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創立 40周年をむかえて

調布市バドミントン連盟

会長 宗澤孝治

調布市バドミントン連盟が、ここに創立 40周年を迎えますことを、会員

の皆様と共に心からお慶び申し上げます。

当連盟は、昭和34年 4月創設以来バドミントンを愛してこられました、多

くの会員の皆様方に支えられ、献身的な努力と情熱により今日まで飛躍的な

隆盛を遂げて参りました。

これは偏に、諸先輩のたゆまぬ努力と、ご指導ご支援を賜りました行政当

局のご協力の賜であり、会長として深い敬意と感謝の意を表すところでござ

います。

さて、近年の競技会に選手として出場される皆さんは、全国レベルでの各

種大会においても、優秀な成績を収めていることは御存じのとおりです。

なかでも、昨年度は都民大会において女子の部で優勝の栄冠に輝かれる等、

会員皆様方の技術的なレベルの向上はもとより、競技の普及や大会等の運営

技術面においても、多大な成果を収めておられます。

今後、高齢化社会を迎え、生涯スポーツが叫ばれ、また、完全学校週 5日

制が施行されようとする中で、私達は社会に何かを期待するのでなく、何が

出来るかを充分認識し、創造性が発揮できる紺織（連盟）の育成を目指し、

積極的に取り組んで参りたいと考えております。

連盟は 40周年を契機として、今日迄の輝かしい成果と伝統ある組織を更

に充実発展し、次なる 50周年に向け、着実な第一歩を踏み出して参りたい

と存じます。

今後とも、会員皆様方のご支援と関係各位のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げる次第にございます。



ごあいさつ

調布市バドミントン連盟

理事長 霜、令り 郡司

調布市バドミントン連盟は1959年（昭和34年）結成以来、ここに創立40周

年を迎えることが出来ました。これまでご支援をいただいてきた関係団体の

方々をはじめ、連盟に結集されている各クラブの皆様に、心よりお礼申し上

げます。また、創立当時から今日に至る先達・役員の方々のご苦労に思いを

巡らすとき、改めて40年の歴史の重さに身の引き締まる思いです。

創立期、成長期、安定・成熟期を進んできたわが連盟ですが、ここ 3~4年

は登録者・団体とも減少傾向が続いています。何とかバドミントン人口の増

加と連盟の拡大•発展をめざして、 40周年を前後していくつかの改革・改善

に取り組み始めています。

昨年から生涯スポーツの条件づくりと熟年選手の励みにつながればと、

ダブルス大会に「壮年の部」を新しく設けました。また、（社）体育協会の委

託事業として「初級者教室・ワンポイントレッスン」を、 1期6回・ 1年に

5期、総合体育館で毎週金曜日の午前に行っています。更に今年度から、登録

資格要件に特例として「条件付き在クラブ登録」を認め、登録団体の存続と

拡大に向けて規制緩和・開放政策？を導入しました。

少子化が進む中、中学校・高校のバドミントン部の育成や、 PTA・地域

開放でバドミントンを楽しんでいる人たちが連盟に参加する機会と条件を広

げていくことも今後の課題です。

いろいろ多くの課題を抱える連盟ですが、何といっても楽しく元気でバドミントン

を続けていけることが一番です。連盟に集う皆さんと一緒に、 50周年をめざ

して新たなスタートを切りたいと思います。



創立 40周年をお祝いして

社団法人調布市体育協会

会長 林和男

このたび、調布市バドミントン連盟が創立40周年を迎えられましたことを、心

からお慶び申し上げます。

貴連盟は、昭和34年4月に発足し、以来40年にわたり、幾多の試練や困難を克

服されながら、バドミントンの普及奨励に多大な貢献を果たされてまいりました。

これは、ひとえに、歴代の会長はじめ役員や諸先輩の方々の努力と情熱の賜と、

厚く敬意を表したいと思います。

また、創立と同時に調布市体育協会に率先して加盟され、その後の当体育協会

の発展に大きく寄与されるとともに、平成4年1月の社団法人調布市体育協会の設

立に際しても、有力な加盟団体として、多大なるご支援をいただき心から感謝申

し上げます。

貴連盟は、毎年数多くの大会や各種講習会を開催し、指導者の育成等バドミントン

競技人口の底辺の拡充に積極的に取り組むとともに、市町村総合体育大会や都民

体育大会あるいは全国レベルの大会でも優勝を果たすなど市民の期待に大き く応

えられています。

今後、 21世紀に向かって、生涯スポーツの推進が重要な課題だと言われている

中、貴連盟が創立40周年を機に、これまでの実績と厚い信頼を基盤に、さ らに一

層積極的に地域での活動を推進され、市民の期待に応えられますこと を念顧して

やみません。

おわりに、貴連盟の今後のますますのご発展と関係各位のご健勝、ご活躍を心

から祈念いたしましてお祝いの言葉といたします。



創立 40周年記念誌発刊を祝す

東京都バドミントン協会

会長 清 水 務

調布市バドミントン連盟が、ここに創立 40周年を迎えますことを心より

お慶び申し上げます。

ーロに40年といいますが、この歴史をささえてきた多くの方々の努力と精

進は、本当に大変だったと思います。と、同時にアマチュア・スポーツ団体

としてその組織と実績が立派に確立され貴連盟に深甚なる敬意を表します。

創立以来の長い伝統と、隆盛は、その頂点に立った人は勿論のこと、その

柱となった人、連盟をささえた人々、さらにこれを大きく積み上げた会員の

皆様のご協力の賜物と思います。

現在のスポーツ界において、バドミントンは一般大衆の中にとけこみ、高

齢化社会となった今日、生涯スポーツとしての地位を着実に確立しつつあり

ますとともに、ファミリースポーツとして安定した基盤をつくりあげました。

そして、オリンピック種目となった今日、選手に大きな夢を与えています。

どうかこれからも、老若男女を問わず、広く市民の皆様の健康づくりと、

明るい社会づくりに役立つ、コミュニケーションスポーツとして、バドミントン

の普及と発展にご指導いただくことをお願い申し上げます。

この40周年を、一つのステップとして更に大きく飛躍されることを祈念い

たしまして、お祝いのことばといたします。



歴代会長・理事長 平成11年度派遣理事
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初代理事長
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次栄

秀

正

光

郡

東京都バドミントン協会理事

斉郷

三多摩バドミントン協会理事

市丸

小

秀

智 子

調布市体育協会幹事

松 加代子

平成11年度役員

役 職 氏 名 所属クラブ名 役 職 氏 名 所属クラブ名

ム云 長 宗澤孝治 航空宇宙技術研究所 理 事 谷 村 典 子 柏野同好会

副 会 長 小松加代子 スワロー ，，， 小沼 博 K・B・S 

理 事 長 漁 郡司 信天翁 ク 佐藤 昌 之 航空宇宙技術研究所

副理事長・ 斉郷秀一 調布シャトルズ ，，， 大河原幸一 工研社

総務部長 ，，， 片 岡 邦 介 島田理化

総務副部長 長沼富治代 むらさき会 ，，， 徳永 暁 調布市役所

，，， 市 丸智子 染地同好会 ，，， 斉 郷秀一 調布シャトルズ

，，， 谷 戸典子 調布エレガンス ，，， 浦 野昭義 JUKI 

競技部長 金子 聡 ペンギンズ ，，， 小林美知子 スイートピー

競技副部長 三刀 良子 スワロー ，，， 八 木典子 スワロー

ヶ 田 岡記子 スィートビー // 黒 田幸子 セキレイ

，，， 石 井美穂 セキレイ ，，， 市 丸智子 染地同好会

指導部長 白 木耕太郎 信天翁 ケ 櫛 田 徹 にわとり

指導部副部長 加藤 孝 にわとり ，，， 花 田博之 ハミング

，，， 清水ゆかり スワロー ，，， ＾ 居

田和子 パロット

会 計 川嶋三津子 柏野同好会 ，，， 菊池はるか フェニックス

会計監査 浦野昭義 JUKI ク 中 山永里子 プリンス

，，， 片山三枝子 柏野同好会 ，，， 印 南 敏 夫 ペンギンズ

，，，， 篭 本 二三子 むらさき会

理 事 堤 茫ロ 士、し、 信天翁 ，，， 本 川伸逸 四ツ葉

1， 上山根百樹 Wings ，，， 大 平弥興 調布北高等学校

，，， 杉 山綾子 調布エレガンス ，，， 
下 牧 孝 子 I神代高等学校
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I歴代役員・常任理事 I
S52年度 S53年度 S54年度 S55年度 S56年度

会 長 松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲

副 会 長

理 事 長 鈴木 、｛‘却糸 鈴木 潔 鈴木 潔

副理事長 宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治

小松加代子 小松加代子

総務部長 石野洋二 石野洋二 石田光司 石田光司 石田光司

副総務部長 佐藤知康 森本光子 三原妙子

競技部長 鈴木 lす糸刀 鈴木 l・主糸刀 平林則明 平林則明 平林則明

副競技部長 有川洋子 有川洋子

指導部長 宗澤孝治 宗澤孝治 民谷憲二 民谷憲二 堀内正司

副指導部長 堤 隆幸 堤 隆幸

会 計 清水美代子 高山正樹 小松加代子 小松加代子 小松加代子

伊藤 英二

会計監査 加藤 章 北見忠雄 北見忠雄

三原妙子 進あり子 進あり子

常任理事

S57年度 S58年度 S59年度 S60年度 61年度 S62年度
~ 

松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲

宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤 孝治 宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治

鈴木 潔 鈴木 l、主糸刀 鈴木 位‘籾ミ 鈴木 潔 鈴木 l‘却糸 鈴木 l`主糸刀

堀内正司 堀内正司 堀内正司 堀内正司 石田光司 石田光司

石田光司 石田光司 石田光司 石田光司 平林則明 平林則明

小松加代子 小松加代子 小松加代子 小松加代子 有川洋子 有川洋子

石田光司 石田光司 漁 郡司 漁 郡司 笹沢道雄 漁 郡司

田中和子 田中和子 田中 和子 田中和子 平野千穂子 平野千穂子

有川 洋子 有川洋子 有川洋子 有川洋子 内藤 茂 内藤 茂
炉向f 勝治 高梨博之 小林美奈子 小林美奈子 三原妙子 三原妙子

平林則明 平林則明 栗田 裕巨 栗田裕巨 宝金信勝 宝金信勝

小宮 正俊 小宮正俊 平林則明 平林則明 野口裕司 野口裕司

小松加代子 小松加代子 小松加代子 小松加代子 町田昌子 町田昌子

香林幹雄 香林幹雄 青木安雄 青木安雄 香林幹雄 香林幹雄

中村道子 中村道子 森永美江 森永美江 把田隆子 把田隆子

栗田裕巨 栗田裕巨

堀内正司 堀内正司

漁 郡司 小松加代子

小松加代子
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S63年度 平成元年度 H2年度 H3年度 H4年度 H5年度

松崎 勲 松崎 勲 松崎 勲 宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治

宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治 堀内正司 堀内正司 堀内正司

鈴木 浅（糸刀 鈴木 （`ヽ主糸n 鈴木 l‘却糸 栗田裕巨 栗田裕巨 栗田裕巨

石田光司 石田光司 石田光司 石田光司 漁 郡司 漁 郡司

内藤 茂 内藤 茂 内藤 茂 内藤 茂 内藤 茂 内藤 茂

有川洋子 有川洋子 平野千穂子 平野千穂子 平野千穂子 平野千穂子

堤 弘子 堤 弘子

漁 郡司 漁 郡司 阿部 二郎 阿部二郎 田村臣弘 田村臣弘

平野千穂子 平野千穂子 漁 郡司 漁 郡司 黒木ちど り 黒木ちど り

岡本 勇 太田泰子 富永 容子 富永容子 富永容子 富永容子

佐藤賢司 盈金子 聡 金子 聡 金子 聡 金子 聡 金子 聡

小林美奈子 小林美奈子 那須 辰生 那須辰生 小池 満 宮崎美江子

金子 聡 高橋 匡子 宮崎美江子 宮崎美江子 高橋匡子

高橋匡子 高橋匡子

宝金信勝 森本和幸 森本和幸 森本和幸 森本和幸 森本和幸

森本和幸 岡本 勇 大本 和志 元田慶子 元田慶子 元田慶子

堤 弘子 堤 弘子 堤 弘子 塩沢るり子 塩沢る り子

町田昌子 町田昌子 町田昌子 田制輝子 高橋輝子 高橋輝子

田制 輝子

萩原弘基 萩原弘基 宮田悦子 宮田悦子 品橋次雄 尚橋次雄

黒木ちどり 黒木ちどり 栗山 安治 栗山安治 原喜代子 原喜代子

栗 田裕巨 栗田裕巨 堀内正司 小松加代子 小松加代子 小松加代子

堀 内正司 堀内正司 栗田 裕巨

小松加代子 小松加代子 小松加代子

H6年度 H7年度 H8年度 H9年度 H10年度 H 11年度

宗 澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治 宗澤孝治

堀内正司 堀内正司 小松加代子 小松加代子 小松加代子 小松加代子

栗田裕巨 小松加代子

小松加代子

漁 郡司 漁 郡司 漁 郡司 漁 郡司 漁 郡司 漁 郡司

内藤 茂 内藤 茂 内藤 茂 平野千穂子 平野千穂子 斉郷秀一

平野千穂子 平野千穂子 平野千穂子 斉郷秀一

堤 弘子 堤 弘子

金子 聡 金子 聡 金子 聡 金子 聡 斉郷秀一 斉郷秀一

黒木ちどり 黒木ちどり 長沼富治代 長沼富治代 長沼富治代 長沼富治代

篠原篤子 篠原篤子 市丸智子 市丸智子 市丸智子 市丸智子

谷戸典子

田村臣弘 田村臣弘 田村臣弘 片山三枝子 金子 聡 金子 聡

川口知一 川口知一 川 口知一 三刀良子 三刀良子 三刀良子

根上悦子 根上悦子 片山三枝子 野村聡幸 野村聡幸 田岡記子

片山三枝子 片山三枝子 中村真理子 田岡記子 石井美穂

中村真理子 中村真理子

森本和幸 佐藤 衛 佐藤 衛 佐藤 衛 白木耕太郎 白木耕太郎

元田慶子 多田慶子 白木耕太郎 白木耕太郎 加藤 孝 加藤 孝

塩沢るり子 塩沢るり子 加藤 孝 加藤 孝 西村孝子 清水ゆか り

佐藤 衛 白木耕太郎 伊藤克己 西村孝子 清水ゆか り

加藤 孝 西村 孝子 藤瀬一郎

高橋輝子 高橋輝子 山本弘子 富沢美和子 富沢美和子 川鵡三津子

山本弘子 山本弘子 富沢美和子 川嶋三津子

野村聡幸 野村聡幸 上山根百樹 上山根百樹 片山三枝子 片山三枝子

＜／ 市丸智子 市ノ丸 智子 大河原幸一 大河原幸一 浦野昭義 浦野 昭義
とく
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平成11年度連盟登録団体

団体名
登録者数

団体名
登録者数

男子 女子 計 男子 女子 計
., 

信天翁 ・ 11 1 12 セキレイ

゜
26 26 

Wings 

゜
12 12 染地同好会

゜
6 6 

エレガンス

゜
30 30 にわとり 21 11 32 

柏野同好会

゜
29 29 ハミング 10 1 11 

KBS 2 6 8 パロット

゜
12 12 

航空宇宙技術研究所 23 6 29 フェニックス 3 11 14 

工研社 12 1 13 プリンス 14 ， 23 
島田理化 16 1 17 ペンギンズ 21 15 36 

調布市役所 15 ， 24 むらさき会

゜
7 7 

調布シャトルズ ， 8 17 四ツ葉 ， 1 10 

JUKI 11 5 16 調布北高校 10 14 24 

スイートピー

゜
15 15 神代高校

゜
， ， 

スワロー

゜
32 32 計 187 277 464 

（平成11年8月現在）

過去11年間の連盟登録者の推移

登録者数
年度 団体数

男子 女子 合計

H. 1 381 362 743 31 

H. 2 389 302 691 31 

H. 3 359 388 747 31 

H. 4 375 383 758 33 

H. 5 722 32 

H. 6 715 32 

H. 7 684 31 

H. 8 607 30 

H. 9 588 29 

H. 10 510 27 

H. 11 464 25 

(9/1現在）
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平成11年度活動内容

・ ~ 

月 日 内 ワ合 4 場云

4月17日（土） 審判講習会講師宮路秀憲 52名参加 調布市文化会館たづくり

5月16日（日） 第24回春季ダブルス大会 男子39ペア女子106ペア参加 調布市総合体育館

第52回都民体育大会

5月23日（日） 女子の部 3位 稲城市総合体育館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・ ・・ . -------. -... -. ----------------. ---.. -. -. -. ---. -. ------. ---. ----... -----------------------· ···· ···· ······ · ······· ----·-···· ··-···• · ·••・・・

5月30日（日） 男子の部 1回戦 武蔵野市総合体育館

7月11日（日） 第23回夏季シングルス大会 男子51人女子12人 調布市総合体育館
............................................... -.......................................... ---・ •囀•一•------• -• --• --------------------------

第 4回混合ダブルス大会 53ペア参加 調布市総合体育館

7月18日（日） 三多摩市町村大会

男子の部 3位 女子の部 3位 武蔵野市総合体育館

8月26日（木） レデイース大会 51ペア参加 調布市総合体育館

9月 5日（日） 青年大会

）参加 北区滝野川体育館

スポーツフェスティバル

第39回調布市市民体育祭

9月 5日（日） 中学生の部 男子 22ペア 女子 86ペア参加 国領小体育館
................................ .. •••.• .•.• ---.. -------. -. --.... ---.. ---.. --......................................．ー・・・・・・ .............................................. 

9月19日（日） 個人戦一般の部 男子 39ペア 女子 96ペア参加 調布市総合体育館
............... -・-. ---. -. -. -. -. ---•ー・・・ー・・・・・ー・・・・・・・・ ・・一 ．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．． ． ．．． ． ． ．．．． ． ．．．．．．．．．．ー・・ • -• --• -----.．......... .•.••• ・・・・・・・・・-・--・・・-・--・・--・・・・・・..-... ----

10月17日（日） 団体戦 男子 14チーム 女子 29チーム参加 調布市総合体育館

11月14日（日） 講習会 布田小体育館

12月11日（土） バドミントン連盟40周年記念大会・式典 調布市総合体育館

調布クレストンホテル

1月10日 （月） 東京都支部対抗戦 葛飾区総合スポーッセンター

1月16日 （日） 三多摩男女混合団体戦 青梅市総合体育館

1月23日 （日） 第24回冬季ダブルス大会 調布市総合体育館

第22回団体対抗戦（リーグ戦）

2月20日（日） 女子二部以下の部 調布市総合体育館
................................ 呵'....................................................................................................................................... 

3月 5日（日） 男子の部・女子一部 調布市総合体育館

3月12日（日） 三多摩地域対抗戦 東村山市民体育館
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□ 
◇所属（信）：信天翁

（エ）：調布エレガンス

（北）：調布北高校

大会記録

大会記録の見方

(W) :Wings 

（柏）：柏野同好会（柏野小同好会）

(K) :KBS 

（ウ） ：ウッドペッカー

（オー）：オーク製作所

（航）：航空宇宙技術研究所

（研）：エ研社 （島）：島田理化工業（（ア）アルバトロス） （市）：調布市役所

（シ） ：調布シャトルズ

（スイ） ：スィートピー

(J) :JUKI （神）：神代高校

直

（染）：染地同好会

（東）：東電学園

（ハ） ：ハミング

（プ） ：プリンス

（四）：四ツ葉

（三）：三杉クラブ

（オ） ：オストリッチ

（ス）：スワロー

（百）：第百生命

（デ）：日本電気データ機器

（パ） ：パロット

（ぺ） ：ペンギンズ

（リョ）：（株）リョーサン

(N)・（中）：NTI中央学園

（桐）：桐朋女子高校

（お）・（七お） ：おやじの会（バ） ：バイオレット

（野）：野川小同好会 （大）・（大町）：大町小同好会

（若）：若葉小同好会 （布）：布田小同好会

（三小） ：三小PTA （ド） ：ドリーム

（一小）：第一小同好会 （飛） ：飛田給小

（和）：調和小 （土）：土曜会

（き） ：北の台小

(-）：一般

◇所属（神）：神代中学校

（五）：第五中学校

（八）：第八中学校

（三）：第三中学校 （四）：第四中学校

（六）：第六中学校 （七）：第七中学校

（桐）：桐朋女子中学校
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（セ）：セキレイ

（電）：電気通信大学

（に） ：にわとり

（フ） ：フェニックス

（南）：調布南高校

（む）：むらさき会

（三中）：第三中学校PTA

(GO) :GO HANDS 

（国）：国領小同好会

（杉）：杉森小同好会

（や）・（雲）：八雲台小同好会

（緑）：緑ヶ丘小PTA

（富）：富士見クラブ

(T)：多摩川小PTA



春季ダブルス大会（男子の部）

第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回
(H.l.6.4) (H.2.5.27) (H.3.7.7) (H.4.5.31) (H.5.5.16) (H.6.5.15) 

会場 国領小学校 総合体育館 布田小学校 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (9ペア） 1部 (16ペア） 1部 (20ペア） 1部 (15ペア） 1部 (19ペア） 1部 (17ペア）

1位 堤浩・野口 （信） 堤浩・加藤 （信） 堤浩•森本 （信・ 三） 沖田・堤陸 （ペ ・信） 伊藤•藤瀬 （に・ウ） 加藤•神 （に •四 ）

2位 小野・阿綿 （に） 沖田・多田 （ぺ） 堤隆・金子 （信・シ） 小野 ・塙 （に •四 ） ー政・浦野 (J) 多田・漁 （ペ ・信）

3位 ー政・浦野 (J) 寺本 ・渋谷 （三） 小野・那須 （に・研） 大浦・小池 （デ） 福沢・西田 （プ） 萩原・増岡 （島 • K)

4位 漁・ 利根 （信） 阿蔀・小野 （に） 大浦•松本 ｛デ） 金子 ・伊藤 （シ ・ペ） 小池・大浦 （デ） 小野・佐藤 （に）

ベ 新谷・宝金 （フ） 市丸•藤瀬 （染） ー政・浦野 (J) 小野 ・出崎 （に ・ペ） 出崎・金子 （ペ ・シ）

ス 志賀•福沢 （プ） 福沢・岸本 （三） 中山・竹原 （プ） 井街・土屋 （電・一） 中山・藤涌 （プ・ウ）
卜

北沢・中山 （プ） 福沢 ・寺本 （プ ・三） 印南・西田 （デ・ ー） 増岡・萩原 (K・ 島） 伊藤•吉井 （に・ウ）
8 
位 金子・増岡 (K) ー政 ・浦野 (J) 森本・福沢 （ウ） 那須・白木 （研）

種 目 2部 (17ペア） 2部 (18ペア） 2部 (28ペア） 2部 (19ペア） 2部 (19ペア） 2部 (22ペア）

1位 倉田 ，町田 (K) 大塩・稲毛 （シ） 土門 ・神岡 （電） 田村・漁 （シ・信） 伊地知・佐藤 （南） 小林・小沢 （ぺ）

2位 岡本・田中 （オ） 大浦，森本 （デ） 石田・山崎 （三 ・研） 嵩津 •吉田 （信） 松浦•田中 （南） 田村・鈴木 （シ）

3位 小宮・宗澤 （島・航） 栗田・鈴木常 （信） 笹沢，上山 （信） 相川•井本 （ぺ） 高橋•清水 （ウ） 熊崎・長沢 （市・リ ヨ）

ク 内藤•田村 （シ） 高津・ 谷口 (1ヽ） 高橋次・高橋義 (J) 倉田・ 舘 (K) 大鐘•藤崎 (K) 真下・遠藤 （東）

ベ 渋谷・笹本 (J) 居樹・文野 （に） 篠•清水 （南） 藤綺・大鐘 (K) 佐藤正•佐藤孝 （ぺ） 藤崎・ 大鐘 (K) 

ス 栢・居樹 （に） 堀内・宗i睾 （航） 香林・広田 （研） 深沢・小田峨 (J) 平馬・竹内 (Jヽ） 杉村・飯干 （南）
卜

布施田・高橋 （電） 高橋次・高橋義 (J) 寺島・谷口 (Jヽ） 戸田・満田 （に） 伊藤憲・花田 （に） 松村・永井 （東）
8 
位 高橋・高原 （）ヽ） 吉谷•田中 (-） 戸田・ 近藤 （南） 小室•西舘 (Jヽ） 山田・高橋 (-） 大塩 ・中村 （信 ・ハ）

種 目 初級者の部 (15ペア） 初級者の部 (14ペア） 初級者の部 (13ペア） 初級者の部 (11ペア） 初級者の部 (13ペア） 初級者の部 (24ペア）

1位 田中・稗田 （島） 山崎・横井 （オー） 野村・西山 （南） 柳沢，与羽 （島） 長谷川・是枝 （南） 岩倉・牧岡 （島）

2位 富沢・根岸 (-） 向谷・倉上 （航） 守屋・立見 （島） 正置 ・久保 (-） 名雲・山田 （ぺ） 大沼•井上 （南）

3位 相川•井本 (-） 山本・田村 （オー） 名雲・猪岡 （ぺ） 井上・永井 （北） 野村・辻井 （航） 猪岡・磯部 （ぺ）

ク 川上•宮川 （百） 貞松・小杉 （信） 佐藤•森 （南） 篠崎 ，井上 （神） 員下・遠藤 （東） 島田・平井 （東）

ベ 市村・浅田 （染） 神下・小阪 (1ヽ） 伊地知・木村 （南） 大石・真嶋 （南） 黒田・春山 (-) 
ス 林・加治屋 （島） 情水・梅原 （南） 島田・金沢 （シ） 近藤・森近 （緑）
卜
8 名古屋•福沢 （島） 名雲・猪岡 (-） 河津・長谷川 （南） 小木曽・根津（ぺ）

位 永久保・野路 （ぺ） 村上 ・山村 （東）
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第20回 第21回 第22回 第23回 第24回
(H.7.4.30) (H.8.5.12) (H.9.5.5) (H.10.5.17) (H.11.5.16) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (17ペア） 1部 (18ペア） 1部 (16ペア） 1部 (22ペア） 1部 (15ペア）

1位 伊藤，山田 （に） 小坂・白木 （信 ・研） 藤瀬•吉田 （ウ） 福沢康 ，吉田 （プ・ウ） 藤瀬・白木 （プ ・信）

2位 小野・多田 （に ・ペ） 多田・加藤 （ペ ・に） 伊藤克，白木 （に・信） 肌藤・吉川 （に） 吉田・福沢和 （プ）

3位 福沢・八尋 （プ） 菅・小Ill (-） 加藤•吉川 （に） 伊藤克・白木 （に・信） 加藤・多田 （に・ペ）

4位 佐藤・酒井 （航） 調子・藤涌 （プ・ウ） 福沢和•福沢康 （ウ ・プ） 島崎・白鳥 （に・ 一） 小池•印南 （ぺ）

ベ 増岡，萩原 (K・ 島） 金森•藤井 （電） 小林 ・出崎 （ぺ） 増岡 ・北沢 （に・プ） 萩原・牧岡 （島）

ス 藤瀬 ・中山 （ウ・プ） 堤浩・伊藤克 （信・ に） 多田，佐藤正 （ぺ） 山田・笠原 (Iこ＇・研） 野ロ・堤浩 （信）
卜

印南 ，金子 （デ・シ） 中山・北沢 （プ） 北沢，竹原 （プ） 金子・戸田 （ペ・に） 出崎，小林芳 （ぺ）
8 
位 調子・北沢 （プ） 漁•利根 （信 ・ー） 小野・山田 （に） 野ロ・小坂 （信） 小坂・山田 （信 ・に）

種 目 2部 (22ペア） 2部 (20ペア） 2部 (16ペア） 2部 (18ペア） 2部 (15ペア）

1位 熊崎・長沢 （市 ・信） 岩瀕・有井 （南） 伊藤憲・西村 （に） 堤隆・中村 （信） 阿部・佐藤昌 （航）

2位 楯・野村 （航） 平林，辻井 （航） 中村・小室 （ハ） 大塩・寺尾 （信・プ） 溝渕•藤野 （航）

3位 中村・小室 (Jヽ） 岩倉・牧岡 （島） 安立・武田 （ぺ） 榛澤•原 （ぺ） 田村臣・安西 （シ）

，，， 大町・田中 （島） 竹内・小室 (Iヽ） 岩倉・戸沢 （島・一） 中島・河村 （お） 河村 ・中島 （土）

ベ 岩倉・戸沢 （島） 秋山，内田 （デ） 磯部・猪岡 （む） 倉田・小沼 (K) 大平 • 青木 （北）

ス 田村第・多田 （シ ・プ） 内藤・富永 （シ） 橋爪・中原 （ぺ） 田村・塚本 （北） 小川 ・伊藤浩 （ハ ・一）
卜

須賀・山田 （ぺ） 橋ロ ・笹本 (J) 中島・福浦 （お） 安西•福浦 （シ・一） 竹下•田羽田 （信）8 
位 牧岡・加藤 （島・ペ） 河村・福浦 （お） 小泉・北沢 （お） 舟橋・萱原 （航）

種 目 初級者の部 (11ペア） 初級者の部 (8ペア） 初級者の部 (5ペア） 初級者の部 (5ペア） 初級者の部 (4ペア）

1位 春山・黒田 (-） 金巻・上山 （フ） 小木曽•関口 （む） 鮎川・松田 (-） 塚本 ・山口 （北）

2位 小沼•松葉 （南） 向井・今村 (-） 鈴木・片岡 （島） 大平•田中 （北） 井上 ・大橋 （市）

3位 小川 ・松本 （緑） 徳永・市川 （市） 竹下•清水 （信・一）

ク 大堀・中橙 (-） 福井 ・花田 (Iヽ）

ベ 村田・市川 （市）
ス

安江・白石 (K) 
卜
8 
位

種 目 壮年の部 (5ペア）

1位 斉掲・池 （シ，ー）

2位 山村・内藤 （市・シ）

3位 熊崎・堀内 （市・一）
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春季ダブルス大会（女子の部）

第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回
(H.1.6.4) (H.2.5.27) (H.3.6.9) (H.4.5.31) (H.5.5.16) (H.6.5.15) 

会場 布田小学校 総合体育館 国領小学校 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (28ペア） 1部 (33ペア） 1部 (33ペア） 1部 (33ペア） 1部 (34ペア） 1部 (33ペア）

1位 石谷・白鳥 （フ・信） 堤•森永 （信） 山本・紙 （四） 白烏•石谷 （ス） 森永・元田 （信） 宮崎•西村 （エ）

2位 堤・森永 （信） 石谷・白鳥 （フ・信） 桑田・吉里 （ス） 桑田 ・清水 （ス） 宮崎・原田 （エ） 清水 ・桑田 （ス）

3位 広瀬・望月 （信） 紙・山本 （四） 上山根・塩沢（三） 塩沢 ・上山根 (W) 白鳥・石谷 （フ） 石谷・白鳥 （フ）

4位 桑田・天野 （ス） 宮崎・ 小林 （エ） 宮崎・小林 （エ） 宮崎・真庭 （エ） 上山根・塩沢 (W) 菊池は ・ 高橋（フ•四）

ベ 佐藤・工藤 (I {) 猪爪•松長 （セ） 佐藤・渡辺 (J {) 紙・山本 （四） 市田・多田 （フ・に） 猪爪・渡辺 （セ）

ス 宮崎・柳沢 （エ） 藤田・工藤 （エ） 堤・高橋 （信 ・三） 天野，白川 （ス） 桑田・天野 （ス） 藤田，原田 （エ）
卜

白川・西川 （ス） 上山根・塩沢（三 •K) 井伊・根上 （セ） 松田・多田 （信・に） 清水・吉里 （ス） 塩沢・伊敷 (W) 
8 
位 大塚•石井 （セ） 佐藤・工藤 （）く） 元田・多田 （信・に） 原田 ・工藤 （エ） 菊池•平林 （フ） 吉里 ・白川 （ス）

種 目 2部 (22ペア） 2部 (16ペア） 2部 (20ペア） 2部 (24ペア） 2部 (23ペア） 2部 (22ペア）

1位 松永•西川 （エ） 杉田・坪井 （信・シ） 黒木•関口 （ぺ） 山元・岡郁 （フ） 多田・小川 (;{) 

2位 吉井・塩沢 (K) 原・富沢 （スイ） 三刀・慶野 （ス） 大塩・澤田 （フ） 柴山・阿部 （南） 森永・倉田 (Jく）

3位 生田目・大崎（染） 0宮澤・柳原 （エ） 平田・大川 （セ） 諸角•清水 （フ） 0安藤•宮澤 （エ） O安藤•宮繹 （エ）

ケ 小林ミ•吉田 （ス） 竹内・竹上 （ス） 河井・伊藤 (1く） 内山・鈴木 （シ） 生田且・大崎（染） 斉藤・小谷 (W) 

ベ 鈴木・高松 （セ） 高嶋・ 高橋 （パ・信） 長谷川・畦上 (J) 清水・瀬尾 （フ） 小松•松野 （ス ・スイ） 岩崎・下祁 （若）

ス 橋本・伊藤 (1ゞ） 中川・三刀 （ス） 生田目•岡野（染） 中川・名古屋 （ス） 斉藤・小谷 (W) 樋日・片山 （柏）
卜
8 〇川名 ・宮澤 （エ） 栗栖 ・堀 （エ） 萬田・須賀 （ぺ） 西村•島崎 （ド） 船引•清水 （フ） 横尾・辻 (-） 

位 黒木・萬田 （ぺ） 長沼・名古屋（ス） 大崎・岩井 （染） 日高・鈴木 （フ） 瀬尾・ 土屋 （フ） 小林・往野 （スイ）

種 目 初級者の部 (24ペア） 初級者の部 (13ペア） 初級者の部 (23ペア） 初級者の部 (28ペア） 初級者の部 (42ペア） 初級者の部 (53ペア）

1位 平井，城所 （信・フ） 五十嵐・高野 (-) 中村・松丸 （デ） 高田・山形 (J) 小椋•生田且（神） 堂後 ・平野 （南）

2位 栗栖 ・苫米地 （エ） 伊藤．勝浦 （オー） 内山・鈴木 （シ） 嘉向•福山 （北） 小林・住野 （スイ） 本田・今野 （雲）

3位 名古屋・南 （ス） 今野・田岡 （スイ） 斉藤・桜井 （神） 武藤・高瀬 （柏） 島ロ ・渡辺 （神） 小牧 ・後藤 （神）

I,, 窪田・慶野 （ス） 堀内・小林 （南） 長沢・堀井 (-） 久古谷•本多 (-) 早田・柳川 (-) 寄川•所司 （南）

ベ 田岡・今野 （スイ） 木村・高木 （南） 初野・前田 (J) 渡辺•島口 （神） 林田・所司 （南） 高涌・斉藤 （柏）

ス 平田・大川 （セ） 松村・久保田 （南） 倉茂•関山 （若） 鈴木・皆川 （神） 八木•島 （ス ・野） 斉藤・加治屋 （スイ）
卜

松野 ・川又 （スイ） 松本・安藤 （エ） 林田・山田 （神） 岩崎・大迫 （若） 武藤・加賀谷（柏）
8 
位 本多 ・三刀 （野） 田岡・斉藤 （スイ） 宮地・羽金 （柏） 杉山・小島 （エ） 加藤 ・鈴木 （北）
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第20回 第21回 第22回 第23回 第24回
(H.7.4.30) (H.8.5.12) (H.9.5.5) (H.10.5.17) (H.11.5.16) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (31ペア） 1部 (24ペア） 1部 (23ペア） 1部 (25ペア） 1部 (36ペア）

1位 多田 ・堤 （信） 多田 • 松田 （信） 多田 ・弓削 （ペ・に） 松田 ・堤 （プ） 宮崎・堤 （エ）

2位 清水 • 吉里 （ス） 堤・弓削 （信） 宮崎 ・西村 （エ） 堤•山田 （エ） 多田・黒木 （プ）

3位 宮崎・西村 （エ） 宮崎・西村 （エ） 堤・山田 （エ） 宮崎・西村 （エ） 清水 • 吉里 （ス）

4位 伊敷 ・中山 (W・プ） 清水 • 吉里 （ス） 清水・吉里 （ス） 清水•吉里 （ス） 小池，山口 （ぺ）

ベ 石井 ・平田 （セ） 菊池は・柴田 （フ・に） 広瀬・三刀 （ス） 小原 ・三國 （ス） 平林•関日 （フ・む）

ス 菊池は•石井 （フ） 白川・ 三刀 （ス） 松田・中山 （プ） 天野・白川 （ス） 堤・高瀬 （プ）
卜

三刀•前畑 （ス） 伊敷・小谷 (W) 天野・八木 （ス） 五十嵐 ・多田 （プ・ペ） 菊池は・出崎 （フ・に）
8 
位 黒田 ・渡辺 （セ） 河中 ・内山 （シ） 柴田・ 五十嵐 （に・プ） 三刀・広瀬 （ス） 内山・河中 （シ）

種 目 2部 (15ペア） 2部 (34ペア） 2部 (27ペア） 2部 (32ペア） 2部 (34ペア）

1位 斉藤・片山 （柏） 湯田 ・萱島 （北） 藤田 ・堀井 （エ） 本沢• 平山 （フ） 高田 ・吉里 （フ）

2位 八木•島 （ス） 池・太田 （エ） 上山根•平田 (W) 安部・伊藤 （北） 八谷・久保 (J) 

3位 平野・堂後 （南） 粟津・南 （野） 松田 ・篭本 （む） 里村 ・高瀕文 （プ） 田中 ・植田 （ス・柏）

，，， 〇宮澤・芳賀 （エ） 石川・友安 （フ・市） 高瀬 ・山室 （プ） 栗栖 ・香山 （エ） 松沼・黒木 （ぺ）

ベ 小林，篠原 （スイ ） 清水・楊田 （セ） 南，粟津 （野） 篭本・松田 （む） 白根・白川 （柏）

ス 本田 ・今野 （や） 溝ロ・柳川 (Iゞ） 友安 • 島田 （市・ペ） 本田・小豆畑 （や） Oi睾•安藤 （エ）
卜
8 宮地 ・武藤 （柏） 藤橋 ・永井 （セ・一） 阿部・飯吉 （北） 大畠・滝 （北） 森永・倉田 （パ）

位 栗原・酒井 （／ゞ） 溝ロ・柳川 (1ゞ） 溝ロ・柳川 (Iゞ） 勝本・市川 （北）

種 目 初級者の部 (43ペア） 初級者の部 (28ペア） 初級者の部 (27ペア） 初級者の部 (21ペア） 初級者の部 (29ペア）

1位 堀内・山本 （神） 高瀬 ，山室 （プ） 松井・遠藤 （北） 山ロ・竹下 （エ） 中島 ・西山 （土）

2位 増田•井川 （北） 小野 ・村上由 （ペ・一） 上村・白根 （柏） 神成 • 井上 (-） 高綱・小川 （バ）

3位 浅井・柴田 （北） 岡村 ・青山 （や） 新井 ・高木 （野） 足立，増田 （ス・スイ） 大久保・行方 （市）

，，， 田岡 • 井手 （スイ ） 庄子 ・茂木 （スイ） 近藤 ・池永 （野） 太田智 ・太田雅 (K) 福島・谷口 （市・ハ）

ベ 斉藤・加治屋 （スイ） 阿部・岡本 （スイ） 岩阪・山田 （ス） 木対 ・阿部 （スイ） 池本 ・袴田 （北）
ス 岩崎•岡村 （や） 加藤 ，森村 （ぺ） 鈴木・磯部 （若） 高絹，芝木 (;ゞ） 岩阪 ・近藤 (-小・セ）
卜
8 南・粟津 （野） 正岡 ・金井 （若） 阿節・木対 （スイ） 中野 ，田川 （航） 朝井 ・玉山 (-小）

位 岡 • 松本 （若） 田中•本間 （ス） 太田智・太田雅 (K) 柴田， 亀井 （／く） 高橋・立川 (W) 

種 目 壮年の部 (7ペア）

1位 天野・桂 （ス）

2位 藤田 ・池 （エ）

3位 小林ミ • 長沼 （ス・む）

，，， 籠本 ・佐藤 （ む• 市）
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夏季シングルス大会（男・女）

第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回
(H.1.7.2) (H.2.7.15) (H.3.8.11) (H.4.7.12) (H.5.7.11) (H.6.7.17) 

会場 国領小学校 国領小学校 総合体育館 布田小学校 布田小学校 総合体育館

種目 男子 1部 (9名） 男子 1部 (14名） 男子 1部 (16名） 男子 1部 (15名） 男子 1部 (16名） 男子 1部 (21名）

1位 堤浩 （信） 大浦 （デ） 多田 （ぺ） 印南 （デ） 藤瀬 （ウ） 川井 (-） 

2位 小野 （に） 佐藤 （航） 沖田 （ぺ） 大浦 （デ） 調子 （プ） 白木 （研 ）

3位 阿部 （に） 堤浩 （信） 加藤 （に） 堤浩 （信） 佐藤 （航） 酒井 (-） 

種目 男子 2部 (32名） 男子 2部 (45名） 男子 2部 (31名） 男子 2部 (31名） 男子 2部 (41名） 男子 2部 (47名）

1位 吉井 （一） 新谷 （フ） 井上 （に） 藤井邦 （電） 西田 （プ） 西村浩 （ぺ）

2位 高橋 （三） 福沢 （プ） 萩原 （島） 中山 （プ） 増岡 (K) 森村 （ぺ）

3位 町田 (K) 竹原 （プ） 宮川 （百） 中島 （電） 松浦 （南） 楯 （航）

ク 高橋 (J) 那須 （研） 金子 （シ） 藤井昭 （電） 竹内 （百） 須谷 （航）

種目 男子初級者の部 (30名）男子初級者の綿 (29名） 男子初級者の部 (40名） 男子初級者の部 (26名）男子初級者の都 (55名）男子初級者の部 (40名）

1位 津 田 (-） 長谷部 （北） 伊地知 （南） 松浦 （南） 阿部 （東） 真 下 （東）

2位 久保田 （一） 清水 （南） 野村 （南） 佐藤 （南） 是枝 （南） 杉村 （南）

3位 西村 （神） 山崎 （オー） 高 橋智（北） 野村 （航） 田中 （南） 山田 （ぺ）
，，， 

加藤 （神） 倉上 （航） 田崎 （北） 横井 （オ ー） 演下 （東） 飯干 （南）

種目 女子の部 (31名） 女子の部 (37名） 女子の部 (32名） 女子の部 (18名） 女子の部 (37名） 女子の部 (36名）

1位 堤 （信） 元田 （信） 伊敷 （百） 堤 （電） 紙 （四） 元田 （信）

2位 塩沢 (K) 菊池 （フ） 塩沢 （三） 伊敷 （百） 諸角 （フ） 高橋 （四）

3位 石森 （三） 堤 （信） 松田 （信） 長沢 （神） 堤 （信） 成瀬 （フ）

/1 中 川 （ス） 代田 (K) 平田 （セ） 塩沢 (W) 澤田 （フ） 菊池は （フ）
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第19回 第20回 第21回 第22回 第23回
(H.7.7.9) (H.8.7.14) (H.9.7.13) (H.10.8.30) (H.11.7.11) 

会場 布田小学校 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種目 男子 1部 (12名） 男子 1部 (20名） 男子 1部 (11名） 男子 1部 (18名） 男子 1部 (15名）

1位 酒井 （航） 山田 （に） 山田 （に） 福田 （四） 藤瀬 （プ）

2位 白木 （研） 調子慎 （プ） 萩原 （島） 山田 （に ） 吉田 （プ）

3位 加藤 （に） 藤井 （電） 多田 （ぺ） 加藤 （に） 多田 （ぺ）

種目 男子2部 (26名） 男子 2部 (12名） 男子 2部 (28名） 男子 2部 (14名） 男子 2部 (18名）

1位 大本 （百） 楯 （航） 森村 （ぺ） 中田 （電） 福本 （ぺ）

2位 竹内 （百） 吉田 （信） 牧岡 （島） 楯 （航） 新谷 （一）

3位 吉田 （信） 津野田 （信） 伊藤 （電） 今川 （一） 赤枝 （ぺ）
，，， 小林 （ぺ） 戸田 （に） 長沢 （ウ） 伊藤 （電） 小林芳 （ぺ）

種目 男子初級者の部 (18名）男子初級者の部 (6名）男子初級者の部 (12名）男子初級者の郁 (13名）男子初級者の部 (18名）

1位 大山 （ぺ）
右い＾ 居

（島） 中原 （ぺ） 塚本 （北） 佐藤昌 （航）

2位 牧岡 （島） 溝渕 （航） 橋爪 （ぺ） 山崎 （市） 神光 （四）

3位 堤 （東） 市川 （市） 日吉 （ぺ） 大平 （北）
，，， 久保 (-） 安江 (K) 藤野 （航） 福井 （ハ）

種目 女子の部 (20名） 女子の部 (6名） 女子の部 (10名） 女子の部 (8名） 女子の部 (12名）

1位 多 田 （信） 松田 （信） 堤 （プ） 堤 （プ） 堤 （プ）

2位 菊池は（フ） 弓削 （信） 今川 (-） 今川 (-） 森村 （ぺ）

3位 石井 （フ） 柴田 （に ） 伊藤 （北） 森村 （ぺ） 山口 （ぺ）

ク 伊敷 (W) 片山 （柏） 友安 （市） 今川 (-） 
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混合ダブルス大会

第 1回 第 2回 第 3回 第 4回
(H.8.7.14) (H.9.7.13) (H.10.8.30) (H.11.7.11) 

種 目 1部 (9ペア） 1部 (9ペア） 1部 (9ペア） 1部 (10ペア）

1位 加藤・清水 （に ・ス） 藤瀬・多田 （ウ・ペ） 吉田・堤 （ウ・プ） 吉田・堤 （プ）

2位 小野•宮崎（に・エ） 山田・山田 （に・エ） 山田・山田（に・エ） 藤瀬・多田 （プ）

3位 山田・多田（に・信） 多田・清水 （ペ ・ス） 加藤・清水（に・ス） 小坂・中島 （信・に）

4位 白木 ・西村 （研 ・エ） 伊藤克・堤 （に ・エ） 福田・広瀬（四・ス） 佐藤茂・樟田 （に）

ベ 小池・小池 （ぺ •W)
ス

藤瀬•松田（ウ・プ） 山田・清水 （に・ス）

卜
8 
位

種 目 2部 (30ペア） 2部 (19ペア） 2部 (19ペア） 2部 (18ペア）

1位 小坂・柴田 （信・に） 中山・松田 （プ） 楯・川嶋 （航 ・柏） 長澤・五十嵐（プ）

2位 北沢・中山 （プ） 森本・上山根（ウ •W) 牧岡・黒木（島・ペ） 田村・山口 （ぺ）

3位 大町・加藤（島・一） 吉川・中山 （に・プ） 金子・櫛田（ペ・に） 平林・平林 （航 ・フ）
ケ 憔・小林 （信・エ） 北沢・石井 （プ・セ） 出崎 ・有好 （ぺ） 藤野・菊池は（航・フ）

ベ 酒井・津田 （航・一） 漁・小林 （信・エ） 憔・小林 （信・エ） 河村・米倉 （土）

ス 長沢・菊池（信・ -) 福沢・堤 （ウ ・ー） 磯部・早田（土） 溝渕・三刀 （航・ス）
卜
8 平林・平林（航・フ） 森村・吉野 （ぺ） 福浦・米倉（土） 島名・南 (-・W) 

位 牧岡・橋本（島・ペ） 増岡・塩沢 (K・W) 今川・今川(-) 佐藤昌•本沢 （航・フ ）

種 目 3部 (24ペア） 3部 (14ペア） 3部 (25ペア）

1位 スネル・秋山 （航） 福井・友安 （ハ ・市） 吉田・加藤理和（ぺ）

2位 福浦・加治屋 （お・スィ） 内藤・長沼（シ・む） 塚本．勝本 （北）

3位 安江•福岡 (K) 猪岡・常田 （土・スイ） 宗澤•吉綺 （航・和）
ク 戸田・黒木 （に・ペ） 鈴木・菊池 (J) 福浦・中島 （土）

ベ 市川・山口 （市） 徳永・行方（市） 田中・市川 （北）
ス 須賀 ・小野 （ぺ） 関口•田中 （ む・ス ） 石坂•福島 （市）
卜
8 宗澤・三刀 （航・ス） 戸村・平田 （富）

位 磯部・小河原 （む） 森藤•森藤 （市）
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市民体育祭・個人戦（男子の部）

第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回
(H.1.9.23) (H.2.9.23) (H.3.9.22) (H.4.9.20) (H.5.9.19) (H.6.9.18) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (12ペア） 1部 (15ペア） 1部 (21ペア） 1部 (17ペア） 1部 (20ペア） 1部 (16ペア）

1位 楯•平林 （航） 堤浩・加藤 （信） 加藤・伊藤 （に・ペ） 多田•印南 （ペ・デ）伊藤・多田 （に・ペ） 佐藤・森本 （航・ウ）

2位 大本・加藤 （百 •信） 宝金•新谷 （フ） 福沢 ・調子 （プ） 小野・沖田 （に・ペ） 加藤・ ー政 ( t こ •J ) 福沢・調子 （プ）

3位 堤浩・野日 （信） 平林•佐藤 （航） 沖田・小野 （ペ・に） 福沢・神 （プ） 森本・福沢 （ウ） 野ロ・堤浩 （信）

4位 漁•利根 （信） 竹原・霜村 （三・プ） 楯•平林 （航） 塙•森本 （四・三） 阿棉•佐藤 （に・航） 印南・金子 （デ・シ）

ベ 倉田•町田 (K) 森本・大浦 （デ） 阿邸・大浦 （に・デ） 中山・北沢 （プ） 堤浩・野日 （信） 萩原・増岡 （ 島 •K)

ス 石田・寺本 （三） 金子・萩原 (K.島） 多田・出崎 （ぺ） 那須・栴 （研，に） 小池•印南 （デ） 中山 ・伊藤 （プ，に）
卜

浦野・ ー政 （］） 浦野・ ー政 (J) 漁・堤浩 （信） 伊藤•藤瀕 （ペ・染） 小野・白木 (iこ・研）8 
位 小野・阿綿 （に） 石田・佐野 （三） 小池・金子 （デ・シ） 出崎 ・石田 （ぺ）

種 目 2部 (24ペア） 2部 (18ペア） 2部 (25ペア） 2部 (17ペア） 2部 (25ペア） 2部 (22ペア）

1位 小宮・稗田 （島） 安藤・芝崎 （オ・に） 澁谷・安好 (J) 須藤・柳浦 (N) 平野，野沢 （東） 西村弘•西村浩 （ぺ ）

2位 久保田・津田 (-) 小池 • 印南 （デ） 高橋次・高橋義 (J) 市川・高橋 （フ） 渡辺•山田 （一 ・信） 山崎・池田 （オー）

3位 稲毛・大塩 （シ） 高橋次・笹本 (J) 谷日・小室 (!ヽ） 山崎・横井 （オー） 久保田・荒井 （デ） 久保田・荒井 （デ）
，， 

内藤 ・田村 （シ） 倉田・浜田 (K) 相川・井本 （ぺ） 佐竹・上條 (N) 佐藤正 • 佐藤浩 （ぺ ） 広田光・広田修 （研）

ベ 井上・武井 （に） 北見・秋野 （信） 戸田・須谷 （航） 村田・塚本 （オ） 倉田 ・小沼 (K) 津野田•井上（信· -） 

ス 沢幡 • 吉井 (-） 篠•清水 （南） 加藤・高津 （ぺ） 斉藤•関沢 (N) 大野・神田 （柏） 島名・斉藤 (-) 
卜
8 寺島・竹内 (!¥) 石田・高橋 （三） 津野田・吉田 （信） 宗澤・堀内 （航） 須賀・川口 （ぺ） 佐藤浩・宗澤 （ペ・航）

位 高津 ・谷D (!¥) 栗田 ・鈴木常 （信） 浜田・小沼 (K) 佐野・石田 （三） 宗澤・堀内 （航） 名雲・山田 （ぺ）

種 目 初級者の部 (36ペア） 初級者の部 (24ペア） 初級者の部 (39ペア） 初級者の部 (32ペア） 初級者の部 (37ペア） 初級者の部 (19ペア）

1位 井本・相川 (-） 吉田・津野田 （信） 小向・中島 （信） 永井•松村 (-) 員下・遠藤 （東） 山村・田倉 （市）

2位 大津 ・加藤 （南） 長谷部・竹中 （北） 田崎・小津 （北） 加藤・武井 (-） 稚野・志村 （東） 菅原・塚本 （北）

3位 小山・東城 （神） 神下・小阪 (Iヽ） 篠崎・山田 （北） 奈尾・桑原 （北） 高野・滝口 （東） 加藤・高橋 （お）

ケ 宮川・川上 ぽ） 向井・河村 （七お） 金巻・臼池 （フ） 井上・浅井 （神） 河村・向井 （お） 森・下山 (J) 

ベ 安達・近藤 （南） 貞松・小杉 （信） 井伊・山本 （七お） 牧岡 ・岩倉 （島） 大沢・鈴木 （お） 磯部・猪岡 (-） 

ス 倉岡・山本 （北） 吉川・河原 （北） 伊地知•佐藤 （南） 小林・川口 （研・ペ） 行川・増田 (G) 内野・古戸 （北）
卜
8 加藤・高橋 （神） 野村・西山 （南） 名雲・猪岡 （ぺ） 山本・石田 （北） 秋山・内田 （デ） 藤井•佐藤 (K) 

位 藤田・杉木 （北） 中村・上田 （七お） 小坂・渾田 (-) 井上・永井 （北） 猪岡・磯棉 （ぺ） 吉里・オ野 (-小）
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第35回 第36回 第37回 第38回 第39回
(H.7.9.17) (H.8.9.22) (H.9.9.21) (H.10.9.20) (H.11.9.19) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (17ペア） 1部 (13ペア） 1部 (18ペア） 1部 (15ペア） 1部 (14ペア）

1位 佐藤・酒井 （航） 堤浩，伊藤克 （信，に） 吉田・藤瀬 （ウ） 福田 ・白木 （四 ・信） 藤瀕 ・白木 （プ ・信）

2位 萩原・増岡 （島 •K) 中山・調子 （プ） 伊藤克・ 堤浩 （に・ 信） 吉田・福沢和 （ウ） 吉田•福沢康 （プ）

3位 野ロ ・堤浩 （信） 福沢• 西田 （プ） 白木・小坂 （信） 福沢康・小坂 （プ・信） 萩原 ・牧岡 （島）

4位 印南・金子 （デ， シ） 霜村・ 小池 （プ ・ペ） 森村 ・出崎 （ぺ） 伊藤克・ 堤浩 （に ・信） 小坂 ・堤浩 （信）

ベ 北沢・竹原 （プ） 福沢 ，森本 （ウ） 北沢・増岡 （プ • K) 中山・藤瀬 （プ・ウ） 小野，佐藤茂 （に）

ス 福沢康 • 福沢和 （プ・ウ） 長沢 • 福沢 （ウ ・プ） 多田・出崎 （ぺ） 中 山 • 吉井 （プ）
卜

浦野 ・ー政 (J) 多田・小池 （ぺ） 小野・山田 （に） 小室・谷田 (lヽ）8 
位 久保田 • 荒井 （デ） 菅・ 小川 (-） 金子 •印南 （ぺ） 平林•新谷 （航・-)

種 目 2部 (19ペア） 2部 (18ペア） 2部 (18ペア） 2部 (20ペア） 2部 (18ペア）

1位 菅野 ・五十嵐 (-) 久野•宮本 (-） 楯・阿部 （航） 田村・藤巻 （北） 澁谷・ 高橋 (J) 

2位 島名・中村 (Jヽ） 田村臣・安西 （シ ・一） 佐藤 •松上 （ぺ） 島名・ 菅原 (-） 杉村・石田 （ぺ）

3位 牧岡・柳沢 （島） 憔・川口 （信） 猪岡•関日 （む） 岩倉 ・山田 （島 ・ペ） 熊崎 • 井上英 （市）

ケ 菅原，塚本 （北） 津野田 ，井上 （信 ・-） 宗澤•島名 （航．ー） 倉田・小沼 (K) 山崎徳永 （市）

ベ 有井 ・岩瀬 （南） 山本・大森 （お） 河村・ 福浦 （お） 斉郷•井上 （シ・ 市） 竹内・堀内 （深・ー）
ス 平林，辻井 （航） 小泉 ，加藤 （お） 興津・ 斉郷 （信・シ） 田村臣・内藤 （シ） 安西・磯部 （シ • 土）
卜
8 斉藤・金巻 （若） 内藤，斉郷 （シ・市） 藤野・溝渕 （航） 熊崎・徳永 （市） 花田 ，福井 (1ヽ）

位 河村•福浦 （お） 早川• H吉 （ぺ） 橋爪 ・中原 (-） 河村 ・中島 （土）

種 目 初級者の部 (15ペア） 初級者の部 (10ペア） 初級者の部 (7ペア） 初級者の部 (4ペア） 初級者の部 (7ペア）

1位 河村・大森 （お） 市川・石坂 （市） 田村 ・長谷川 （北） 日吉• 吉田 （ペ ・ー） 田羽田•関口 （信 ・一）

2位 久保・早川 (-） 中原・橋爪 （ぺ） 福井 ，花田 (1ヽ） 竹内 ・幕田 (-） 大久保河原崎（北）

3位 井伊・ 小泉 （お） 福井 ・花田 (1ヽ） 吉岡，佐藤 (-) 谷永 • 佐野 （島）
，，， 

安江・白石 (K) 山口•森 （お） 大関，嘉手納 （北）

ベ 中島・大沢 （お） 鈴木・ 三木 （島）

ス 市川・ 伊藤 （北）
卜
8 名雲 ・根津 （ぺ）

位

種 目 壮年の部

参加数未達によ り

実施せず
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第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回
(H.1.9.23) (H.2.9.23) (H.3.9.22) (H.4.9.20) (H.5.9.19) (H.6.9.18) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (28ペア） 1部 (34ペア） 1部 (32ペア） 1部 (37ペア） 1部 (34ペア） 1部 (36ペア）

1位 白鳥・石谷 （信・フ） 堤 •森永 （信） 桑田 • 吉里 （ス） 清水•吉里 （ス） 西村・高橋 （信•四） 宮崎・西村 （エ）

2位 宮崎•藤田 （エ） 石谷・白鳥 （フ・信） 宮崎， 工藤 （エ） 宮崎・原田 （エ） 上山根・塩沢 (W) 清水，吉里 （ス）

3位 桑田・天野 （ス） 宮崎・工藤 （エ） 白鳥・菊池 （フ） 白鳥・石谷 （フ） 白鳥・石谷 （フ） 高橋・菊池は （四・フ）

4位 広瀕・望月 （信） 桑田・白川 （ス） 塩沢・上山根（三） 元田・多田 （信・に） 多田・伊敷 （に・百） 塩沢・伊敷 (W) 

ベ 真庭・渡辺 （エ） 真庭・富永 （エ） 松長・黒田 （セ） 天野・三刀 （ス） 根上・平田 （セ） 天野・白川 （ス）

ス 白川・西川 （ス） 藤田 ・小林 （エ） 石谷・多田 （フ・に） 桑田，白川 （ス） 桑田 ・白川 （ス） 成瀬・石井 （桐）
卜

猪爪•松長 （セ） 上山根，塩沢（三 •K) 唐沢，柳沢 （エ） 小河原•関口 （ぺ） 大塩•清水 （フ） 桑田・三刀 （ス）8 
位 太田・ 柳沢 （エ） 天野，吉里 （ス） 石井 ・渡辺 （セ） 菊池・紙 （フ•四） 工藤・ ・山川 （柏） 堤•平林 （信・フ）

種 目 2部 (26ペア） 2部 (29ペア） 2部 (36ペア） 2部 (32ペア） 2部 (22ペア） 2部 (29ペア）

1位 • 小松・門馬 （ス） 竹上•吉田 （ス） 都筑・堤 （電） 萬田・高野 （ぺ） 伊比・鈴木 （染） 中野・小川 （桐）

2位 森本・川名 （エ） 河中・柳原 （シ） 宮崎・長沢 （神） 知久間五十嵐 （プ） 白庄司•名古屋（ス） 斉藤・小谷 (W) 

3位 大崎•生田目（染） 中川・名古屋（ス） 森永•河井 (1{) 苫米地・堀 （エ） 斉藤・小谷 (W) 三國・大竹 （柏）

ケ 河中・柳原 （シ） 栗栖・苫米地 （エ） 平田 ・大川 （セ） 生田目 ・伊比 （染・ー） 大崎・岡野 （染） 池田 ・米倉 (-) 

ベ 栗栖・苫米地（エ） 黒木 •関口 （ぺ） 図師・松野 （スイ） 図師・松野 （スイ） 山越・片山 （柏） 小椋• 生田目（神）
ス

竹内・小林ミ（ス） 高野・五十嵐(-) 〇 宮i墨・苫米地（エ） 高橋・倉田 （信・パ） 〇安藤•宮澤 （エ） 松野・住野 （スイ ）
卜
8 黒木・岩井 （ぺ） 三原・森永 (1{) 清水・瀬尾 （桐） 名古屋・中川 （ス） 倉田・高橋 （I {・信） 樋ロ・片山 （柏）

位 桑田・難波 （柏） 武藤・斉藤 （ド） 西村•島崎 (-） 斉藤・小谷 (W) 下祁・住野 （エ・スイ） 岩崎 ・下祁 （若）

種 目 初級者の部(38ペア） 初級者の部 (33ペア） 初級者の部 (45ペア） 初級者の部 (50ペア） 初級者の部 (50ペア） 初級者の部 (55ペア）

1位 名古屋・慶野（ス） 長沢•宮崎 （神） 一階・阿部 (-） 根本・大野 （北） 辰巳・橋爪 （北） 八木•島 （ス • 野）

2位 田岡・細井 （北） 片山・村上 （柏） 岩崎・白石 （南） 久古谷・米倉 （バ） 商橋・杉山 （エ） 宮地・武藤 （柏）

3位 加藤・吉田 （南） 竹中・千葉 （三小） 千葉・竹中 （三小） 多田・竹内 (／ {) 永井•石井 （大） 岡•宮城 （若）

ク 下郡・広瀬 （エ・若） 片岡・隈崎 （南） 斉藤・桜井 （神） 石井・永井 （大町） 田岡・扇藤 （スイ） 小林・ 高瀬 （柏）

ベ 北和田・久保田 （南） 加藤・山崎 （ぺ） 松本・下祁 （エ） 生田目・小椋 （神） 山根・小豆畑 (I {) 柴田・浅井 （北）

ス 三刀 •本多 （野） 愧島・高瀬 （ス・柏） 杉山・高橋 （エ） 山田 ，林田 （神） 高嶋 ・大迫 （若） 青山・ 安田 （雲）
卜

佐藤・小林 （神） 中村・松丸 （デ） 矢次・神 （北） 里村 ・深川 (-） 武藤・加賀谷 （柏） 加藤・鈴木 （北）
8 
位 村上・高涌 （柏） 佐藤 ・斉藤 （神） 川又・今野 （スイ） 島・八木 （野） 本田・青山 （雲） 斉藤・谷村 （柏）



第35回 第36回 第37回 第38回 第39回
(H.7.9.17) (H.8.9.22) (H.9.9.21) (H.10.9.20) (H.11.9.19) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (25ペア） 1部 (27ペア） 1部 (25ペア） 1部 (32ペア） 1部 (31ペア）

1位 菊池は・高橋（フ・四） 多田・小池 （信 •W) 堤・山田 （エ） 堤・山田 （エ） 菊池は．堤 （フ・プ）

2位 吉里・三刀 （ス） 宮崎・西村 （エ） 清水・広瀬 （ス） 宮峙•西村 （エ） 宮崎・堤 （エ）

3位 石井•井上 （フ） 松田・柴田 （信 ・に） 堤・弓削 （プ ・に） 松田・柴田 （プ・に） 多田 ・黒木 （プ）

4位 天野・白川 （ス） 清水•吉里 （ス） 桑田・小原 （ス） 菊池は・弓削 （フ・に） 吉里• 三國 （ス）

ベ 田村・岩堀 (K) 小林・斉藤 （柏） 片山 ・斉藤 （柏） 清水・斉藤 （柏） 本沢•平山 （フ）

ス 中山・五十嵐（プ） 天野・八木 （ス） 松田・五十嵐 （プ） 白川，小原 （ス） 清水・広涌 （ス）
卜

小林・富永 （エ） 桑田・ 三刀 （ス） 吉里・三刀 （ス） 吉里・三刀 （ス） 内山・ iiif中 （シ）8 
位 平田・黒田 （セ） 白川 ・小原 （ス） 宮崎・西村 （エ） 清水・広瀕 （ス） 有好•松沼 （ぺ）

種 目 2部 (25ペア） 2部 (29ペア） 2部 (36ペア） 2部 (30ペア） 2部 (28ペア）

1位 三國 ・小林 （柏） 大竹・中島 （南） 楊田・永井 （セ・大） 南・粟津 （野） 勝本・市川 （北）

2位 内山・星野 （シ・-) 橋本・池田 （ぺ） 武藤・上村 （ス ・柏） 篠原•井手 （スイ） 本問・山田 （ス）

3位 杉山・栗栖 （エ） 武藤•山越 （ス・柏） 本田・小豆畑（や） 山ロ・竹下 （エ） 植田・高橋 （柏）

ク 立花・白石 (K) 南•長沼 （野・む） 常田・加治屋（スイ ） 常田・小林 （スイ） 大久保•岡田 （市・四）

ベ 岩崎・下祁 （若） 芳賀・杉山 （エ） 溝ロ・柳川 (Jゞ） 小野・斉藤 （ペ・一） 栗栖・香山 （エ）
ス 早田・米倉 (-) 村上 ・小野 （ぺ） 太田・栗栖 （エ） 山田・越谷 （ス） 斉藤，加治屋 （スイ）
卜
8 武藤・樋口 （柏） 吉田・浅見 （シ・一） 高橋・篭本 (W・む） 田中・本間 （ス） 富沢・常田 （スイ）

位 高田・沼田 （フ） 森永 ・倉田 (J <） 村瀕・南 （野・一） 谷ロ・友安 （ハ ・市） 白川・白根 （柏）

種 目 初級者の部 (35ペア） 初級者の部 (42ペア） 初級者の部 (49ペア） 初級者の部 (34ペア） 初級者の部 (31ペア）

1位 湯田・萱島 （北） 鮎川・末光 (-） 大畠・滝 （北） 越矧•福元 (W・ ー） 広瀬・高田 (-） 

2位 粟津・南 （野） 阿邸・飯吉 （北） 川又・富永 （ぺ） 杉原・川崎 （ド） 阿部・舘田 （島）

3位 岡・倉茂 （若） 田中•本問 （ス） 山田・池田 （ス） 小林芳・渡辺 （飛） 小野•朝井 （一小）

/1 清水・大堀 （セ） 加治屋•岡本（スイ ） 渡邊 ・下嶋 （神） 松原・岩渕 （柏・ 一） 澤田 • 島田 （柏）

ベ 湯田•藤井 （セ） 鈴木・山中 （スイ） 磯蔀・正岡 （若） 立川 •島崎 (W・ -) 伊藤 ・三上 （一小）

ス 加治屋・常田 （スイ） 遠藤・西田 (Iヽ） 木対•新井 （スイ・一） 伊藤・三上 （一小） 亀井 ・高井 {1{) 
卜
8 

松本 •.i.E 岡 （若） 高木・近藤 （野） 鈴木・市川 （若） 池本．勝本 （北） 性全 ・三坂 （エ・ー）

位 斉藤・河村 （スイ） 渡辺，杉原 （国） 森田・秋山 （航） 馬田・近藤 （一小・セ） 大塚 • 浜崎 （き）

種 目 壮年の部 (6ペア）

1位 藤田・真庭 （エ）

2位 桂・武藤 （ス）

3位 池•佐藤 （エ・市）
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市民体育祭・個人戦（中学生の部）

第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回
(H.l.9.17) (H.2.9.9) (H.3.9.8) (H.4.9.6) (H.5.9.5) (H.6.9.4) 

会場 杉森•国領・三中・七中 七中・国領小 六中・国領小 六中・国領小 六中・国領小 六中・国領小

種 目 1年 （男子） 1年 （男子） 1年（男子／25ペア） 1年（男子／17ペア） 1年（男子／11ペア） 1年 （男子／13ペア）

1位 三沢 ・矢吹 （神） 川崎・小谷 （六） 吉村・鈴木 （六） 島崎，白鳥 （六） 小林，祝 （七） 藤巻・杉原 （六）

2位 富川・山口 （七） 宮里・田祁 （七） 村石・森村 （神） 多田・鈴木 （六） 菱木・渡辺 （六） 田村・吉岡 （六）

3位 津野田•松波 （神） 太田・豊池 （七） 松下•田渕 （六） 谷内・岩瀬 （六） 田中，小林 （七） 生田目•長谷川 （三）

', 大場・登坂 （神） 岩崎・木村 （七） 徳留・加藤 （六） 菅・鶴田 （三） 井上•関口 （神） 浴合ひ・落合ゅ （七）

種 目 2年（男子） 2年（男子） 2年（男子／9ペア） 2年（男子／24ペア） 2年（男子／14ペア） 2年（男子／16ペア）

1位 西村・荒井 （七） 高峯・栗原 （六） 田郡・宮里 （七） 鈴木•吉村 （六） 島崎・白鳥 （六） 井上•関口 （神）

2位 佐々 木・小向 （六） 山ロ・富川 （七） 太田・豊池 （七） 松下・徳留 （六） 谷内・鈴木 （六） 梶原•福元 （六）

3位 菅・中島 （六） 大橋・片寄 （六） 岩崎，木村 （七） 川手・柊木野 （六） 多田・岩瀬 （六） 小林・市野 （七）
，，， 

井堂・滝 （七） 山本・山川 （六） 金丸•堀田 （三） 安達・小倉 （七） 田中・吉原 （神） 篠原・高田 （神）

種 目 3年（男子） 3年（男子） 3年（男子／13ペア） 3年（男子／4ペア） 3年（男子／8ペア） 3年（男子／10ペア）

1位 斉藤•佐藤 （七） 西村・荒井 （七） 高峯・山本 （六） 田郡・宮里 （七） 安達・谷内 （七） 白鳥・鈴木 （六）

2位 高松・横山 （六） 菅・中島 （六） 山ロ・富川 （七） 太田 ・豊池 （七） 村岡，深沢 （七） 島崎・谷内 （六）

3位 井上•吉田 （神） 小向・上原 （六） 大橋・山川 （六） 桑田・西村 （七） 多田・岩瀬 （六）
，， 

大西・杉岡 （三） 佐々 木・小川 （六） 片寄•河中 （六） 徳留・柊木野 （六） 押川・角田 （神）

種 目 1年 （女子） 1年（女子） 1年（女子／48ペア） 1年（女子／53ペア） 1年（女子／38ペア） 1年 （女子／40ペア）

1位 村石・風見 （神） 加藤・菊池 （神） 石井•前平 （六） 二十歩・輿 （六） 桑江・細谷 （七） 伊藤•松本 （神）

2位 伊比•安留 （三） 大地•松下 （六） 大島，樋口 （神） 石栗・岩本 （八） 加藤•森村 （神） 鈴木・逸見 （五）

3位 情水・諸角 （桐） 佐藤 ・久保 （七） 山本・高梨 （六） 見目・三上 （六） 山ロ・遠藤 （七） 柏俣，川口 （桐）
，，， 

柴原・所司 （三） 松本・鎌倉 （五） 中沢・鈴木 （六） 吉田・牧内 （七） 藤橋・神山 （七） 今井・阿部 （五）

種 目 2年（女子） 2年（女子） 2年（女子／39ペア） 2年（女子／47ペア） 2年（女子／49ペア） 2年 （女子／37ペア）

1位 島崎・矢部 （六） 前平・九里 （六） 加藤・菊池 （神） 山本・前平 （六） 輿・三上 （六） 桑江・有田 （七）

2位 西村 ，つる沢 （六） 諸角•清水 （桐） 佐藤・久保 （七） 石井・高梨 （六） 二十歩 •松崎 （六） 山ロ・遠藤 （七）

3位 藤田・藤田 （六） 篠崎・有田 （六） 椎名・長谷川 （五） 末長・尾形 （六） 吉田・牧内 （七） 平・長沢 （六）

ク 坂本・堀井 ぽ） 大塩.i睾田 （桐） 三上・斉藤 （四） 中沢・鈴木 （六） 大森•宮川 （七） 志・倉田 （神）

種 目 3年（女子） 3年（女子） 3年（女子／31ペア） 3年（女子／30ペア） 3年（女子／31ペア） 3年（女子／24ペア）

1位 下川・山元 （桐） つる沢•藤田 （六） 前平・九里 （六） 大地・松下 （六） 石井 ・嵩梨 （六） 本沢•大森 （七）

2位 岡棉・伏見 （桐） 島崎・西村 （六） 白鳥・工藤 （六） 成瀕・窪田 （桐） 前平・美濃川 （六） 吉田・山口 （七）

3位 内田•福木 （桐） 堀井・長沢 （五） 諸角・太田な （桐） 加藤・菊池 （神） 山本・福平 （六） 荒川・概川 （八）
，，， 石• H高 （桐） 土屋・神崎 （桐） 褐田・清水 （桐） 大山・川村 （六） 井上・中山 （桐） 高野・星野 （八）
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第35回 第36回 第37回 第38回 第39回
(H.7.9.3) (H.8.9.1) (H.9.9.7) (H.10.9.6) (H.11.9.5) 

会場 四中・国領小 四中 ・国領小 六中・国領小 六中 ・国領小 国領小

種 目 1年（男子／15ペア） 1年 （男子／5ペア） 1年 （男子／13ペア） 1年（男子／14ペア） 1年 （男子／5ペア）

1位 阿節恵・塚本 （神） 井手•清水 （三） 今村・高野 （神） 佐野・森田 （神） 大森•森 （神）

2位 花村 ・柴田 （七） 関ロ・横山 （神） 加藤・酒井 （七） 湯田・鈴木 （三） 増田・猿橋 （神）

3位 末・中橋 （七） 椋樹・山林 （七） 小野寺•藤城 （四） 清水，佐藤 （神）

ク 川上 ・明石 （六） 後藤・北島 （六） 板谷・池田 （三）

種 目 2年（男子／13ペア） 2年 （男子／15ペア） 2年（男子／6ペア） 2年 （男子／11ペア） 2年 （男子／13ペア）

1位 藤巻・杉原 （六） 阿部・塚本 （神） 関ロ・横山 （神） 加藤・ 三瓶 （七） 佐野・富澤 （神）

2位 田村・吉岡 （六） 花村・柴田 （七） 楊83・清水 （三） 戸田・森 （七） 奥野・森田 （神）

3位 稲村・木下 （七） 鎌田・斉藤 （三） 三枝・丸山 （七） 今村・高野 （神） 小野寺・川原田 （四）

3位 長谷川・生田目（三） 塚越•本岡 （五） 井手ヵ•井手卜 （三） 日下祁 ・村井 （七） 池田・鈴木 （三）

種 目 3年（男子／14ペア） 3年（男子／13ペア） 3年（男子／12ペア） 3年（男子／5ペア） 3年（男子／7ペア）

1位 井上•関日 （神） 田村・吉岡 （六） 阿謡 ・塚本 （神） 横山•関D （神） 加藤・戸田 （七）

2位 梶原・菱木 （六） 生田目長谷川 （三） 花村・小豆畑 （七） 鈴木 • 井野 （七） 酒井・ 三瓶 （七）

3位 祝・渡具知 （七） 福元・川上 （六） 渡辺・楠本 （三）
，，， 篠原・高田 （神） 佐保田・茂木 （七） 鎌田・ 斉藤 （三）

種 目 1年 （女子／39ペア） 1年 （女子／25ペア） 1年（女子／34ペア） 1年（女子／41ペア） 1年（女子／28ペア）

1位 畑内• H埜 （神） 宮守・矢吹 （三） 広岡•奥田 （六） 新垣・稲垣 （六） 中村・小野 （五）

2位 青木・窪寺 （八） 児玉・高木 （四） 久保田・川崎 （六） 栗屋・菅 （八） 小林・西牟田 （八）

3位 吉川・志村 （三） 石原・大場 （七） 加藤 • 松山 （七） 森光・溝口 （八） 石井・中川 （六）

ケ 篠崎・国友 （三） 増田・加瀬 （四） 山内•井上 （三） 高橋・伊藤 （四） 平井・伊東 （五）

種 目 2年（女子／32ペア） 2年（女子／38ペア） 2年（女子／21ペア） 2年（女子／30ペア） 2年 （女子／37ペア）

1位 岡田・松本 （神） 吉川・篠崎 （三） 宮守・矢吹 （三） 川崎・小峰 （六） 高橋 ・田久保 （四）

2位 伊•佐々木 （三） 楼間・横山 （桐） 岸本・小谷 （三） 片桐，久保田 （六） 津留・水田 （桐）

3位 有i墨・川村 （三） 田中・樋口 （六） 弘田・草野 （六） 奥田 ・水野谷 （六） 情野・新垣 （六）

ク 高井・滝 （神） 池田・真柄 （桐） 福原・桜井 （八） 前島 ・問島 （桐） 関ロ ・渡辺 （四）

種 目 3年（女子／25ペア） 3年（女子／25ペア） 3年 （女子／15ペア） 3年（女子／16ペア） 3年（女子／21ペア）

1位 加藤・森村 （神） 岡田•松本 （神） 横山・ 長沼 （桐） 矢吹 ・官守 （三） 山本・澤田 （四）

2位 伊東・倉田 （神） 伊藤，滝 （神） 真柄・氷室 （桐） 小谷・岸本 （三） 小峰・ 久保田 （六）

3位 有田・桑江 （七） 小豆畑・山根 （七） 望月・篠崎 （三） 竹ノ内 ・広岡 （六） 奥田・川崎 （六）

‘’ 堀内・ 三宅 （三） 伊 •佐々木 （三） 池田・ i黍問 （桐） 広瀕 ・諸星 （七） 前島・間島 （桐）
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市民体育祭・団体戦

第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回
(H.l.10.22) (H.2.10.21) (H.3.10.20) (H.4.10.25) (H.5.10.24) (H.6.10.23) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 男子の部 男子の部 男子の部 (21) 男子の部 (17) 男子の部 (21) 男子の部 (20)

1位 信天翁A プリンス にわとり プリンス プリンス にわとり

2位 にわとり 信天翁 A 航技研A にわとり にわとり プリンス

3位 プリンス 航技研A プリンス 航技研A 航技研A 航技研A ， 

種 目 女子の部 女子の部 女子の部 (21) 女子の部 (33) 女子の部 (24) 女子の部 (27)

1位 信天翁 信天翁 信天翁 スワロー A エレガンス A スワロー A

2位 スワロー A スワロー A スワロー A エレガンス A スワロー A 調布エレガンスA

3位 エレガンス A エレガンス A セキレイ A 信天翁 セキレイ A フェニ ックス

第35回 第36回 第37回 第38回 第39回
(H.7.10.15) (H.8.10.13) (H.9.10.19) (H.10.10.18) (H.11.10.17) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 男子の部 (17) 男子の部 (16) 男子の部 (14) 男子の部 (13) 男子の部 (14)

1位 にわとり ウッドペッカー にわとり にわとり プリンス

2位 プリンス にわとり 調布六中OB 信天翁A にわとり

3位 信天翁A プリンス 信天翁 ウッドペッカー 信天翁

種 目 女子の部 (28) 女子の部 (25) 女子の部 (27) 女子の部 (25) 女子の部 (29)

1位 スワローA スワロー A プリンス プリンス フェニックス

2位 調布エレガンスA フェニックス 調布エレガンスA 調布エレガンスA ペンギンズ

3位 フェニックス 調布エレガンスA スワロー A スワロー A 調布エレガンスA
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冬季ダブルス大会（男子の部）

第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回
(H.1.1.22) (H.2.1.21) (H.3.1.20) (H.4.1.19) (H.5.1.24) (H.6.1.23) 

会 場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (20ペア） 1部 (14ペア） 1部 (15ペア） 1部 (22ペア） 1部 (20ペア） 1部 (20ペア）

1位 沖田・多田 （ぺ） 堤浩 ・加藤 （信） 加藤 ・塙 （信 • 四 ） 多田・沖田 （ぺ） 小野・加藤 （に） 小野・ 多田 （に ・ペ）

2位 阿部 ・小野 （に） 森本 ・福沢 （三） 堤浩 ・野口 （信） 野ロ・加藤 （信・に） 楯 •佐藤 （航） 伊藤・ 増岡 （ に • K )

3位 佐藤・加藤 （信） 沖田 ・多田 （ぺ） 大浦 • 印南 （デ） 福沢 • 森本 （三） 森本 • 福沢 （三） 阿棉・ 堤浩 （に・信）

4位 向山•福沢 （三） 野ロ・小宮 （信•島） 阿部 ・小野 （に） 大浦•印南 （デ） 阿綿・堤浩 （に・ 信） 竹原 ・北沢 （プ）

ベ 楯 • 平林 （航） 中山・霜村 （プ・三） 萩原 ・那須 （島・研） 中山・北沢 （プ） 中山 ・藤瀕 （プ・ ウ）

ス 漁・堤隆 （信） ー政 ・浦野 (J) 堤隆・金子 （信・シ） 多田・伊藤 （ぺ） 那須 • 田代 （に）
卜
8 久須美 ・小林 （に） 福沢康•福沢和 （ プ •三） 福沢・調子 （プ） 塙・金子 （四・シ） 小池 • 印南 （デ）

位 浦野・高橋 (J) 金子 • 井上 (K.に） 宝金，市川 （フ） 山崎・広田 （研）

種 目 2部 (16ペア） 2部 (28ペア） 2部 (26ペア） 2部 (20ペア） 2部 (19ペア） 2部 (21ペア）

1位 桜井・熊崎 （四） 竹内 • 宮川 （百） 佐々 木・杉原 （電） 藤井•井辺 （電） 上塩・金森 （電） 佐藤正・ 石田 （ぺ）

2位 斉藤・秋野 (-） 栢•井上 （に） 町田・舘頗 (K) 平馬・谷口 （）ヽ） 相川・井本 （ぺ） 是枝長谷川 （南）

3位 伊藤 ・出崎 （ぺ） 稲毛 ・大塩 （シ） 香林 ・山崎 （研） 相川• 井本 (-） 前村・神下 (Jヽ） 横井 ・山崎 （オー）

ク 高梨・ 戸田 （航） 久朗丸 ・宇野 （中） 出崎・伊藤 （ぺ） 西舘 ・竹内 (1ヽ） 伊地知・木村 （南） 神下•平馬 (Jヽ）

ベ 堀内・宗澤 （航） 伊藤 ・出崎 （ぺ） 石田・鈴木 （三・信） 加藤・榛澤 （ぺ） 町田・渡辺 (K) 戸田・鈴木 ( |こ •一）
ス

北見・鈴木克 （信） 堀内 ・宗澤 （航） 高橋次•高橋義 （ ］ ） 高津・須賀 （ぺ） 松田・内藤 （シ） 松村 ・永井 （東）
卜
8 内藤・田村 （シ） 加藤，小山 （神） 相川•井本 (-） 塚本・長沢 （オ） 榛澤・須賀 （ぺ）

位 伊藤•井手 （中） 高津 ・谷口 (Jヽ） 神部・藤井 （電） 員下・遠藤 （東）

種 目 初級者の部 (19ペア） 初級者の部 (19ペア） 初級者の部 (19ペア） 初級者の部 (18ペア） 初級者の部 (21ペア） 初級者の部 (30ペア）

1位 森本・佐々 木 （中） 篠・西山 （南） 須谷・中野 （航） 伊地矧・木村 （南） 佐藤•松浦 （南） 杉村・飯千 （南）

2位 高津・神下 (Iヽ） 倉田・西村 （神） 吉川・河原 （北） 篠崎・山田 （北） 川日・神田 （ペ ・一） 吉田 ・大石 （南）

3位 小野里・末永 （杉） 島田・金沢 （シ） 小阪・前村 (;ヽ） 西山・長谷川 （南） 牧岡 ・岩倉 （島） 島田• 山村 （東）

ケ 江綿・市村 （染） 近藤・戸田 （南） 木内 ・金巻 （フ） 高橋智•福田 （北） 桑原・奈尾 （北） 大沼 • 井上 （南）

ベ 藤田・杉木 （北） 高橋 ・東城 （神） 篠崎・山田 （北） 井上明・小林 （北） 片山・青木 （北） 川上 ・伊藤 （電）
ス

小室・黒沢 (;ヽ） 稲田・織田 （中） 山本・相原 （オー） 佐藤 • 松浦 （南） 井上・永井 （北） 秋山・内田 （デ）
卜
8 川田・前中 （中） 山崎 ・横井 （オー） 小室 ，袋 (1ヽ） 牧岡・豊川 （島・ ー） 藤橋・鈴木 ( !ヽ• 一） 猪岡・磯部 （ぺ）

位 島田 ・小山 （シ・信） 白河 ・河原 （北） 山村 ・中村 (-） 長谷川・是枝 （南） 岩倉・下山 （島・ J)
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第19回 第20回 第21回 第22回 第23回
(H.7.1.16) (H.8.1.21) (H.9.1.26) (H.10.1.25) (H.11.1.24) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (24ペア） 1部 (19ペア） 1部 (19ペア） 1部 (19ペア） 1部 (19ペア）

1位 福沢 • 藤瀬 （プ ・ウ） 小野・加藤 （に） 加藤•清水 （に） 加藤・山口 ( I こ •一） 藤瀕 ・多田 （ウ・ ペ）

2位 堤浩・野日 （信） 小坂 ・多田 （信・ ぺ） 伊藤克•藤瀬 （に・ウ） 白木・小坂 （信） 福沢和•吉田 （ウ）

3位 小野・石田 （に） 野ロ・堤浩 （信） 福沢康・調子 （プ） 島崎 ・白鳥 （に・ -） 小野・白木 （に・信）

4位 萩原・増岡 （ 島 • K ) 藤瀬•吉井 （ウ） 楯・酒井 （航） 伊藤克・堤浩 （に・信） 吉川・森村 （に・ベ）

ベ 小池 • 印南 （デ） 福沢和・西田 （ウ・プ） 小野・佐藤 （に） 吉川・増岡 （ に •K ) 山田・金子 （に・ペ）
ス 霜村・竹原 （プ） 小池・出崎 （べ） 多田・出崎 （ぺ） 山田 ・小野 （に） 堤浩・中山 （信・ プ）
卜
8 那須・白木 （研） 八尋 ・霜村 （プ） 小坂 ・白木 （信・研） 野口， 平林 （信 ・航） 福沢康•吉井 （プ・ウ ）

位 調子慎・調子敬 （プ・ウ） 伊藤克•山田 （に） 石原・八尋 （信・プ） 北澤・中山 （プ） 野ロ ・小坂 （信）

種 目 2部 (27ペア） 2部 (18ペア） 2部 (18ペア） 2部 (24ペア） 2部 (21ペア）

1位 浦野 ・深沢 (J) 山田・大山 （ぺ） 広多 • 河内 (-） 富沢・小原 （電） 平林・須谷 （航）

2位 杉村・飯干 （南） 塚本・安藤 (-） 漁・川口 （信） 山田 ・山崎 （電） 大野 ・池 （土）

3位 神下•島名 (;ヽ） 中田・小松 （電） 館・小沼 (K) 藤野・溝渕 （航） 福浦，猪岡 （土）

ク 倉田・藤崎 (K) 西野・田代 （電） 溝渕•藤野 （航） 早川・ハデイー （ぺ） 塚本 ・市原 （電）

ベ 中村・竹内 (1ヽ） 大堀・中穐 (-） 津野田•井上（信 ・一） 鈴木・ 岩倉 （島） 溝渕 • 藤野 （航）
ス

山田 ・名雲 （ぺ） 笹本•橋口 (J) 中村・大塩 （ハ・信） 寺尾・上山 （プ・フ） 山崎・徳永 （市）
卜
8 津野田•井上 （信・ 一） 平馬 ・小室 (1ヽ） 磯邸・猪岡 （む） 中島・名雲 （お・ ペ） 竹下•田羽田 （信）

位 杉村 ・根津 （ぺ） 裔橋•森 (J) 中島・加藤 （お） 興津 ・中村 （信） 市川 ・石坂 （市）

種 目 初級者の部 (17ペア） 初級者の部 (11ペア） 初級者の部 (9ペア） 初級者の部 (5ペア） 初級者の部 (4ペア）

1位 森 • 佐藤 (J) 舟橋・ 萱原 （航） 森藤・徳永 （市） 山ロ・池田 （三中） 戸田・今田 (-） 

2位 有井・小野寺 （南） 溝渕 • 藤野 （航） 嶋，佐藤 （緑） 芝木•小川 (1ヽ） 小平•田中 (-） 

3位 猪岡 ・磯部 (-） 下山・平野 (J) 大沢・羽金 （お） 竹下 ・三坂 (-） 

ケ 秋山 ・内田 （デ） 福浦 ・中島 （お） 土方 ・高橋 （市）

ベ 内野 ・古戸 （北） 向井 ・今井 (-） 
ス

大堀・中稔 (-） 
卜
8 黒田・春山 (-） 

位 小島長谷川 （市）

種 目 壮年の部 (5ペア）

1位 斉郷・ 田村臣 （シ）

2位 宗澤 • 吉川 （航・一）
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冬季ダブルス大会（女子の部）

第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回
(H.1.1.22) (H.2.1.21) (H.3.1.20) (H.4.1.19) (H.5.1.24) (H.6.1.23) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (24ペア） 1部 (27ペア） 1部 (33ペア） 1部 (32ペア） 1部 (30ペア） 1部 (32ペア）

1位 元田・広瀬 （信） 広瀬・石谷 （信 ・フ） 堤・森永 （信） 堤•森永 （信） 堤・元田 （信） 堤・元田 （信）

2位 堤・石谷 （信，フ） 宮崎・真庭 （エ） 宮崎，柳沢 （エ） 清水，桑田 （ス） 清水・吉里 （ス） 清水 ，吉里 （ス）

3位 真庭•宮崎 （エ） 桑田・天野 （ス） 石谷・菊池 （フ） 宮崎・小林 （エ） 白鳥・石谷 （フ） 宮崎 ，原田 （エ）

4位 桑田・白川 （ス） 塩沢・上山根 (K・三） 上山根，塩沢（三 •K) 菊池・多田 （フ・に） 宮崎・小林 （エ） 上山根・塩沢 (W)

ベ 小林・富永 （エ） 森永・天野 （信） 真庭・唐沢 （エ） 猪爪・渡辺 （セ） 原田•藤田 （エ） 桑田・白川 （ス）

ス 佐藤・工藤 (1く） 中原・川名 （エ） 小林，石田 （エ） 天野・西川 （ス） 塩沢・上山根 (W) 猪爪・渡辺 （セ）
卜
8 松長・石井 （セ） 石井・根上 （セ） 元田•田制 （信） 堤．都築 （電） 桑田・白川 （ス） 白鳥・石谷 （フ）

位 天野・前畑 （ス） 佐藤・石森 （三） 桑田・吉里 （ス） 上山根・塩沢 （三） 下川・菊池 （フ） 藤田・小林 （エ）

種 目 2部 (17ペア） 2部 (21ペア） 2部 (20ペア） 2部 (22ペア） 2部 (22ペア） 2部 (23ペア）

1位 谷戸・中原 （エ） 小林ミ•吉里 （ス） 北和田・金子 （南） 平田・大川 （セ） 橋本・石井 （若） 山崎威瀬 （フ）

2位 川嶋•佐竹 （エ） 渡辺・末木 （セ） 高橋・岩野 (K) 片岡・隈崎 （南） 林・鈴木 （セ） 生田目公・大崎（染）

3位 竹内・長沼 （ス） 古田・三刀 （ス） 森永•河井 (1~) 森永 ，河井 (1~) 内山・鈴木 （シ） 松野・図師 （スイ）

ケ /II名・西川 （エ） 柳原・坪井 （シ） 平田・大川 （セ） 松野・図師 （スイ） 名古屋・中川 （ス） 小谷・斉藤 (W) 

ベ 柳原・田村 （シ） 萬田・内田 （ぺ） 松野・図師 （スイ ） 鈴木・林 （セ） 松野・図師 （スイ） 生田目敬・小椋 （神）
ス

伊藤和・伊藤博（染） 桑田・塩見 （柏） 長沢•宮崎 （神） 大崎・岡野 （染） 苫米地・安藤 （エ） 芍田•宮褐 (W・エ）
卜
8 長沢・武藤 （ド） 吉田 ・中川 （ス） 栗栖・苫米地（エ） 生田目，岩井（染） 生田目・伊比（染） 倉田 ・高橋 (Jゞ・信）

位 小林ミ・門馬 （ス） 竹内・名古屋 （ス） 中川・慶野 （ス） 村上・片山 （柏） 岡野・大崎 （染） 樋ロ・片山 （柏）

種 目 初級者の部 (31ペア） 初級者の部 (30ペア） 初級者の部 (34ペア） 初級者の部 (33ペア） 初級者の部 (47ペア） 初級者の部 (51ペア）

1位 佐藤・渡辺 （セ） 金子・北和田 （南） 片岡・隈崎 （南） 島崎・柴山 （南） 多田・竹内 (1~) 森山・藤野 (1 ヽ•一）

2位 外山・西塚 （布） 加藤，吉田 （南） 山内・高山 （南） 下郡・安藤 （エ） 加藤•佐藤 （北） 永井•石井 （大）

3位 天谷・末木 （セ） 愧島・南 （ス） 竹中・千葉 （三小） 岡村・斉藤 （スイ） 高瀬・小林 （柏） 高嶋・大迫 （若）
，，， 小田中・田代 （オ） 後藤・山崎 （南） 岩崎•島崎 （南） 岩崎 ，白石 （南） 石井・永井 （大町） 八木•島 （ス・ー）

ベ 窪田・名古屋 （ス） 千葉・薩川 （エ） 斉藤•岡村 （スイ） 裔田・山形 (J) 斉藤•岡村 （スイ） 小牧・後藤 （神）
ス

村上・高嶋 (I t) 千葉・竹中 （三小） 下郡・広瀬 （エ・若） 荒岡・久世 （南） 岡・大迫 （若） 粟津・南 （野）
卜
8 佐藤・池田 （エ・信） 関ロ・加藤 （ぺ） 佐藤・斉藤 （神） 篠原・今野 （スイ） 小椋•生田目 （神） 田岡・篠原 （スイ）

位 大竹・久保 （北） 新家・片山 （柏） 山田・橋本 (-） 嘉向•福山 （北） 高嶋・岩崎 （若） 斉藤・加治屋 （スイ）
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第19回 第20回 第21回 第22回 第23回
(H.7.1.16) (H.8.1.21) (H.9.1.26) (H.10.1.25) (H.11.1.24) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 1部 (29ペア） 1部 (35ペア） 1部 (23ペア） 1部 (27ペア） 1部 (32ペア）

1位 宮崎 ・西村 （エ） 河村 ・弓削 （信） 多田・弓削 （信） 松田 ・堤 （プ） 宮崎・堤 （エ）

2位 清水 • 吉里 （ス） 堤•松田 （信） 清水，吉里 （ス） 西村・堤 （エ） 清水，吉里 （ス）

3位 菊池は・高橋 （フ •四 ） 宮崎 ・西村 （エ） 松田 ・小池 （信 • W) 宮崎，山田 （エ） 近藤・菊池は （フ）

4位 白鳥・石谷 （フ） 多田・伊敷 （信 •W) 堤・柴田 （信． iこ） 清水•吉里 （ス） 多田・小池 （プ • W)

ベ 堤・伊敷 （信，W) 広涌 ・三國 （柏） 上山根 ・塩沢 (W) 菊池は・弓削 （フ・に） 内山・河中 （シ）
ス 渡辺・黒田 （セ） 菊池•石井 （フ） 西村・工藤 （エ） 多田 ・吉野 （ぺ） 櫛田，中村 （に）
卜
8 石井・猪爪 （セ） 石谷・白鳥 （フ） 河中・内山 （シ） 五十嵐 • 柴田 （プ・に） 市田 ，平林 （フ）

位 野原 ・根上 （セ） 渡辺・黒田 （セ） 山村・中山 （プ） 広瀬・白川 （ス） 平田・星野 （セ）

種 目 2部 (22ペア） 2部 (24ペア） 2部 (27ペア） 2部 (33ペア） 2部 (30ペア）

1位 森山 ・藤野 (J ヽ• 一） 0訊・粕谷 （エ・一） 高橋 ，立花 (K) 森村 • 山口 （ぺ） 里村・高瀬 （プ）

2位 井上 ・中山 （フ） 米倉・早田 (-） 芳賀 ・杉山 （エ） 有好・高宮 （ぺ） 山ロ・竹下 （エ）

3位 片山・樋日 （柏） 藤橋 ・永井 （セ・ ー） 溝日・柳川 (Jゞ） 溝ロ ・柳川 (Iゞ） 栗栖 ・香山 （エ）

ケ 松野 ・八木 （スィ・ス） 樋口 •宮地 （柏） 小島・香山 （エ） 加藤理和 • 加藤理美 （ぺ） 本田・小豆畑 （や）

ベ 村瀬 • 島 （野） 小林・篠原 （スイ） 篠原・小林 （スイ） 田中 • 本間 （ス） 神成•井上 （エ・一）
ス

〇宮澤 ・杉山 （エ） 藤田 ，芳賀 （エ） 松野 ・常田 （スイ ） 松野 ・常田 （スイ ） 下郡 ・岡 （若）
卜
8 高橋 ，小島 （エ） 高田 ・沼田 （フ） 下郡・岩崎 （む） 高橋・遠藤 (W・一） 山根 ・渡辺 （パ •W)

位 小林・篠原 （スイ ） 内田 ・小河原 （一） 南・粟津 （野） 高瀬，里村 （プ） 田中・本間 （ス）

種 目 初級者の部 (55ペア） 初級者の部 (38ペア） 初級者の部 (28ペア） 初級者の部 (29ペア） 初級者の部 (30ペア）

1位 小林・斉藤 （柏） 石川 ・友安 （フ） 抑藤・倉田 （ぺ） 白川・高橋 （柏） 池田仁． 勝本 （北）

2位 溝日 ・柳川 (1ゞ） 斉藤・常田 （スイ ） 平田・渡辺 (W) 森永・渡辺 （む・バ） 縄迫•原田 （飛）

3位 酒井 ・栗原 （／ ）ゞ 松本・竹内 （若） 鈴木・山中 （スイ ） 金井・正岡 （若） 大野・林 （や）
，，， 高瀬・谷村 （柏） 加賀谷 ・植田 （柏） 吉崎・森川 （大） 小倉・伊藤 （エ） 浜名・小繹 (Iゞ）

ベ 田岡・加治屋 （スイ ） 湯田 • 藤井 （セ） 福岡 ・岩見 (K) 小川 ・柴田 (Iゞ） 高綱 ・高井 (Iゞ）
ス

加藤理•鈴木 （北） 青山 ・岡村 （や） 高橋・上村 （柏） 足立 ・越谷 （大） 越谷•吉里 （ス・フ）
卜
8 蓮池・星野 （神） 奥野 ，石栗 （北） 近藤・池永 （野） 近藤・ 三橋 （一小） 池本・袴田 （北）

位 岡•宮城 （若） 渡辺 ・杉 （国） 正岡 ・金井 （若） 森田 ・秋山 （航） 杉山・佐々 (T) 

種 目 壮年の部 (4ペア）

1位 藤田・真庭 （エ）

2位 桑田， 笠間 （ス・ 柏）
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団体対抗戦

（リーグ戦・男子の部）

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回
(H.1.2.26) (H.2.3.18) (H.3.2.24) (H.4.3.15) (H.5.2.21) (H.6.3.20) 

1位 信天翁 A 航技研 A 信天翁 A 航技研 A にわとり にわとり

2位 にわとり A 信天翁 A 四ツ葉 四ツ葉 航技研 A プリンス

1 3位 航技研 A 四ツ葉 航技研 A 信天翁 A 信天翁 A 信天翁 A 

部 4位 四ツ葉 オストリッチ A オストリッチ A オストリッチ A 四ツ葉 航技研 A 

5位 オストリッチ A 島田理化 フェニックス フェニックス オストリッチ A フェニックス

6位 フェニックス にわとり A 島田理化 プリンス フェニックス （匹ソ葉）

1位 島田理化（アルバトロス） フェニックス プリンス にわとり プリンス ウッドペッカー

2位 JU KI JU KI にわとり 三杉クラプ 三杉クラプ ペンギンズ A 

2 3位 KBS 航技研 B JU KI JU KI JUKI KBS 

部 4位 第百生命 KBS KBS KBS ペンギンズ A JU KI 

5位 航技研 B 信天翁 B 信天翁 B 島田理化 島田理化 A 調布シャトルズ

6位 （電通大 A) （第百生命） 航技研 B 信天翁 B KBS 島田理化 A 

1位 信天翁 B プリンス 三杉クラプ ペンギンズ A シャトルズ 工研社 A 

2位 シャトルズ A シャトルズ A 工研社 A 工研社 A 工研社 A 電通大 A 

3 3位 東電学圃 A 電通大 A 電通大 A 電通大 A オストリッチ B 調布南高校 A 

部 4位 （エ研社 A) 東電学園 A シャトルズ シャトルズ （信天翁 B) 日電データ機器

5位 （中央学園 A) （にわとり B) 東電学園 A 東電学圏 A （電通大 A) 航技研 B 

6位 （調布南高校） （第百生命） 航技研 B （東電学園 A) （信天翁 B) 

1位 プリンス 三杉クラプ A ペンギンズ オストリッチ B 日電データ機器 ハミング

2位 にわとり B 工研社 A 日電データ機器 染地同好会 調布南高校 ペンギンズ B 

4 3位 調布南高校 A オストリッチ B 染地同好会 ハミング 航技研 B 東電学園 A 

部 4位 （電通大 B) （調布北高校） 調布南高校 日電データ機器 ハミング 調布市役所

5位 （ペンギンズ） （エ研社 B) オストリッチ B 調布南高校 ペンギンズ B 調布北高校 A 

6位 （中央学園 B) （電通大 B) 調布北高校 A （第百生命） （第百生命） （第百生命）

1位 三杉ク ラプ A ペンギンズ ハミング ペンギンズ B 調布北高校 A 島田理化 B 

2位 オストリッチ B 染地同好会 調布市役所 調布北高校 A 調布市役所 A 電通大 B 

5 3位 調布北裔校 日電データ機器 電通大 B 調布北高校 B 神代高校 東電学園 B 

部
4位 工研社 B 神代高校 工研社 B 調布市役所 調布北高校 B （調布北高校 B) 

5位 ハミング ハミング 東電学園 B 神代高校 （東電学固 B) （オーク製作所）

6位 染地同好会 シャ トルズ B （神代高校） 東電学園 B （電通大 B) （エ研社 B) 

オープン
1位 日電データ機器 オーク製作所 （オーク製作所） （電通大 B) 島田理化 B 調布南高校 B 

2位 シャトルズ B 調布市役所 （エ研社 B) 調布市役所 B 島田理化 C 

6 
3位 神代高校 （東電学園 B) （オーク製作所） （オーク製作所） （株）リヨーサン

4位 調布市役所 （三杉クラプ B) （エ研社 B) ペンギンズ C 

部 5位 杉森小学校

6位 （中央学園 C) 

（東電学園 B) 

（三杉クラプ B) 

）は棄権
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第17回 第18回 第19回 第20回 第21回
(H.7.2.12) (H.8.3.17) (H.9.2.16) (H.10.3.15) (H.11.2.14) 

1位 にわとり にわとり 信天翁 A にわとり A にわとり A 

2位 プリンス ウッドペッカー プリンス 信天翁 ウッドペッカー

1 3位 ウッドペッカー プリンス ペンギンズ A ウッドペッカー 信天翁

部 4位 信天翁 A 信天翁 A ウッドペッカー プリンス 航技研 A 

5位 航技研 A ペンギンズ A にわとり 航技研 A プリンス

6位 フェニックス 航技研 A （四ツ葉） ペンギンズ A 島田理化 A 

1位 ペンギンズ A 四ツ葉 航技研 A 島田理化 A ペンギンズ A 

2位 四ツ葉 JU KI JUKI JUKI 四ツ葉

2 3位 JU KI 工研社 調布シャトルズ 四ツ葉 JU KI 

部 4位 工研社 A KBS 島田理化 A ペンギンズ B にわとり B 

5位 KBS 島田理化 A KBS 調布シャトルズ ペンギンズ B 

6位 調布シャトルズ フェニックス 工研社 ハミング 調布シャトルズ

1位 島田理化 A 調布シャトルズ 信天翁 B にわとり B 島田理化 B 

2位 日電データ機器 航技研 B ハミング 電通大 ハミング

3 3位 ハミング ハミング ペンギンズ B 航技研 B 航技研 B 

部 4位 調布南高校 A （日電データ機器） むらさき会 島田理化 B 調布市役所

5位 航技研 B （調布南高校） 島田理化 B 調布南高校

6位 （電通大 A) （ペンギンズ B) 調布市役所 調布市役所

1位 ペンギンズ B 信天翁 B 航技研 B 調布北高校

2位 調布市役所 A 島田理化 B （フェニックス） （むらさき会）

4 3位 島田理化 B 調布市役所 （日電データ機器）

部 4位 調布南高校 B （調布北高校）

5位 調布市役所 B 

6位 （信天翁 B) 

1位 （東電学園 A) 

2位 （電通大 B) 

5 3位 （東電学園 B) 

部
4位 （エ研社 B) 

5位

6位

1位

2位

6 3位

部
4位

5位

6位

）は棄権

-26 -



団体対抗戦

（リーグ戦・女子の部）

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回
(H.1.3.19) (H.2.2.25) (H.3.3.17) (H.4.2.23) (H.5.3.21) (H.6.2.27) 

1位 信天翁 A 信天翁 A 信天翁 信天翁 スワロー A 信天翁

2位 スワロー A エレガンス A スワロー A エレガンス A エレガンス A フェニ ック ス

1 3位 エレガンス A スワロー A エレガンス A スワロー A 信天翁 スワロー A 

部 4位 セキレイ A セキレイ A セキレイ A セキレイ A フェニックス エレガンス A 

5位 パロット A パロット A エレガンス B エレガンス B セキレイ A セキレイ A 

6位 エレガンス B セキレイ B パロット A パロット A エレガンス B 柏野小同好会 A 

1位 セキレイ B エレガンス B KBS フェニックス 柏野小同好会 A セキレイ B 

2位 柏野小同好会 A KBS フェニックス にわとり パロット A パロット A 

2 3位 にわとり 柏野小同好会 A セキレイ B 柏野小同好会 A スワロー B スワロー B 

部 4位 パロット B スワロー B 柏野小同好会 A セキレイ B セキレイ B ペンギンズ

5位 （調布南高校 A) パロット B スワロー B スワロー B 調布南高校 A エレガンス B 

6位 （フェニックス ） にわとり パロット B パロット B にわとり 調布南高校

1位 KBS フェニックス にわとり 調布南高校 A ペンギンズ A にわとり

2位 スワロー B 染地同好会 三杉クラプ ペンギンズ A スワロー C 染地同好会

3 3位 ペンギンズ A ペンギンズ A ペンギンズ A エレガンス C 染地同好会 スイートピー A 

部 4位 エレガンス C スワロー C スワロー C 染地同好会 調布シャトルズ スワロー C 

5位 染地同好会 A エレガンス C エレガンス C スワロー C パロット B パロット B 

6位 （第百生命 ） （調布南高校 A) 染地同好会 （三杉クラプ） （エレガンス C) 調布シャトルズ

1位 スワロー C 三杉クラプ 調布南高校 A シャ トルズ スイートビー A エレガンス C 

2位 調布北高校 A シャトルズ シャトルズ 神代高校 A 柏野小同好会 B 柏野小同好会 B 

4 3位 シャ トルズ セキレイ C セキレイ C スイートピー A 神代高校 A 調布北高校 A 

部 4位 セキレイ C （第百生命 ） スイートピー A セキレイ C セキレイ C 神代高校 A 

5位 調布北高校 B （調布北高校 A) （オストリッチ） ペンギンズ B 調布南高校 B （セキレイ C) 

6位 （染地同好会 B) （調布北高校 B) （ペンギンズ B) 調布南高校 B （ペンギンズ B) （プリンス）

1位 三杉クラブ オストリ ッチ 調布南高校 B 柏野小同好会 B 調布北高校 A Wings 

2位 神代裔校 スイー トビー 神代高校 JU KI プリンス 調布北高校 B 

5 3位 オストリッチ ペンギンズ B 柏野小同好会 B 調布北高校 A スイートピー B KBS 

部
4位 調布南高校 B 柏野小同好会 B 調布北高校 A スィートピー B JU KI JU KI 

5位 信天翁 B （神代高校） （第百生命） 調布北高校 B 調布北高校 B 柏野小同好会 C 

6位 柏野小同好会 B （調布南高校 B) （調布北高校 B) （日 電データ機器） （日電データ機器） 調布市役所

1位 （ペンギンズ B) （信天翁 B) H電データ機器 プリンス Wings スィートピー B 

2位 キュービー JU KI 神代高校 B エレガンス D 神代高校 B 

6 3位 スイートピー B パロット C 調布市役所

部
4位 調布市役所 パロット C 

5位 エレガンス D 柏野小同好会 C 
.~ 

6位 神代高校 B 

(KBS) 

）は棄権
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第17回 第18回 第19回 第20回 第21回
(H.7.3.19) (H.8.2.18) (H.9.3.16) (H.10.3.15,22) (H.11.2.14,3.14) 

1位 エレガンス A エレガンス A エレガンス A エレガンス A スワロー A 

2位 セキレイ A フェニックス スワロー A スワロー A プリンス

1 3位 スワロー A スワロー A 信天翁 フェニックス エレガンス A 

部 4位 フェニックス セキレイ A フェニックス 柏野小同好会 A フェニックス

5位 セキレイ B 柏野小同好会 A セキレイ A エレガンス B 柏野小同好会 A 

6位 （信天翁） セキレイ B 柏野小同好会 A （セキレイ A) エレガンス B 

1位 柏野小同好会 A 信天翁 エレガンス B プリンス ペンギンズ

2位 にわとり スワロー B セキレイ B にわとり セキレイ A 

2 3位 パロット A 染地同好会 にわとり スワロー B にわとり

部 4位 スワロー B パロット A スワロー B セキレイ B スワロー B 

5位 ペンギンズ にわとり パロット A 染地同好会 セキレイ B 

6位 エレガンス B （ペンギンズ） 染地同好会 パロット 染地同好会

1位 染地同好会 エレガンス B プリンス ペンギンズ Wings 

2位 調布南高校 Wings Wings Wings 調布シャトルズ

3 ＇ 3位 スワロー C パロット B ペンギンズ 調布シャトルズ スワロー C 

部 4位 パロット B スワロー C スワロー C 調布北高校 むらさき会

5位 スイートビー A スイートピー A スイートビー A スワロー C パロット

6位 （エレガンス C) （調布南高校） （パ口；；ト B) スイートピー A 調布北高校

1位 WI n g S プリンス 調布北高校 A むらさき会 スイートピー A 

2位 調布北尚校 A 調布シャトルズ 調布シャトルズ 柏野小同好会 B スワロー D 

4 3位 柏野小同好会 B エレガンス C 柏野小同好会 B KBS KBS 

部 4位 神代高校 A 調布北高校 A スィートピー B 柏野小同好会 C 柏野小同好会 B 

5位 調布シャトルズ 柏野小同好会 B 調布北高校 B スワロー D 航技研

6位 調布北高校 B 神代高校 （調布南高校） スイートピー B 柏野小同好会 C 

1位 プリンス スイートビー B むらさき会 航技研 エレガンス C 

2位 KBS セキレイ C KBS エレガンス C 調布市役所

5 3位 JU KI 調布北高校 B スワロー D セキレイ C 柏野小同好会 D 

部
4位 柏野小同好会 C 柏野小同好会 C 柏野小同好会 C 調布市役所 A セキレイ C 

5位 セキレイ C (KBS) 調布市役所 A 柏野小同好会 D スイートピー B 

6位 調布市役所 (JUKI) 調布市役所 B 調布市役所 B JU KI 

1位 スイートピー B スワロー D 航技研

2位 調布北高校 C セキレイ D 調布北高校 C 

6 3位 神代高校 B 調布市役所

部
4位 航技研

5位 調布北高校 C 

6位

）は棄権
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第1回
(H.1.4.28,29) 

会場 総合体育館

種 目 男子1部(23ペア）

1位 神谷 • 田沢
（台東 ・小平）

2位 中津・村上
（足立）

3位 来栖・荒木
（町田 ）

ケ 有賀・山村
（台東）

種 目 男子2部(87ペア）

1位 楯•平林
（調布 ）

2位 加藤・小野
（調布 ）

3位 浪岡・植田
（八王子）

ケ 山ロ・佐藤
（三鷹・小金井）

種 目 女子1部(14ペア）

1位 長谷・千葉
（中野・立川）

2位 小林 ・中津
（コニカ •NEC)

3位 笹林•宮本
(A・ B ・ C) 

ケ 三 田・佐藤
（国立・三鷹）

種 目 女子2部(52ペア）

1位 高坂・服部
(F SC) 

2位 井 戸・野口
（八王子）

3位 上山根 • 宮崎
（調布 ）

ク 光中・ 三瓶
（台東 ）

調布オープンダブルス選手権大会

（男子1部・男子2部・女子1部・女子2部）

第2回 第3回 第4回
(H.2.4.30,5.1) (H.3.4.26,29) (H.4.5.1,3) 

総合体育館 総合体育館 総合体育館

男子1部(19ペア） 男子1部(17ペア） 男子1部(21ペア）

清水・柳 清水・柳 清水 ・柳
（調布 ・中野） （調布） （調布・ 渋谷）

笹林 • 宮本 貫井・田沢 加藤・沖田

（足立） （福生・武蔵野） （調布・狛江）

来栖・木下 杉山•藤田 神 谷・ 小林賢
（町田） （渋谷） （台東•練馬）

田沢・貫井 加 藤 ・ 沖 田 的場昭•田沢
（小平 •福生） （調布） （荒川・ 三鷹）

男子2部(64ペア） 男子2部(58ペア） 男子2部(64ペア）

柿沼・折戸 森本 ・福沢和 楯・平林
（横浜） （調 布 ） （調 布 ）

松井・瀬部 楯 •平 林 中山・堤浩
（文京） （調布） （調布）

中島・坂巻 久野・石川 辻村・近藤
（東京高専） （秋川・福生） （府 中 ）

小沼・上岡 阿部・佐藤 福沢・加藤
（横浜 ） （調布・三鷹） （調布・日野）

女子1部(18ペア） 女子1部(9ペア） 女子1部(9ペア）

長谷・高岸 上田・佐藤 福田・千葉
（中野・ 豊島） （昭島・三鷹） （国分 寺 ）

笹林•宮本 福田・千葉 佐藤 ・前 田
（足立 ） （国分寺） （東 村山 ）

福田・千葉 長 瀬 ・ 太 田 武田・土屋
（瑞穂•国分寺） （杉並 ・三鷹） （台 東 ）

小林 • 平尾 平分・小林 吉 田 ・志村
（草加・荒川） （台東） （渋谷）

女子2部(61ペア） 女子2部(75ペア） 女子2部(64ペア）

民谷 • 石谷 宮本・篠原 岡田 ・椿
（岐阜・調布） （三鷹・日野） （国分寺）

宮崎・猪爪 山本・岡田 服部・宮崎
（調布） （目黒） （府中・調布）

高橋・大塚 小沢・光中 山本・佐藤
（三 鷹 ） （台東） （目 黒 ）

星川 ・原田 柳本・菊池 石 谷 ・ 菅 原
（多摩・ 日野） （調布） （調布・杉並）

-29-

第5回
(H.5.4.24,25) 

総合体育館

男子1部(16ペア）

曽 根 ・石塚
（練馬 ・杉並）

清 水・柳
（調布・渋谷）

吉沢 ・斉藤
（港）

神谷・大 屋
（台東）

男子2部(72ペア）

藤瀬・ 塩野入
（調布・飯能）

楯•平林
（調布）

木村・小笠原
（八王子・三鷹）

大浦・小池
（調布）

女子1部(14ペア）

河 村・元田
（新宿・調布）

土 屋・武田
（台東）

福田・ 千 葉
（国分寺）

土田 • 佐藤
（世田谷・東村山）

女子2部(77ペア）

柳本・ 菊 池
（文京 ・調布）

原田・宮崎
（日野・調布）

宮本・篠原
（三鷹・日野）

山本・岡 田
（目黒）



第1回
(H.1.4.28,29) 

会場 総合体育館

種 目 男子壮年の部(12ペア）

1位 内田 ・小 宮
（コニカ・国立）

2位 徳保 ・小池
（多摩 ）

3位 芝崎・斉藤
（調布 ・八王子）

// 伊藤 ・速水
（三鷹市役所）

種 目 家庭婦人1部(6ペア）

1位 佐藤 ・佐藤
（東村山・ 三鷹）

2位 宮本・片山
（ロビンス・エール）

3位 石井・大久保
（八王子 ・国立）

// 民谷 ・広瀬
（岐阜 ・調布）

種 目 家庭婦人2部(26ペア）

1位 大塚・高橋
（ロビンス）

2位 中 川 ・ 肥田木
（台東 ）

3位 米ロ・矢代
（青梅 ）

，，， 桑田・横渡
（調布・多摩）

種 目 家庭婦人3部(138ペア）

1位 本間 ・大野
（国分寺さつき）

2位 石井・矢頭
（八王子）

3位 桶本 ・有沢
（八王子 ）

ク 柴 山・ 高橋
（八王子 ）

調布オープンダブルス選手権大会

（男子壮年の部・家庭婦人1部・2部・3部）

第2回 第3回 第4回
(H.2.4.30,5.1) (H.3.4.26,29) (H.4.5.1,3) 

総合体育館 総合体育館 総合体育館

男子壮年の部(11ペア） 男子壮年の部(9ペア） 男子壮年の部(6ペア）

小池•徳保 竹中・蓑 伊藤・竹 重
（多摩 ） （台東 ・江戸川） （東村山 ）

小 宮 ・石田 高木・ 美 川 中 村 ・ 田 倉
（国立 ・調布） （台東・板橋） （八王子 ・府中）

栗田・堺 小池•徳保 小池•徳保
（調布・中野） （多摩 ） （多 摩 ）

林 ・筒井 石田・ 佐 野 倉田•町田
（東村山 ） （調 布 ） （調 布 ）

家庭婦人1部(7ペア） 家庭婦人1部(10ペア） 家庭婦人1部(8ペア）

佐藤・佐藤 佐藤・佐藤 松村・佐藤
（東村山・ 三鷹） （東村山・ 三鷹） （青梅・東村山）

宮本・篠原 三 田 ・大久保 土田 ・石川
（三鷹 ・日野） （国 立） （世田谷 ・葛飾）

高橋・大塚 矢代・松村 三田・大久保
（三 鷹 ） （青梅 ） （国 立 ）

浅見・松村 六波羅・田倉 清水• 吉里
（昭島・青梅） （日野） （調 布 ）

家庭婦人2部(23ペア） 家庭婦人2部(26ペア） 家庭婦人2部(25ペア）

米ロ・矢代 川原木・横倉 高坂• 吉 海
（青梅 ） （日野 ） （府中 ）

小沢・高橋 石井順・切替 岡 戸 ・米 口
（八王子 ） （八 王 子 ） （青梅 ）

岡 戸 ・中沢 小沢・高橋 中沢・桑山
（青梅•江戸川 ） （八王 子 ） （江 戸 川 ）

石井・矢頭 桶本・石井喜 石井 喜 •原
（八王 子 ） （八 王子） （八 王 子）

家庭婦人3部(130ペア）家庭婦人3部(148ペア）家庭婦人3部(141ペア）

河内・対馬 猪爪・渡辺 宮ロ・秋山
（羽村 ・瑞穂） （調 布 ） （杉並 ）

坂井・小島 中 村 ・ 田 中 五十嵐・山口
（八 王子） （国 分 寺） （多摩）

永田 ・尾形 中村・佐藤 小幡・大塚
（渋谷 ・武蔵野） （渋 谷 ） （福生 ）

切替・久世 三 田 ・ 森 萩原 ・山内
（八 王子 ） （府中 ） （八王子 ）
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第5回
(H.5.4.24,25) 

総合体育館

男子壮年の部(6ペア）

佐 野 ・岡田
（調布・目黒）

伊藤・竹重
（東村山 ）

氏家・雨宮
（多摩・府中）

児 玉 ・永田
（三鷹・武蔵野）

家庭婦人1部(6ペア）

土田 • 佐藤
（世田谷・東村山）

田倉•宮崎
（府中・調布）

井戸・ 矢 代
（八王子・青梅）

谷垣•松村
（台東 ・青梅）

家庭婦人2部(20ペア）

大塚•砂田
（三鷹・北）

高橋・ 石井
（八 王子 ）

斉藤・原田
（日野 ）

川原木・横倉
（日野 ）

家庭婦人3部(127ペア）

星川・小川
（多摩 ）

吉家・児玉
（東久留米 ・田無）

市村 ・沼尻
（昭島・武蔵野）

渡 辺 ・大川
（調 布 ）



レディースバドミントン大会（年齢別）

（調布市バドミントン連盟後援・主催）

第6回 第7回 第8回 第9回
(H.3.8.27) (H.4.8.25) (H.5.8.26) (H.6.8.25) 

会場 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 Aの部 (6ペア） Aの部 (9ペア） Aの部 (10ペア） Aの部 (11ペア）

1位 藤田・池 （エ） 藤田・太田（エ） 藤田・真庭 （エ） 藤田・佐藤 （エ・市）

2位 桂・有川 （ス） 佐藤・森本(-) 太田・池 （エ） 天野・桂 （ス）

3位 佐藤・森永（パ） 松田・池 （エ） 竹内・白庄司（ス） 真庭・太田 （エ）

11 松田 ・太田（エ） 桂・竹内 （ス） 桂・門馬 （ス） 小林•池 （エ）

種 目 Bの部 (29ペア） Bの部 (25ペア） Bの部 (30ペア） Bの部 (30ペア）

1位 桑田・前畑（ス） 宮崎・原田（エ） 桑田・三刀 （ス） 宮崎・柳沢 （エ）

2位 天野・門馬（ス） 白川・三刀 （ス） 川名・工藤 （エ） 松長 ・黒田 （セ）

3位 清水・山川（柏） 工藤・川鶴（エ） 原田・富永 （エ） 渡辺•石井 （セ）

ク 石田・崩沢（エ） 天野・前畑（ス） 松長・伊藤 （セ） 小原 ・名古屋 （ス）

種 目 Cの部 (20ペア） Cの部 (27ペア） Cの部 (20ペア） Cの部 (21ペア）

1位 清水•吉里 （ス） 猪爪・大川 （セ） 清水・小原 （ス） 猪爪，平田 （セ）

2位 宮崎・渡辺（エ） 清水・慶野 （ス） 宮崎・高橋 （エ） 橋本・石井 （若）

3位 松長・渡辺 （セ） 吉里・中川（ス） 斉藤・小谷 (W) 清水・八木 （ス）

/1 猪爪・根上 （セ） 松長・平田（セ） 関ロ・小河原（ぺ） 市田・立花 （フ • K)

第10回 第11回 第12回 第13回 第14回
(H.7.8.24) (H.8.8.22) (H.9.8.26) (H.10.8.20) (H.11.8.26) 

総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館 総合体育館

種 目 Aの部 (10ペア） Aの部 (9ペア） Aの部 (9ペア） Aの部 (7ペア） Aの部 (8ペア）

1位 天野・桑田（ス） 桂・桑田 （ス） 桂・天野 （ス） 天野・白川 （ス） 白川・三刀 （ス）

2位 佐藤・籠本 （市） 天野・白川（ス） 太田・佐藤 （エ・市） 清水・山川 （柏） 木原・武藤 （ス）

3位 真庭・池 （エ） 太田・佐藤（エ・市） 清水・山川 （柏） 佐藤・真庭 （市・エ） 桑田・小林ミ（ス）

ク 桂•前畑 （ス） 池・真庭 （エ） 松田・小河原（む） 池・川名 （エ） 佐藤・川嶋 （市・柏）

種 目 Bの部 (30ペア） Bの部 (25ペア） Bの部 (21ペア） Bの部 (21ペア） Bの部 (22ペア）

1位 黒田・猪爪（セ） 三刀・小原（ス） 広瀬・三刀 （ス） 吉里・小原 （ス） 広瀬•吉里 （ス）

2位 宮崎・杉山（エ） 黒田・石井（セ） 河中・内山 （シ） 河中・内山 （シ） 内山・河中 （シ）

3位 松長・石井（セ） 猪爪・伊藤（セ） 田村・岩堀 (K) 広瀬•吉田 （ス） 猪爪•平田 （セ）
，，， 橋本・石井（若） 柳沢・富永（エ） 白川・吉田 （ス） 黒田・平田 （セ） 松長・黒田 （セ）

種 目 Cの部 (22ペア） Cの部 (17ペア） Cの部 (14ペア） Cの部 (17ペア） Cの部 (17ペア）

1位 堤・富永 （信・エ） 清水・八木（ス） 松田・中山 （プ） 三國・小林八（ス） 三國，舟山 （ス）

2位 平田・大川（セ） 吉里•島 （ス） 清水•本間 （ス） 堤・竹下 （エ） 堤・竹下 （エ）

3位 八木•島 （ス） 小林・三國（柏） 吉里・八木 （ス） 森永•関口 （む） 森川・吉崎 （和）

ク 吉里・吉田（ス） 森川・吉崎（大） 関ロ・森永 （む） 湯田・星野 （セ） 湯田，星野 （セ）

種 目 Sの部 (4ペア） Sの部 (5ペア） Sの部 (5ペア） Sの部 (4ペア） Sの部 (4ペア）

1位 長沼•本田（む· -） 長沼•竹内（む・ス） 太田・竹内 （む・ス） 森永•松田 （む） 藤田，長沼 （エ・む）

2位 小松・青山（ス・一） 小松・高橋（ス・ 一） 三原•本田 (1 ゞ•一） 三原・向山 （パ・一） 松田・池 （む・エ）

3位 竹内・広瀬（ス・ 一） 森永・向山（パ・一） 小松，）II西 （ス・ー） 長沼・石谷 （む・ス） 森永・太田 （パ ・む）

4位 向山・窪田（一・ス）

Aの部： 50オ以上 Bの部：40オ以上 Cの都： 39才以下 Sの部： 60オ以上
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対外試合成績（団体戦）

平成1年度 平成2年度 平成3年度

東京都民体育大会 第42回 第43回 第44回

男子
女子

東京都市町村 第23回 第25回
総合体育大会 女子 H.l.8.20 府中市 女子 H.3.8.4 町田市

男子 3位 堤・広瀬·石谷•宮崎・ 3位 堤・元田・山本・石谷・

女子 猪爪・桑田・白川 ・石井 宮崎・桑田・上山根

東京都支部対抗 H.2.7.29葱飾区スポーッセンター H.3.7.28葛飾区スポーツセンター ＂

前期 1部 優勝男子 1部 優勝男子

清水・多田・大浦・堤浩 多田・堤浩・加藤・塙

女子 堤・元田・石谷 女子

元田•宮崎·堤・紙
3部 3位 男子

阿部・新谷・大塩・浦野

女子

渡辺•河中・石井・天野

----------------・・---------------------------------------------------.. -------------------------------... -・・.......... -----. -. ----. ----------. ----.. -. -. --. -. -. -. -. -. -. 

H.2.2.4 多摩市総合体育館 H.3.3.3 府中市 H.4.2.16多摩市総合体育館

後期 1部 2位 男子森本・清水・堤浩 1部 2位 男子 1部 優勝 男子清水・多田・加藤

女子堤・広瀬•石谷 堤浩・多田・大浦・塙 女子元田 ・堤•山本
女子 3部 3位 男子小野•平林・浦野

4部 3位 男子堀内・高梨・栗田 元田・石谷・山本・塩沢 女子宮崎・上山根

女子桑田•藤田・天野 渡辺•松長
佐藤 3部 2位 男子阿部・新谷・浦野

楯・舘

女子宮崎・桑田・白川

上山根

三多摩地域 第29回 第30回
対抗大会 H.2.3.1 東村山市民体育館 H.3.3.10 東村山市民体育館

男子 女子 3位堤・広瀬・石谷•宮崎 男子 2位 阿部・多田・小野・福沢

女子 塩沢•吉里 塙・堤浩・大浦•佐藤
女子 3位 堤・元田・石谷•宮崎

塩沢

-32 -



~ ~ ~ ~ : ~ ： ~ ・ I • ・.．・ •. • : :．： : :: ：．: • 

平成4年度 平成5年度 平成6年度
: ~ ・ ~ 

~ ~ ~ ~ 

東京都民体育大会 I第45回 第46回第47回

言

東京都市町村

総合体育大会

言

東京都支部対抗

前期

後期

三多摩地域

対抗大会

塁］

男子 H.5.5.30多摩市総合体育館男子 H.6.5.29葛飾区スポーツセンター

女子 H.5.5.23多摩市総合体育館女子 H.6.5.22多摩市総合体育館

第26回第27回
女子 H.4.8.12稲城市総合体育館男子 H.5.7.25福生市民体育館

2位 元田 ・ 石谷•清水・堤・桑田 2位 加藤・佐藤・堤浩•森本
塩沢•宮崎・上山根 漁•平林

1部準優勝 菊池・多田・石谷•清水
西村・宮崎

第28回
男子 H.6.7.31東村山市民体育館

3位

女子 H.5.8.1 多摩市総合体育館I女子ベスト8
2位 元田・石谷•清水・高橋

宮崎・桑田・石井・西村

H.4.7.19葛飾区スポーツセンター

1部優勝男子

H.5.7.25窮飾区スポーッセンタ―|H.6.7.24慈飾区スポーツセンター
1部 2位 男子藤瀬・福沢•吉井 1部 2回戦

清水・多田・加藤・塙

女子

元田・石谷•清水•吉里

4部 3位 男子漁・楯・高梨

女子宮崎・上山根

藤田・小松

女子宮崎・西村・高橋

H.5.2.14 多摩市総合体育館 H.6.2.20 立川泉市民体育館

1部優勝男子 I 1部 3位
清水・多田・加藤・沖田

女子元田・清水・森永 3部 2位

2部 3位男子 4部優勝

森本・大浦・小池•印南
女子

石谷・伊敷・塩沢・菊池

3部優勝男子

第32回

堤隆・阿部・佐藤・平林

女子

宮崎•吉里
渡辺・上山根

H.5.3.7 東村山市民体育館

男子 3位 多田・沖田・小池•佐藤
堤浩・伊藤•福沢・調子
藤瀬

第33回
H.6.3.13 東村山市民体育館

男子 3位

女子 2位

東京都青年大会

H.5.9.5 北区滝野川体育館

3位 金子・調子・中村・紙
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2部準優勝

3部優勝

4部 3位

H.7.2.26小平市民体育館

1部 2回戦

2部 1回戦

3部 3位

4部 3位

第34回
H.7.3.5 東村山市民体育館

男子優勝佐藤•清水・加藤・伊藤
多田・福沢・調子・川井

山田

女子 3位 多田・弓削・堤・伊敷

清水・西村・宮崎

※諸角※成瀕



東京都民体育大会

言

東京都市町村

総合体育大会：： 
東京都支部対抗

前期

後期

三多摩地域

対抗大会

：ェ

平成7年度

第48回
男子 H.7.5.21葛飾区スポーツセンター

3回戦

女子 H.7.5.28多摩市総合体育館

ベスト8

担当市の都合により中止

H.7.7.23窮飾区スポーツセンター

1部 3位 加藤・多田・山田・福沢

多田・堤・高橋

平成8年度 平成9年度

第49回第50回
男子 H.8.6.2 葛飾区スポーッセンター男子 H.9.6.1武蔵野市総合体育館

3回戦 3回戦

女子 H.8.5.26多摩市総合体育館女子 H.9.6.1多摩市総合体育館

ベスト8 13位 堤・多田・弓削•山田
松田・西村・宮崎・広瀬

第30回第31回
男子 H.8.7.28青梅市総合体育館男子 H.9.7.20武蔵野市総合体育館

2回戦 ベスト8
女子 H.8.7.28青梅市総合体育館女子 H.9.7.20武蔵野市総合体育館

優勝多田・堤・弓削•清水 優勝堤•山田・弓削•松田・堤
西村 ・宮崎 西村・宮崎・広瀬

H.8.7.28窮飾区スポーツセンタ― |H.9.7.27窮飾区スポーツセンター

1部優勝白木・加藤•山田・藤瀬
多田・山田・堤

2部 3位 白木•藤瀬・伊藤・神・塩沢12部 2回戦 2部 1回戦

伊敷・中山多田・中村

3部準優勝佐藤森本堤阿部・漁13部 4位
清水•吉里•石井・猪爪

4部 1回戦

4部優勝 楯•平林 ・ 佐野・佐藤•田村
宮崎・西村・小林・上山根

3部 1回戦

4部優勝楯•平林・漁・
上山根•平林・西村

H.8.2.25 立川市泉市民体育館 H.9.3.23 立川市泉市民体育館 H.10.3.21慈飾区スポーッセンター

1部 3位 加藤多田・山田 1 1部 4位 1 1部 1回戦

堤・多田・弓削

2部 1回戦

3部 3位 佐藤堤森本・清水 13部 3位
吉里・上山根•清水

森本・漁・大河原

清水・三刀 ・広瀬

2部 4位

3部優勝森本・大河原・堤

三刀 ・広瀬•清水・吉里

4部優勝 名越平林楯・石田 14部準優勝平林楯・佐野 14部優勝楯平林・漁・阿部
西村・宮崎•藤田・岩堀 西村・宮崎・上山根 上山根•平林・西村 ・ 宮崎

第35回
H.8.3.10 東村山市民体育館

男子ベスト8

女子ベスト8

第36回
H.9.3.9 東村山市民体育館

男子準優勝加藤・山田・多田・藤瀬

清水・福沢・白木・伊藤

※山口

女子 2回戦
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第37回
H.10.3.8 東村山市民体育館

男 子 優 勝 清水・白木・加藤・山田

伊藤•藤瀬•吉田・小坂
※山口※島崎

女子準優勝西村・宮崎・堤・山田

松田・堤



平成10年度 平成11年度

東京都民体育大会 第51回 第52回
男子 男子 H.10.5.31葛飾区総合体育館 男子 H.11.5.30武蔵野市総合体育館

女子 2回戦 1回戦
女子 H.10.5.31多摩市総合体育館 女子 H.11.5.23稲城市立総合体育館

1部 優勝 多田・山田・松田・堤 3位 宮崎•平林 ・ 三刀•吉里 ・ 堤弘
西村・宮崎•清水 山田・多田・堤箕

東京都市町村 第33回
総合体育大会 H.11.7.18武蔵野市総合体育館

男子 男子 3位加藤•福田•藤瀬•山田
女子 担当市の都合により中止 小坂•平林•清水・酒井

女子 3位宮崎•清水•吉里 ·堤弘
多田・平林・三刀

東京都支部対抗

前期

10年度よ り支部対抗は後期のみ ク

· ·········· •··-- - · -·-· ·雫＊ ・ ・・・・・ ・・・・・• -• -.．．．．..．．．．.．．．．．．---------------------・・・・・・・・-----------------------------・・--------------. - - -・•-• -.. ---------------. -....... 

H.11.2.11立川市泉体育館

後期 1部準優勝 白木・加藤•福田 '、
〔30歳〕 堤•山田 ・三國

2部優勝 清水•平林・熊崎
〔40歳〕 宮崎・三刀•吉里

3部 優 勝 石田・阿部・楯

〔50歳〕 小林・上山根・石井

三多摩地域 第38回
対抗大会 H.11.3.14 東村山市民体育館

男子 男子 3位 阿部・平林•清水・白木
女子 加藤•福田・山田・藤瀬

吉田※山口※小谷

女子 2回戦
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審判及び初・中級技術実技講習会

開催日 ヽ 場 内 ワ合 参加人数 講 師云

H.2.6.10 布田小 ◇初の試みで救急処置の実技講習会を実施（人口呼吸等） 3 4名 調布市消防署救急隊

◇審判講義 宗澤孝治

（調布市バド連）

H.3.9.8 総合体育館 ◇スポーツにおける一般的怪我の処置方法について 3 4名 調布市消防署救急隊

（捻挫 ・骨折等）

◇審判講義 (3年度の主なルール改正点） 連盟指導部

H.4.8.9 総合体育館 ◇スポーツにおける一般的怪我の処置方法について 4 5名 調布市消防署救急隊

（じんたい損傷・止血等）

◇審判講義（審判上の注意） 根岸知子

（東京都バド連審判部副蔀長）

H.5.8.8 国領小 ◇予防の為のテーピング（足首・肘．膝等） 4 2名 石井友雄ほか1名
ニチバン（株）

◇審判講義 （国際審判員によるエピソードや審判の心構え） 高橋英夫(IBF国際審判員）

H.6.6.12 国領小 ◇審判の基本 8 0名 宗澤孝治

◇基本練習 連盟指導部

H.7.6.11 布田小 ◇審判の基本 5 8名 高橋英夫

◇基本練習 宮路秀憲

H.8.6.23 国領小 ◇初・中級者基本練習 6 3名 調布代表選手

H.9.6.15 国領Ib ◇ 初 ・中級者基本練習 4 5名 調布代表選手

H.10.11.15 国領小 ◇初・中級者基本練習 5 9名 清水正紀

（ウィンザーラケットショップ）

調布代表選手

H.11.4.17 たづくり ◇審判講習 （ルール改正について） 5 2名 宮路秀憲

中・上級技術実技講習会

開催日 4 場 内 六合 参加人数 講 師云

H.1.12.3 国領小 ◇混合ダブルスの試合運び 6 6名 丹藤勇ー・若井育子

（ヨネックス）

H.2.11.25 国領小 ◇家庭婦人強化 4 5名 鎌田啓睦・周（ゴーセン）

清水正紀（ウィンザー）

H.3.11.24 布田小 ◇元世界チャンピオンの技術を披露 4 8名 呉建秋（カワサキ）

清水正紀（ウィンザー）

H.4.11.23 国領小 ◇クラプに持ち帰れるパターン練習 5 2名 呉建秋（カワサキ）

菅原（日本女子体育大学）

H.5.11.14 布田小 ◇基本練習・パターン練習 4 6名 森久子（ヨネックス）

H.6.3.5 総合体育館 ◇基本練習・パターン練習 8 9名 NTT東京バドミントン部

（調布市体育協会主催） （田児監督ほか7名）

H.6.11.13 国領小 ◇基本練習・パターン練習 4 1名 森久子（ヨネックス）

H.7.11.5 布田小 ◇基本練習・パターン練習 3 6名 森久子（ヨネックス）

青山
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バドミントン レッスン（初心者教室）について

従来、（社）調布市体育協会が主催していた初心者教室が、平成9年度より当バドミントン連盟

に委託され、下記のように今日まで活動を続けています。今後も、バドミントンの普及•発展の

ため、増々の充実を計りたいと思っています。

対象 調布市在住・在勤・在学の初心者

内 容 Aコース ーーカリキュラムに基づく指導

Bコース ―ワンポイントレッスン

日 程 1期を6日間 (1週1回）とし、年に5期延べ30日間を実施

時間 AM9: 45~AM11: 45 （毎週金曜日）

参加費 1回 ¥ 5 0 0-

定員 2 2名

指導員 （社）調布市体育協会に指導員登録している者が毎回3名、

1期毎に交替して指導に当っています。

指導員：宗澤孝治小松加代子桑田寿恵天野勝子

清水ゆかり 広瀬友美有川洋子松長良子

石 井 美 穂 堤 弘 子 三 原 妙 子

子供の手が離れたのでバドミントンをやってみたい、と参加して来る若いお母さん達に混じって、

仕事を卒業したので、と60オを過ぎた紳士方もいらっしゃいます。激しい競技スポーツですが、

その反面、生涯スポーツとしてもそれなりになが～く楽しめます。欧米では、 90代の人達もエン

ジョイしています。

練習の成果をためせる初心者交流会も審判の勉強と併せて年に一度開催して、バド仲間の輪を

広げています。

親睦ミックス大会及び男女ごちゃまぜお楽しみ団体戦

開催日 ヽ 場 参加人数 内 六合云

H.1.11.5 布田小 5 7人 親睦ミックス大会

H.2.12.5 布田小 6 9人 ク

H.3.12.15 国領小 7 6人 ，，，， 

H.4.12.13 布田小 7 2人 ク

H.5.12.12 国領小 7 8人 ク

H.6.12.11 国領小 6 2人 ケ

H.7.12.10 国領小 8 0人 ケ

H.8.12.8 国領小 4 4人 ，，， 

H.9.12.13 布田小 7 3人 男女ごちゃまぜお楽しみ団体戦

H.10.12.13 布田小 8 5人 // 
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平成 11年度

舎
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＼卜三フトン逼盟登鑢クヽ
＞っ・・

栢今

ぶ

①クラブ名 ③創立年月 ④クラブ員数男H.1女1年8月現在 ⑤練習日時・場所

②代表者氏名／住所／TEL

⑥ひとこと
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信天翁 約25年 13名（男12 女1) 毎木曜第一小

興津美彦

社会人の健全なクラプです。 ただいま人数が少ないので募集中です。男女問いません。特に女性の方

歓迎します。

Wings H.4年 4月 仕事を持つ女性ばかり 12名 毎木曜 国領小

鮎川ノプ子

創立以来、 丸七年が経過しました。12名と小世帯ですが、 ビジタ ーの方々にも胸を借りて、 密度の

濃い練習をしています。少しずつ前進していると部員は皆自負しています。 『小粒の山椒が大粒をめざ

して』

調布エレガンス S.48年 4月 女性 30名 毎火・木曜総体／第2·4日曜第三小

杉山綾子

私たち調布エレガンスは、 今年で創立27年目に入り、 部員は30代～60代で30名在籍です。普

段の練習は楽しく、 技術向上をめざし、 市内、 東京都、 全国の大会に出場経験のある方を混じえ、 充実

した環境の中にある、 私たち調布エレガンスです。

柏野屑好会 s. 5 3年 5月 女性ばかり 32名 毎火・木・土曜 柏野小

島田ムツ

発足して20年

厳しく且つあたたかいコ ーチのもと和気あいあいと楽しく練習に励んでいます。平均年齢＊＊歳（気

持ちは若い）まだまだ頑張ります。

KBS s. 50年 12名（男2 女10) 毎木・日曜第二小

高橋美智子

練習や試合を通じ、 部員のバドミントンの技術と体力を維持、 向上させ、 部員相互の親睦を計りつつ

地域活動のあらゆる行事に参加する事により、 心豊かな生活を送ることができるよう努める事を、 目的

としています。
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航技研 s. 34年 6月 39名（男30 女 9) 毎月・火・木曜PM6 : 00- 所内コ ート

戸田亘洋

航技研バド部も今年で創立40周年、 10月に記念行事を計画中です。男ばかりの職場でむさいクラ

プですが、少しずつ若い女性も増えてきました。コンクリ ートの地面上で練習している為に怪我が、凶記。

調布で活躍し輝かしい記録を残したのも今は昔・・・・。今後も調布バド発展の為に協力していきたいです。

工研社 s. 5 5年 4月 男性ばかり 15名 毎水曜北ノ台小

山崎光也 

1 ． 毎週1回水曜日18 : 00-21 : 00、北ノ台小学校で練習。その他、時々総合体育館でも練習。

2. 三多摩実業団、三鷹、調布の大会に出場している。

3. 秋に1泊2 日、もしくは2泊3 日の合宿を行っている。

島田理化 s. 53年 4月 22名（男17 女5) 毎水曜総体1·3·5週 上野原小2·4週

片岡邦介

バドミントンの練習量が足りない方など、練習に参加したい方は一度見学に来て下さい。

調布市役所 S.46年 4月 30名（男18 女 1 2) 毎月曜第三小

森藤忠司

ここ数年新人部員が増えており、練習も初心者から全日本クラスまでと幅広い。また、市役所の職員

以外の登録部員が現在4名おり、 共に練習・大会等に参加している。最近では、市内大会でも表彰式で

名前が出てくることもあり、今は、団体戦の市内制覇を目標に気合いを入れて楽しく練習しています。

調布シャトルズ s. 5 7年 4月 男性8名 女性 9名 毎月曜第一小

田村臣弘

明る＜楽しくそして少し強く、がモットーの年齢幅の広～いクラプです。

ビジタ ーの方々も多数参加いただいて、毎週20名以上が集っている、にぎやかで超楽しいクラプで

す。
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JUKI S.47年ころ 1 7名（男12女5) 毎水曜PM6 : oo-9 : oo社内体育館

浦野昭義 

休日・祝日でなければ、 毎水曜日 に練習しています。是非練習 に参加して下さい。歓迎致します。

スイ ー トピー s. 6 1年9月 女性ばかり 14名 毎水曜AM9 : 30-12: 00総合体育館

小林美知子 

私達は、 月2回のコ ーチをお願いし、技術の向上を目指し、 仲間との親睦を計りながら、 日々、 精進

しております。女性ばかりの、 在住任勤者のクラブです。

練習日以外に、 月2~3回は、 自主練習もしています。現在、 クラプ員を募集しています。

スワロ ー s. 4 7年4月 女性ばかり 32名 週1~2回総体／第2,4（日）第一小

八木典子

60代～30代まで、 年齢層厚い32名の元気いつばいの主婦のクラプです。良く食べ、良くしゃべ

り、 練習日が待ち遠しいほど陽気で楽しいクラブです。

セキレイ s. 4 9年4月 女性家庭婦人 26名 毎火．金曜総体／第2,4（日）第一小

黒田幸子

体力向上と相互の親睦をはかることを目的にクラブを結成し、 26年になりました。仕事を持ってい

る人もバドミントンが楽しく、 いつまでも続けられるように、 皆で協力しています。

染瀧同好会 s. 5 6年4月 1 0名（男3女7) 毎水曜夜／第1,3日曜午後 染地小

生田目公恵  

たのしく練習しています。 一度あそぴに来て下さい。
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にわとり s. 5 1年 1月 男性20名女性7名 毎土曜滝坂小

櫛田徹 

年齢層の幅広い (25歳位～60歳位）のクラプです。

社会人のクラプの為、 なかなか練習に参加できない人達もいますが、 ピジターも多く、 週一回の練習

を楽しんでいます。

ハミング s. 5 9 年 4月 18名（男15女3)

花田博之 

ハミングには初級者から上級者までいろいろな人がいます。

毎水曜18 : 30-21 : 00 第三小

ひたすら上達したい人、 軽く汗を流したい人、 それぞれが自分のスタイルでバドミントンを楽しんで

います。 ぜひ、 一度来て下さい。

バロット S.49 年 9 月 女性ばかり 15名 毎水曜総合体育館／隔週日曜第一小

倉田和子

役割は分担し、 助け合い、 練習は励まし合い、 楽しく良い汗を流しています。

フェニックス s. 54年 4月 男性3名女性16名 毎火曜滝坂小

近藤敦子

学生から社会人まで、 幅広い年齢層で活動しているクラプです。

プリンス s. 60年 4月 男性11名女性9 名 毎土曜布田小

鈴木潔 

毎週土曜日夜7時より布田小で練習しております。

ピジター大歓迎なので、 お誘い合わせの上、 ご参加お待ちしております。
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ペンギンズ H. 1年1月 35名（男19女16) 毎木曜夜／毎日曜午前 北ノ台小

印南敏夫

試合に勝っては飲んで負けても飲んで、 バドミントンを愛して止まない私たちは、 いつでも丘の上で

待ってるぜ！ (D氏談）

むらさき会 H.5年 女性ばかり 7名 毎月第2火曜 総合体育館

籠本二三子 

少人数ではありますが、 皆どんぐりの背くらべの仲間で、 楽しく、 少しでもストレスの解消と健康を

保ちながら、 元気で練習に励んで おります。

四つ婁 S.47年 10名（男9女1) 毎水曜 PM7 :00,.._, 調布四中

本川伸逸 

元々、 調布四中バドミントン部のOB会として、 四つ葉バドミントンクラプが始まりました。30年

近くの長い間には、 多数の仲間とシャトルを打ち合い、 様々な事を教えてもらってきました。今は人数

も少なくなりましたが、 練習日には毎週人が集まってがんばっています。遊びに来て下さい。

調布北高校 S.49年6月 男性9名 女性17名 毎月・火・木・金•土曜 学校体育館

大平弥興

男女の仲が良く、 毎日充実した練習をしていて、 初、心者も経験者も楽しみながら練習をしています。

事

神代轟校 20数年前 18名（女性のみ） 毎月・水・木・金•土曜 学校体育館他

遠藤亜紀

40周年おめでとうございます。部員が年々減って来ているので、 今後どうなるか …・。調布のバド

ミントン人口が増えることを願いたいと思います。
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創立40周年記念表彰者・団体 調布市体育協会表彰者 （体育功労）］ 

清

加

宮

清

西

山

多

多

堤

楯

内

平

桑

小

石

竹

-」

正 紀 （にわとり ）

孝 （にわとり）

美江子 （調布エレガンス）

ゆかり （スワロ ー）

孝 子 （調布エレガンス）

慎由美 （調布エレガンス）

慶子 （ペンギンズ）

冨美子 （プリンス）

-—彰由美一止乙リ ど因ー ~-~~
篤一志 （航空宇宙技術研究所）

藤 ｀ 茂 （調布シャトルズ）

野千穂子 （セキレイ） --

田 寿 恵 （スワロー）

林 美 奈 子 （調布エレガンス）

谷寿枝 （スワロー）

内敏子 （スワロー）

水

藤

崎

水

村

田

田

田

昭和40年
，， 42年

，， 43年
，， 46年
，， 47年
，， 48年
，， 51年
，， 52年
，， 53年
，， 55年
，， 57年
1，59年
，， 61年

平成 3年
,, 8年

ク 11年

パロットクラブ

セキレイクラブ

にわとりクラプ
東京都体育協会

創立35周年記念表彰者・団体

連盟・クラブ役員功労

有川洋子 （スワロー）

太田泰子 （エレガンス）

河 中弓子（シャトルズ）

対外試合功労

清水正紀

加藤孝

多田信之

堤 浩志
石 谷敦子

上山根百樹

（四ツ葉）

（にわとり ）

（ペンギンズ）

（信天翁）

（フェニックス）

(W i n g s) 

潔•森脇籍夫・橋本周三
勲・鈴木孝夫・斉郷秀一 ・鈴木

（体育協会10周年記念表彰）

太田勇

斉郷秀一 •松崎
名越孝行

竜井昇治

松崎勲

鈴木潔

宗澤孝治

小松加代子
石田光司

有川洋子

平林則明

堀内正司

宗澤孝治（創立40周年法人設立5周年記念表彰）

金子聡

木

崎

鈴

松

勲

表彰団体・者

昭和45年

'， 52年
ヶ 57年

平成 10年

調布市バドミントン連盟（社会体育優良団体）

松崎勲（社会体育功労）

松崎勲（社会体育功労）

宗澤孝治（社会体育功労）

I東京都バ ドミン トン協会

昭和 60年
平成 9年

宗澤孝治

宗澤孝治・小松加代子

表彰者］

日本バドミントン協会 表彰者］

スワロークラブ

調布信天翁クラブ

染地バドミントン同好会

平成 3年 小松加代子（顕讃）

創立30周年記念表彰者・団体

平成 5年 調布市バドミントン連盟（社会体育優良団体）

木

澤

内

田

林

金

中

原

林

橋

藤

鈴
宗
堀
石
平
宝
田
―
――
香
高
佐

治

司

司

明

勝

子

子

雄

雄

潔

衛孝

正

光

則

信

和

妙

幹

次

（プリンス）

（航空宇宙技術研究所）

（航空宇宙技術研究所）

（三杉クラブ）

（航空宇宙技術研究所）

（フェニックス）

（エレガンス）

（パロット ）

（エ研社）

(JUKI) 
（航空宇宙技術研究所）

調布エレガンス

東京都教育委員会 表彰団体

潔

東京都スポーツ指導者協議会 表彰者

平成 11年 小松加代子（功労）

調布市民表彰者

昭和57年
昭和60年

木

崎

鈴

松
潔（体育功労）

勲（市政功労（スポーツ功労））
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調布市バドミントン連盟創立40周年

記念誌

平成11年12月11日

発 行調布市バドミントン連盟

発行責任者）漁郡司

編 集連盟競技部役員




