＣ・チャレンジ チェリー・チェリー
女子Ｄ一般（56） 女子Ｄ４0才（5） 女子Ｄ５０才（7） 女子Ｄ初級（7） 混合Ｄ一般（75） 混合Ｄ１００才（41） 混合Ｄ１2０才（8）

高橋　真波 伊藤 由美子 森　映子 稲村 美菜子 柄沢 庄一 門田　隆 藤本　順三
高橋　紀美江 中田 智子 伊藤　寿惠 櫻井 真紀 高橋 真波 名取　裕子 尾崎　史子

厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ チャンスＴＣ・チャンスＴＣ Ｔ．Ｏ．Ｐ・Ｔ．Ｏ．Ｐ 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ 新厚木TC・厚木ＨＫＦ 厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ

平成25年 男子Ｓ一般（121） 男子Ｓ３５才（5） 男子Ｓ４０才（11） 男子Ｓ４５才（24） 男子Ｓ５０才（20） 男子Ｓ５５才（22） 男子Ｓ６０才（24）
第37回 大木 一史 坂林 貴之 鈴木 伸洋 川端 政幸 萩原 公康 園田 雅則 山口 達夫
(597) T-MACH ソニー厚木 ソニー厚木 富士通厚木 T-MACH 新厚木ＴＣ オリオンＴＣ

男子S65才（17） 男子S70才（11） 女子Ｓ一般(37) 女子Ｓ45才（4） 女子Ｓ50才（9）
中村 泰司 松本 英樹 高橋 真波 亀井 真由美 山口 弘子

ナイスショット 新厚木ＴＣ 厚木ＨＫＦ チェリー オリオンＴＣ
男子Ｄ一般（50） 男子Ｄ40才（4） 男子Ｄ45才（6） 男子Ｄ50才(10) 男子Ｄ55才(11) 男子Ｄ60才(10) 男子Ｄ65才(7)

本庄 利守 木本 承志 小島 輝彦 大野 満晴 大木 俊一 山口 達夫 西生 孝雄
川端 政幸 久保田 三義 佐藤 広三 南 久男 入岡 一吉 吉田 博行 山田 信一

NTTR&D･富士通厚木 厚木国際TC.厚木国際TC ナイスショット･厚木ＨＫＦ チャレンジ・チェリー T-MACH･T-MACH オリオンＴＣ･オリオンＴＣ チェリー・チェリー
男子Ｄ初級（7）

森田 雅仁
藤原 康治

富士通厚木・富士通厚木

女子Ｄ一般（50） 女子Ｄ４5才（6） 女子Ｄ５０才（10） 女子Ｄ初級（6） 混合Ｄ一般（64） 混合Ｄ１００才（37） 混合Ｄ１2０才（14）
高橋　真波 橋本 厚子 森 映子 猪狩 明美 成田 翔真 門田 隆 草山 毅

高橋　紀美江 加藤 千枝子 伊藤 寿恵 山口 浩子 後藤 朋子 名取 裕子 大里 史
厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ Ｔ．Ｏ．Ｐ・オリオンＴＣ Ｔ．Ｏ．Ｐ・Ｔ．Ｏ．Ｐ 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ 富士通厚木・T-MACH 厚木ＨＫＦ・厚木ＨＫＦ ナイスショット･ナイスショット

平成26年 男子Ｓ一般（81） 男子Ｓ３５才（6） 男子Ｓ４０才（10） 男子Ｓ４５才（24） 男子Ｓ５０才（19） 男子Ｓ５５才（24） 男子Ｓ６０才（19）
第38回 柄沢 庄一 坂林 貴之 岡本 真也 福田 和浩 高橋 英敏 園田 雅則 高崎 勤
(637) 新厚木ＴＣ ソニー厚木 日産テク ソニー厚木 チャンスＴＣ 新厚木ＴＣ 新厚木ＴＣ

男子S65才（17） 男子S70才（13） 男子Ｓ初級（13） 女子Ｓ一般(37) 女子Ｓ45才（4） 女子Ｓ50才（13） 女子Ｓ初級（11）
横山 民穂 山下 昭男 川上 浩司 高橋 真波 亀井 真由美 羽鳥 千賀子 増田 由美
森の里ＴＣ チャンスＴＣ ネット、イン 厚木ＨＫＦ チェリー チャレンジ チャレンジ

男子Ｄ一般（39） 男子Ｄ35才（3） 男子Ｄ40才（6） 男子Ｄ45才（10） 男子Ｄ50才(10) 男子Ｄ55才(6) 男子Ｄ60才(9)
柄沢 庄一 浅見 健司 岩岡 丈二 魚川 洋 越智 浄観 門田 隆 山口 達夫
土井 雅之 磯尾 洋介 江端 保宏 近藤 正夫 横山 宏 橋本 満則 吉田 博行

新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ ソニー厚木.ソニー厚木 新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ リコー・リコー 厚木ＨＫＦ・Ｔ．Ｏ．Ｐ オリオンＴＣ･オリオンＴＣ

男子Ｄ65才(5) 男子Ｄ70才(5) 男子Ｄ初級（11）
白川 拓治 武田 勲 西浦 倫史

飛鳥井 光治 松本 英樹 鈴木 啓太
宮の里ＴＣ・チャレンジ 新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ ソニー厚木.ソニー厚木

女子Ｄ一般（49） 女子Ｄ４0才（7） 女子Ｄ45才（5） 女子Ｄ50才（11） 女子Ｄ55才（3） 女子Ｄ初級（6）
柳沼 未央 福田 慶子 橋本 厚子 森 映子 佐久間 紀恵 小西 由希子

永重 あゆみ 秋元 みどり 加藤 千枝子 伊藤 寿恵 渡部 一美 堀江 多香恵
T-MACH･厚木ＨＫＦ 厚木国際TC.厚木国際TC Ｔ．Ｏ．Ｐ・オリオンＴＣ Ｔ．Ｏ．Ｐ・Ｔ．Ｏ．Ｐ プレストTC・チェリー 新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ

混合Ｄ一般（66） 混合Ｄ１００才（36） 混合Ｄ１2０才（13） 混合Ｄ初級（9） 男子S小学生(20) 女子S小学生(17)
柄沢 庄一 佐藤 純 山下 昭男 石川 紫音 森田 泳志 小見山 祐依
高橋 真波 志田 美恵子 山口 弘子 石川 かおり

新厚木ＴＣ・厚木ＨＫＦ プレストTC・プレストTC チャンスＴＣ・チャンスＴＣ チャレンジ・チャレンジ 富士通厚木 鳶尾TC



平成27年 男子Ｓ一般（100） 男子Ｓ３５才（4） 男子Ｓ４０才（10） 男子Ｓ４５才（18） 男子Ｓ５０才（27） 男子Ｓ５５才（18） 男子Ｓ６０才（22）
第39回 糸川 航太 溝呂木 聰 岡本 真也 角田 隆一 市野澤 厳典 園田 雅則 二見 一由
(706) チャンスＴＣ ネット、イン 日産テク リコー 日立厚木 新厚木ＴＣ チャンスＴＣ

男子S65才（19） 男子S70才（12） 男子Ｓ初級（21） 女子Ｓ一般(27) 女子Ｓ40才（4） 女子Ｓ45才（5） 女子Ｓ50才（6）
横山 民穂 石嶋 紘一 松尾 茂 山田 梨央 榊原 智子 米山 和子 羽鳥 千賀子
森の里ＴＣ チェリー アンリツ 新厚木ＴＣ アプローチＴＣ アンリツ チャレンジ

女子Ｓ初級（18） Jr男子S16才以下(7) Jr男子S14才以下(7) Jr男子S12才以下(18) Jr男子S10才以下(12) Jr女子S16才以下(3) Jr女子S12才以下(10)
鈴木 沙香 岡部 理玖 成井 大陽 添田 源斗 林部 哉汰 金丸 日菜子 杉本 夏希
チャレンジ 厚木国際TC チャレンジ 厚木国際TC 富士通厚木 ネット、イン チャレンジ

Jr女子S10才以下(6)
添田 ゆう

厚木国際TC
男子Ｄ一般（51） 男子Ｄ35才（4） 男子Ｄ40才（4） 男子Ｄ45才（9） 男子Ｄ50才(14) 男子Ｄ55才(8) 男子Ｄ60才(11)

小林 博昭 浅見 健司 中山 弘 魚川 洋 猪俣 誠 門田 隆 佐藤 純
成田 翔真 磯尾 洋介 矢野 厚一 近藤 正夫 松井 仁司 萩原 公康 草山 毅

Ｔ．Ｏ．Ｐ・富士通厚木 ソニー厚木.ソニー厚木 オリオンＴＣ・ネット、イン 森の里ＴＣ・森の里ＴＣ ネット、イン・チャレンジ 新厚木ＴＣ・T-MACH プレストTC・ナイスショット

男子Ｄ65才(7) 男子Ｄ初級（11）
藤本 順三 呑海 真吾
押見 文明 尾園 邦明

森の里ＴＣ・森の里ＴＣ 日産テク・日産テク
女子Ｄ一般（43） 女子Ｄ４0才（7） 女子Ｄ45才（8） 女子Ｄ50才（10） 女子Ｄ55才（3） 女子Ｄ初級（15）

柳沼 未央 瀬戸 多加美 橋本 厚子 名取 裕子 山口 弘子 藁科 理恵
松尾 あゆみ 伊達 加代子 加藤 千枝子 上野 明子 秦 千登勢 高橋 弘子

T-MACH・厚木ＨＫＦ チェリー・チェリー Ｔ．Ｏ．Ｐ・オリオンTC 厚木ＨＫＦ・ＦＴＣ森の里 オリオンTC・新厚木ＴＣ チャンスＴＣ・チャンスＴＣ

混合Ｄ一般（58） 混合Ｄ１００才（29） 混合Ｄ１2０才（20） 混合Ｄ初級（20）
柄沢 庄一 大貫 潤 山下 昭男 和田 任弘
高橋 真波 小田 智子 佐藤 早苗 大谷 邦江

新厚木ＴＣ・厚木ＨＫＦ Ｔ．Ｏ．Ｐ・Ｔ．Ｏ．Ｐ チャンスＴＣ・チャンスＴＣ アンリツ・宮の里ＴＣ

平成28年 男子Ｓ一般（10３） 男子Ｓ４０才（９） 男子Ｓ４５才（1０） 男子Ｓ５０才（２１） 男子Ｓ５５才（24） 男子Ｓ６０才（22） 男子S65才（20）
第40回 川口 泰明 川端 政幸 近藤 正夫 角田 隆一 園田 雅則 高崎 勤 宮里 三郎
(649) （ネット、イン） （富士通厚木） （森の里ＴＣ） （リコー） （新厚木ＴＣ） （新厚木ＴＣ） （スターＴＣ）

男子S70才（13） 男子Ｓ初級（26） 女子Ｓ一般(32) 女子Ｓ40才（5） 女子Ｓ45才（7） 女子Ｓ50才（11） 女子Ｓ初級（14）
石嶋 紘一 大沼 勝志 櫻田 瞳 星野 美樹子 伊達 佳代子 伊藤 薫 野崎 美紀
（チェリー） （厚木ＨＫＦ） （チェリー） （チャレンジ） （チェリー） （ネット、イン） （チャレンジ）

男子Ｄ一般（51） 男子Ｄ35才（4） 男子Ｄ40才（6） 男子Ｄ45才（7） 男子Ｄ50才(12) 男子Ｄ55才(9) 男子Ｄ60才(11)
柄沢 庄一 浅見 健司 田中 潤 岩岡 丈二 角田 隆一 門田 隆 山口 達夫

牛久保 隆史 磯尾 洋介 柴崎 信行 及川 昭裕 鈴木 昇 萩原 公康 吉田 博行
新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ ソニー厚木・ソニー厚木 ネット、イン・チャレンジ 新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ リコー・リコー 新厚木ＴＣ・T-MACH オリオンＴＣ・オリオンＴＣ

男子Ｄ65才(8) 男子Ｄ70才(3) 男子Ｄ初級（16）
西 洋三 大鹿 修二 山田 学

原口 貴史 早坂 弘 神出 正彦
ナイスショット・新厚木ＴＣ 富士通厚木・富士通厚木 森の里ＴC・森の里ＴＣ

女子Ｄ一般（32） 女子Ｄ４0才（8） 女子Ｄ45才（12） 女子Ｄ50才（18） 女子Ｄ55才（4） 女子Ｄ初級（7）
柳沼 未央 近森 和子 成田 清美 橋本 厚子 谷田 英子 国府田 真奈美
高橋 真波 山本 則子 米山 和子 加藤 千枝子 山口 悦子 大谷 弘美

T-MACH・厚木ＨＫＦ 森の里ＴＣ・ＦＴＣ　森の里 富士通厚木・アンリツ Ｔ．Ｏ．Ｐ・オリオンＴＣ 新厚木ＴＣ・新厚木ＴＣ ＨＬＴＣ・ＨＬＴＣ
混合Ｄ一般（56） 混合Ｄ１００才（34） 混合Ｄ１2０才（17） 混合Ｄ初級（17）

白須 晃太 大貫 潤 草山 毅 有崎 直樹
早坂 恵 加賀美 淑姫 大里 史 有崎 美由紀

T-MACH・T-MACH Ｔ．Ｏ．Ｐ・チャレンジ ナイスショット・ナイスショット 日産テク・日産テク


