
81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70

H29.9 H29.4 H28.9 H28.4 H27.9 H27.4 H26・9 H26・4 H25・9 H25・4 H24・9 H24・4

優勝 大越・金山 西改・佐藤 藤原・吉川 大越・藤本 中居・石田 大越・田中 中居・石田 大越・藤本 中居・石田 大越・藤本 薮田・高木 大越・藤本

2位 片山・深井 片山・深井 水谷・長尾 藤原・長尾 深井・片山 片山・深井 長谷川・後藤 中居・石田 山本・田端 片山・深井 田端・山本 藤本・田中

3位 山岸・中本 三木・石田 寒川・芹井 深井・片山 大嶋・西田 中居・石田 片山・深井 片山・深井 片山・深井 佐々本・田坂 北田・長谷川 豆谷・上田

3位 村田・籔田 芹井・脇 山野井・伊藤 森川・福田 中嶋・寒川 脇・安達 山本・田端 山本・田端 藪田・高木 井上・山城 森・原田 柏・垣内

優勝 加藤・安武 山本・加藤 失格 城間・野間 芹井・村松 大川・小林 坂和・寒川 西村・西本 安田・佐藤 藤井・森脇 山本・高野 水谷・梅田

2位 石塚・酒本 大川内・加納 中谷・横山 佐藤・関 中西・藤原 失格 荒木・中村 辻本・藤原 高藤・鈴木 五味・行徳 籔田・村田 中居・明石

3位 平・形川 新實・廣瀬 薬師寺・飯田 中川・江口 船越・船越 衣斐・山岸 中西・佐々木 辻・島本 上田・吉村 辰己・  林 鈴木・水頭 宇賀・西村

3位 山本・前田 山田・香山 前田・乙原 河原田・犬伏 宮本・古澤 大矢・山田 浅井・嶋川 石田・山科 桑野・宮口 大野・柿口 北田・鈴木 飯島・森川

優勝 中谷・野村 坂本・井上 後藤田・尾形 国瀬・西村 築地・四軒町 後藤田・尾形 坂本・井上 築地・西村 角  ・古賀 田中・四軒町 中谷・由上 垣内・吉井

2位 川西・松池 後藤田・尾形 井上・坂本 花田・四軒町 中谷・角 井上・坂本 榎原・磯山 古賀・角 山城・岩口 五代・濱田 坂本・三浦 田中・四軒町

3位 橋本・清水 礒山・清水 友田・竹島 磯山・榎原 尾形・後藤田 四軒町・築地 尾形・後藤田 坂本・井上 尾形・後藤田 今野・関口 三宅・山内 中谷・由上

3位 井上・坂本 中谷・飯島 花田・四軒町 後藤田・尾形 井上・坂本 坂和・菅 藤田・奥井 尾形・後藤田 玉井・斎藤 岩口・山城 田中・四軒町 古賀・角

優勝 佐野・橘 米澤・酒本 大友・栗林 加藤・大橋 辻・松池 坂口・川西 糸林・大井 八藤・山科 榎原・礒山 玉井・斎藤 中塚・川南 浅井・尾形

2位 太田・松尾 大久保・今井 王子田・瀧口 由上・中村 長柴・町田 東・森重 藤木・安茂 船場・丸中 隅  ・  林 藤岡・友田 中川・池田 山内・三宅

3位 水野・遠田 福元・横地 上野・北本 中川・仁木 鈴木・杉田 松村・畑中 中西・辻 内藤・村橋 橋本・祖父江 江座・西森 高雲・小林 佐藤・後藤田

3位 増田・國部 池谷・青木 芦田・塩山 仲野・定兼 志水・飯島 船田・宮内 秦・北沢 手越・南里 吉川・磯部 竹島・北野 井上・尾崎 井上・藤田

優勝 小俣・小西 西村・佐藤 小俣・小西 寒川・小俣 山本・田端 脇・安達 山本・田端 松岡・石浜 中止 森  ・原田 渡辺・小野 中西・長尾

2位 佐藤・西村 森川・福田 松岡・石浜 佐々本・田坂 小俣・寒川 佐々本・田坂 藤本・藤村 山本・高野 中止 山本・田端 田端・山本 松岡・石浜

3位 原田・佐藤 宮内・桑野 脇・安達 森・山本 森・原田 徳田・岡田 水谷・佐藤 井上・山城 中止 鈴木・山本 山本高野 田端・渡辺

3位 森川・福田 小俣・小西 徳田・岡田 長尾・花河 中西・堀田 山本・田端 森・原田 山本・田端 中止 辰己・上田 森・内山 内山・森

優勝 栗林・角 栗林・角 中谷・清水 辻・佐藤

2位 斉藤・玉井 清水・野上 岩口・山城 坂和・加藤

3位 岩口・山城 高野・岡村 坂和・加藤 河上・山内

3位 坂和・富田 中谷・佐藤 木下・岡田 磯部・吉川

優勝 田端・田野原 渡辺・安達 手槌・相澤 松岡・石浜 加山・曽我 太田・大島 手槌・相澤 太田・大島 手槌・相澤 手槌・相澤 加山・曽我 田端・山本

2位 加山・曽我 手槌・相澤 大島・太田 中西・宮尾 太田・大島 北村・三宅 太田・大島 加山・曽我 加山・曽我 太田・大島 北川・奥村 曽我・加山

3位 北村・大島 山本・松田 加山・曽我 北川・奥村

3位 相澤・手槌 安田・中村 園田・上原 相澤・手槌

優勝 米崎・石橋 築地・石橋 石橋・築地 築地・石橋

2位 宮本・加賀山 糀屋・町井 沼田・石浜 渡辺・米崎

過去の大会の試合結果 

壮年女子

ベテラン
男子

ベテラン
女子

平成28年度より
「壮年」→「壮年男子」「壮年女子」に改定

平成28年度より
「ベテラン」→「ベテラン男子」「ベテラン女子」に改定

男子Ｂ級

市長杯大会記録 

回

年

男子Ａ級

女子Ａ級

女子Ｂ級

壮年男子



29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

H29.5 H28.5 H27.5 H26・5 H25・5 H24・5 H23・5 H22・5 H21･5 H20･5 H19･5 H18･5

優勝 脇・角 山城・山城 石田・榎原 後藤・築地 後藤・築地 脇・角 垣内・垣内 垣内・垣内 薮田･浅倉 横溝･谷邨 藤田･高橋

2位 山岸・山岸 安達・古賀 山城・山城 寒川・坂和 井上・井上 梶木・小沼 脇・角 脇・乾 脇･乾 井上･井上 関藤･関藤 安達･妹尾

3位 山城・山城 中川・田実 後藤・築地 佐々本・佐々本 山城・山城 森・森 安達・角田 由良・堀川 由良･堀川 山本･平原 稲田･小野 堤･渡辺

3位 安達・古賀 井上・井上 渡辺・藤崎 山城・山城 上田・平田 飯島・飯島 後藤・辻田 角・角 角･角 岡田･岡田 脇･乾 渡辺･渡辺

優勝 佐々野・米満 山本・山本 鈴木・中矢 辻・内仲 平木・雲財 寒川・王子田 飯島・飯島 奥村・藤田 村上･村上 近藤･由上 末久･末久 鳩野･川渕

2位 石塚・西尾 須藤・須藤 芹井・芹井 長柴・長柴 池辺・高橋 籔田・松本 辺見・小丸 堀内・山根 上月･原 佐藤･古賀 高濱･高濱 山田･山田

3位 塚本・天満 塩田・塩田 南・由上 佐藤・佐藤 山科・山科 大矢・山口 今中・今中 安藤・又吉 後藤･伊藤 首藤･清水 奥井･奥井 北村･平田

3位 吉田・吉田 中邑・仁木 芦田・芦田 田中・鈴木 石戸・石戸 内田・内田 福田・林 木村・木村 上月･三浪 添田･畑中 岩島･岩島 園田･内藤

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

H29.10 H28.10 H27.10 H26・10 H25・10 H24・10 H23・10 H22・10 Ｈ21･10 Ｈ20･10 Ｈ19･10 Ｈ18･10

優勝 ESK６ ホワイト・ポイント ホワイト・ポイント スコルテック（アクア） ホワイト・ポイントＡ ホワイト・ポイントＥＡＳＴ ｽｺﾙﾃｨｯｸ  A ﾐｽﾀｰｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ ﾐｽﾀｰｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ ﾐｽﾀｰｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ ﾐｽﾀｰｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ ダイナマイトboy

2位 Works スコルテックＡ Ｔeam"ｗorks" team"ｗorks" 大日本住友製薬 生大家族とその七味 Ｄ  Ｓ  Ｐ Ｄ  Ｓ  Ｐ 大日本住友製薬 A 生大家族とその一味 大日本住友製薬(乙) White Point

3位 ホワイトポイント ESK６ スコルテックＡ Ｃ  Ｔ  Ｕ ミスター・ジェントルマン スコルテックＡ ﾐｽﾀｰｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ ﾎﾜｲﾄﾎﾟｲﾝﾄ ｽﾙﾃｨｯｸ A ﾎﾜｲﾄ･ﾎﾟｲﾝﾄ White･Point 大日本インキA

3位 スコルテックA 大日電子 Ｃ　Ｔ　Ｕ ホワイト・ポイント スコルテックＡ ミスタージェントルマン ﾎﾜｲﾄﾎﾟｲﾝﾄ紅 ｽｺﾙﾃｨｯｸ  A ﾎﾜｲﾄ･ﾎﾟｲﾝﾄ ﾃｨﾝｸ ﾃｨﾝｸ ｽｺﾙﾃｨｯｸＡ

優勝 チーム韋駄天 チーム韋駄天 Ｊーthreeチェリー Ｊーthreeチェリー Ｊーthreeチェリー やっぱ西村組だね！ Ｊ  ３ スマイリー韋駄天 やっぱ西村組だね! 頑張りまｳｨｯｼｭ! 吹田ﾏｽｺｯﾄｶﾞｰﾙｽﾞ たらちゃん

2位 J-threeチェリー よねちゃんず 桃山マザーズ やっぱ西村組だね！ スマイリー韋駄天 Ｊーthreeチェリー スマイリー韋駄天 やっぱ西村組だね！ ｽﾏｲﾘｨお久しぶりね 分家ｽﾏｲﾘｨ HERO C.A.C.No.1

3位 笑笑 J-threeチェリー スマイリィＪ－three 桃山マザーズ スマイリィＪ－three 桃山マザーズ やっぱ西村組だね！ スマイリー凛 ｽﾏｲﾘｨ負けないで うるさくてごめんね！ ｼｭﾗﾝ･ｼｭﾗﾝ うるさくてごめんね！

3位 スマイリィJ-thee スマイリィＪ－three やっぱ西村組だね！ スマイリィthree やっぱ西村組だね！ スマイリーＪ－three スマイリー百舌鳥 うるさくてごめんね！ ｽﾏｲﾘｨHAPPY ｼｭﾗﾝ･ｼｭﾗﾝ Something Blue 江坂の美女達

年

ミックスＡ

ミックスＢ

回

年

 団体戦/男

 団体戦/女

連盟杯大会記録

回



38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

H29・秋 H29・春 H28・秋 H28・春 H27・秋 H27・春 H26・秋 H26・春 H25・秋 H25・春 H24・秋 H24・春

優勝 加藤・加藤 遠田・窪田 加藤・高山 大畠・丹生谷 辻・幸田 久保・藤井 橋本・前中 森重・大石 五味・藤井 大橋・定兼 前田・南 南・竹島

2位 渡部・尾崎 辻・丹生谷 山田・矢森 掘・森下 橋本・内田 前田・赤堀 内田・橋本 橋本・前中 塩山・由上 天野・荒木 橘・山本 江座・北野

3位 堀・澤田 山田・松井 塚崎・馬久地 福崎・山田 丹生谷・越智 大久保・谷村 由上・塩山 石戸・松川 若山・赤堀 八藤・谷村 天野・柴土 藤岡・稽古庵

3位 上田・辻 村田・安本 松尾・大田 橋本・内田 水野・遠田 板井・紀太 谷村・大久保 内田・橋本 合田・石戸 橋本・内田 藤岡・由上 中西・鈴木

優勝 野田・川上 吉武・田中 松末・斎藤 三阪・川野 高岡・八谷 松浦・吉居 村田・橋本 二宮・貴田 山添・上原 森  ・矢野 森下・堀 河野・荒木

2位 大塚・鎌倉 清水・田中 野田・川上 田中・清水 大下・遠藤 岩水・斎藤　　 森田・高岡 竹田・村井 竹田・村井 丸岡・松本 島津・徳永 森下・堀

3位 本田・村上 大塚・鎌倉 福留・松尾 松末・斉藤 山本・稲垣 片山・森本 澤田・福田 松浦・吉居 斉藤・松末 斉藤・松末 古本・伊藤 二宮・岡田

3位 有吉・坂手 村井・成田 門川・前田 柿本・吉武 片山・森本 川崎・北岡 松末・斉藤 市田・清水 下村・鐵穴 西田・横沢 森・矢野 三木・澤村

初心･初級

スクール生大会

回

年

中･上級


