
入賞者一覧表  

  

開催会場： 横浜市教育会館  

主 催 者： ＮＰＯ法人ＪＣＦ東部総局 神奈川県支局  

開 催 日： 令和２年２月２３日  

  

□ ﾌﾟﾛ･神奈川選手権ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：13 組  

優 勝 有原 良義       前田 馨          

準優勝 新里 真明       新里 久美子      

第３位 池田 彰宏       小島 律子        

第４位 平岡 雅司       藤本 亜弥        

第５位 菊池 和春       酒井 恵美        

第６位 水口 直哉       水口 理佳子      

  

□ ﾌﾟﾛ･Ａ級ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：8組  

優 勝 渡辺 勝彦       加島 久乃        

準優勝 石川 浩之       菅野 純代        

第３位 高橋 正明       高橋 ルミ        

第４位 杉山 勇         杉山 美樹        

第５位 三上 芳弘       小山 百合子      

第６位 当麻 眞示       木村 佳代子      

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：11 組  

優 勝 手塚 順一       内田 晶子        

準優勝 高橋 正明       高橋 ルミ        

第３位 宮藤 広         宮藤 裕子        

第４位 大内 孝則       松岡 礼          

第５位 松下 吉志       早瀬 かおり      

第６位 杉村 浩也       山梨 智美        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：6組  

優 勝 勝俣 広         札 京子          



準優勝 伊藤 毅         伊藤 ハルミ      

第３位 峯村 知和       峯村 京子        

第４位 藤井 柳樹       丸山 雅子        

第５位 藤村 寿志       福島 洋子        

第６位 河内 俊典       小菅 知恵        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：7組  

優 勝 勝俣 広         札 京子          

準優勝 佐久間 重行     渋谷 春美        

第３位 伊藤 毅         伊藤 ハルミ      

第４位 武田 葵         坪井 みみ        

第５位 佐藤 昭仁       林 由子          

第６位 川口 剛         小林 春香        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：1組  

優 勝 尾山 光良       尾山 ふじ江      

  

  

□ ﾌﾟﾛ･関東選手権ﾗﾃﾝ 出場：7組  

優 勝 田中 航介       成澤 夏帆        

準優勝 森 昌太         沖本 梨江        

第３位 八重樫 寛由     中村 恵理子      

第４位 加藤 眞一       秋谷 くみ        

第５位 手塚 順一       内田 晶子        

第６位 武田 葵         坪井 みみ        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾗﾃﾝ 出場：3組  

優 勝 手塚 順一       内田 晶子        

準優勝 石川 典哉       石川 奈津子      

第３位 金久保 幸夫     勝山 エミ        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：2組  



優 勝 伊藤 毅         伊藤 ハルミ      

準優勝 世古宗 弘一     世古宗 友子      

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：2組  

優 勝 世古宗 弘一     世古宗 友子      

準優勝 日高 清年       荒井 千代子      

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｎ級ﾗﾃﾝ 出場：1組  

優 勝 日高 清年       荒井 千代子      

  

□ ｱﾏ･Ａ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：11 組  

優 勝 石川 敬之       奥さやか         東京都           

準優勝 西 幸作         田上 ユミ       埼玉県           

第３位 今枝 義昌       今枝 安芸子     東京都           

第４位 及川 久隆       及川 加代       岩手県           

第５位 清水 弘隆       陶山 美穂       東京都           

第６位 山下 智之       山下 利子       神奈川県         

  

□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ 70 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：18 組  

優 勝 伊達 広一       日比谷 光子     神奈川県         

準優勝 太田 孝         杉村 登美子     千葉県           

第３位 藤崎 正夫       干場 理英       千葉県           

第４位 長倉 正造       沖 英子         埼玉県           

第５位 福原 芳昭       菊地 恵美子     神奈川県         

第６位 樋口 文也       荒井 りつ       東京都           

第７位 萩原 俊二       萩原 陽子       東京都           

  

□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ 60 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：22 組  

優 勝 樋山 亘         樋山 純子       神奈川県         

準優勝 吉田 祐也       美田 輝美       神奈川県         

第３位 漆原 義明       漆原 弘子       埼玉県           

第４位 新田見 幸治郎   森 貞子         東京都           



第５位 藤崎 正夫       干場 理英       千葉県           

第６位 井上 一明       金谷 美津江     神奈川県         

  

□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ 50 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：3 組  

優 勝 山下 智之       山下 利子       神奈川県         

準優勝 辻 省吾         倉品 俊子       埼玉県           

第３位 岡野谷 泉       岡野谷 洋子     東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：22 組  

優 勝 志賀 龍二       志賀 理恵       千葉県           

準優勝 白戸 隆雄       織田 ちえ子     神奈川県         

第３位 大沢 邦肇       廣田 豊子       神奈川県         

第４位 遠藤 和能       大井 薫         神奈川県         

第５位 瀬戸 正文       高橋 和子       埼玉県           

第６位 佐藤 三郎       佐藤 一枝       東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ 70 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：20 組  

優 勝 長谷川 政       長谷川 みち子   千葉県           

準優勝 高澤 清剛       高澤 千代子     千葉県           

第３位 内田 信吾       内田 清子       神奈川県         

第４位 亘 雄一         亘 絹代         東京都           

第５位 佐々 英成       佐々 昌子       東京都           

第６位 佐藤 三郎       佐藤 一枝       東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ 60 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：20 組  

優 勝 長島 宏行       佐々木 智子     神奈川県         

準優勝 大嶋 良明       大嶋 三恵子     神奈川県         

第３位 高澤 清剛       高澤 千代子     千葉県           

第４位 斉藤 忠雄       梶間 静江       埼玉県           

第５位 齋藤 良夫       守尾 佐智子     東京都           

第６位 伊藤 啓二       伊藤 篤子       神奈川県         

  



□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ 50 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：4 組  

優 勝 大嶋 良明       大嶋 三恵子     神奈川県         

準優勝 伊藤 啓二       伊藤 篤子       神奈川県         

第３位 山田 博志       後藤 雅代       神奈川県         

第４位 遊馬 健一       小平 節子       埼玉県           

  

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：10 組  

優 勝 安達 和則       安達 誠子       千葉県           

準優勝 徳田 晃一       徳田 千景       東京都           

第３位 石井 克侑       浦田 克枝       神奈川県         

第４位 武井 昭二郎     武井 京子       東京都           

第５位 武内 義雄       吉田 ひさ子     埼玉県           

第６位 岡田 晶己       岡田 眞利子     神奈川県         

  

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：5組  

優 勝 池杉 清         関口 紀素       東京都           

準優勝 東 克美         野口 美代子     神奈川県         

第３位 西片 裕         西片 静枝       神奈川県         

第４位 井上 弘次       伴 嘉子         神奈川県         

第５位 牛田 三男       鉄羅 まさ子     埼玉県           

  

□ ｱﾏ･Ｎ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：1組  

優 勝 池杉 清         関口 紀素       東京都           

  

  

□ ｱﾏ･Ａ級ﾗﾃﾝ 出場：5組  

優 勝 清水 勇洋       清水 季子                        

準優勝 関口 裕之       関口 美也子     神奈川県         

第３位 齋藤 良夫       守尾 佐智子     東京都           

第４位 井上 一明       金谷 美津江     神奈川県         

第５位 長倉 正造       沖 英子         埼玉県           

  



□ ｱﾏ･Ｂ級ﾗﾃﾝ 出場：10 組  

優 勝 橋本 泰明       水谷 裕美       神奈川県         

準優勝 白戸 隆雄       織田 ちえ子     神奈川県         

第３位 米澤 文彦       山本 久美       東京都           

第４位 小島 政廣       臼井 登美江     神奈川県         

第５位 岡田 文雄       横内 由紀江     東京都           

第６位 辻 省吾         倉品 俊子       埼玉県           

  

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：9組  

優 勝 橋本 泰明       水谷 裕美       神奈川県         

準優勝 長島 宏行       佐々木 智子     神奈川県         

第３位 龍見 幸一       セラドス サント 東京都           

第４位 平本 博司       平本 由美子     神奈川県         

第５位 萩原 俊二       萩原 陽子       東京都           

第６位 大沢 邦肇       廣田 豊子       神奈川県         

第７位 分部 綱男       大崎 智子       東京都           

第８位 倉智 司         倉智 みどり     東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：2組  

優 勝 牧野 和博       井 静江       山梨県           

準優勝 藤田 幹郎       藤田 久子       神奈川県         

  

  

  

□ ｳﾙﾄﾗｼﾆｱ（Ｗ） 出場：4組  

優 勝 佐藤 博         山下 由幾子                      

準優勝 山本 雅巳       佐山 羅迦子                      

第３位 山下 一毅       稲垣 佐和子                      

第４位 新倉 達雄       松井 明美                        

  

□ ｳﾙﾄﾗｼﾆｱ（Ｔ） 出場：4組  

優 勝 佐藤 博         山下 由幾子                      



準優勝 山本 雅巳       佐山 羅迦子                      

第３位 山下 一毅       稲垣 佐和子                      

第４位 新倉 達雄       松井 明美                        

  

□ ｳﾙﾄﾗｼﾆｱ（Ｆ） 出場：4組  

優 勝 佐藤 博         山下 由幾子                      

準優勝 山下 一毅       稲垣 佐和子                      

第３位 山本 雅巳       佐山 羅迦子                      

第４位 新倉 達雄       松井 明美                        


