
市川Summerオープン大会栄光の記録
期日：８月10日～１７日 会場：塩浜体育館

Ｓ部 １部 ２部 ３部 Ｓ部 １部 ２部 ３部
第１回 田中肇一 佐藤宏之 川島康行 堀史 中澤万里子 平川はるみ 堀喜代子 本田慶子
Ｈ１０ 梶啓介 猪狩守宏 高橋秀彰 柴田悦太郎 栗野美智子 松崎厚子 山本舞子 吉田孝子
第２回 田中肇一 若松広明 松本昇一 池畑祐司 樋口寛子 佐田国直美 西川景子 山田弓子
Ｈ１１ 梶啓介 梶原景太郎 森本優 実川和之 桜井亮子 斎藤美穂子 森村春枝 池田美都子

第３回 武田亨 田中伸幸 清水智嗣 羽根利夫 樋口寛子 木村幸美 土屋和子 宮澤礼
Ｈ１２ 大塚龍義 石原信之 榊原利喜夫 三浦秀明 桜井亮子 佐藤正恵 松澤香奈子 橋本美央
第４回 池田隆明 神厚志 岩井洋二 橋口尚二 藤原宏美 高崎朋子 首藤公代 加藤幸奈
Ｈ１３ 坂崎真一 中村大雅 小出功士 佐藤宗大 小柳知子 新海英子 小川育子 小倉美希
第５回 深尾昇 小川靖彦 前田哲郎 今井孝明 出口文乃 谷垣ゆう子 二口文香 村田弘美
Ｈ１４ 大塚龍義 橋本賢 大畑浩二 安富政芳 小柳知子 高井今日子 常守智子 小熊香里
第６回 深尾昇 工藤智章 高橋洋人 小柳博 森真由美 泉澤弥生 久保田一江 菅のり子
Ｈ１５ 大塚龍義 白鳥貴司 遠藤太郎 桐生隆生 樋口寛子 平川はるみ 石崎香織 大久保涼子

第７回 石田満 小川靖彦 立松幹浩 秋田隆博 富田ゆかり 橋本望絵 坂本久美子 益永佐知子

Ｈ１６ 富田岳 斉藤仁 多田崇史 奈良裕史 森真由美 二口文香 門田智美 加園早苗
第８回 神谷敏幸 芳賀岳洋 平井正泰 高橋栄一 田村早苗 小倉未希 竹田都子 佐藤楓
Ｈ１７ 下川祐一 川之上泰則 竹田幸一 村本義昭 浅野加奈子 加藤幸奈 北野理恵 松本藍
第９回 神谷敏幸 近藤隆司 伏谷俊一郎 末廣琢磨 笹田麻耶 宮田洋子 関根早織 石橋千芙美

Ｈ１８ 下川祐一 石井巌 丸岡勇介 吉岡誠司 渡辺夕子 大木恵美 高橋晴香 榎本優美
第１０回 美濃秀太郎 井上裕也 水野裕介 安宅真和 渡辺夕子 和栗恵 北村亜紀乃 井本梨恵
Ｈ１９ 平山卓哉 秋庭直人 井上悟志 米山徹 樋口寛子 藤原めぐみ 鈴木詩子 谷村絵里

第１１回 仲澤悟史 武田章宏 得田智仁 荒井信人 富永絢子 久保田佳子 澤村奈美 立原佳奈
Ｈ２０ 佐藤憲策 金児宏明 加藤啓太 森川倫祥 鈴木祐貴子 平川はるみ 長田麻記子 井上舞

第１２回 野村和弘 森本優 程島健介 菊池保 鈴木葉月 沼田尚美 大江陽子 福田美里
Ｈ２１ 大塚龍義 保岡英樹 青葉匡友 林成行 佐藤由佳 三上容子 小川光枝 福田加奈子

第１３回 高橋且磨 清水啓介 上條崇一 出野雄太 工藤裕子 竹内英子 荒谷淳子 山中瞳
Ｈ２２ 井上裕也 加藤淳一 菅田隼人 秦野幸二 橋本明奈 中村陽子 湊香奈子 松本れい子

第１４回 川嶋太郎 田中秀正 伊藤直輝 森大樹 栗城則子 羽若部美保 山口友里江 樋田恵子
Ｈ２３ 堀口慎太郎 渡邊健則 平野克尚 鈴木和馬 阿蘇愛美 服部めぐみ 藤田幸 羽渕雅子

第１５回 井上裕也 清水直樹 竹前友祐 竹内洋二 佐藤由佳 北川景子 石田千枝子 志賀幸子
Ｈ２４ 白藤翔 阿部雅大 黒子征宏 鵜沢魁鋭 鈴木葉月 福田加奈子 黒川絵梨菜 山本結

第１６回 白藤翔 池田直暉 木村篤人 佐藤晶彦 松本千夏 鈴木悠花里 石川久子 辻綾香
Ｈ２５ 山田雄一 岩井雄亮 カールウォン 大西寛士 横関彩 山崎真紀子 明地ゆかり 藤本有紗

第１７回 加藤颯 国友喜希 高木宏章 安藤太基 和田しおり 西前千秋 北田伊吹 小坂玲奈
Ｈ２６ 斉藤謙太 村越知広 飯島勇樹 佐藤雅宣 横関彩 白井麻子 吉田実来 佐藤和果

第１８回 加藤颯 伊藤直輝 金子豪伸 関口修一 木村瞳 江田佳奈 不破あや 関口美由
Ｈ２７ 斉藤謙太 平野克尚 富高崇由 横井彰 青木優子 目﨑なつみ 山越優衣 相川麗衣

第１９回 伊藤淳二 栗原崇 金子明 広川寛大 宗愛子 沼田尚美 見崎絵理 横井恵
Ｈ２８ 藤崎草太 坂鷹也 藤原孝優 中田涼 榎本琴美 三上容子 三木瑶子 酒寄尚子
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