
30MD 35MD 40MD 45MD 50MD 55MD 60MD 65MD 70MD 75MD

30男子複 35男子複 40男子複 45男子複 50男子複 55男子複 60男子複 65男子複 70男子複 75男子複

参加数 8 6 6 13 11 6 3 4 4 2

堀内 拓人 島田 寛之 西田 慎一 高橋 定博 福嶋 正久 金子 真人 芦澤 正博 浅見 初男 落合 良充

1 高野 雅規 川崎 和宗 高橋 和彦 安生 泰久 正木 和久 磯貝 武男 三浦 誠 太齊 光行 染谷 隆男

(さいたま市[61]) (松伏町・さいたま市[64]) (さいたま市・川口市[26]) (川越市・上尾市[40]) (深谷市・鶴ヶ島市[28]) (さいたま市・川口市[12]) (本庄市・上尾市[41]) (川口市[20]) (坂戸市・富士見市[17])

小林 歩 急式 仁史 高橋 利典 岡 裕之 江井 宏友 宗像 忠範 服部 二三夫 今井 則明 富橋 末治

2 上田 浩之 小島 裕一 宮原 弘昌 佐原 弘明 小野 美仁 小林 由喜男 歌野原 洋 森田 幸男 祝 英雄

(八潮市・さいたま市[53]) (川島町・さいたま市[32]) (北本市・志木市[39]) (さいたま市・川口市[62]) (川口市・草加市[26]) (越谷市・さいたま市[36]) (幸手市・川口市[9]) (行田市・武蔵野市[13]) (蓮田市・川口市[17])

佐藤 隆晴 関　政和 井上　徹 三上 一成 岡村 克彦 長谷部 孝一 古屋 雅美 北川 正洋

3 馬詰 邦彦 曽根　宏典 千葉　晃久 松川 卓司 加藤 敏広 石田 勝 飯塚 雅彦 道江 邦利

(朝霞市・所沢市[66]) （加須市・坂戸市） （東松山市・川越市） (志木市[27]) (越谷市[20]) (川口市[47]) (深谷市・さいたま市[8]) (上尾市・桶川市[6])

西田 隆一郎 鈴木　裕介 榎本　慶雄 村本 義明 長南 明 寺島 昭 大森 常男

4 鏑木 博貴 大作　由幸 白井　宏明 村本 正俊 南 寿夫 神田 義雄

(鶴ヶ島市・川口市[45]) （上尾市） （滑川町・入間市） (草加市[46]) (新座市・[67]) (上尾市・さいたま市[2]) (越谷市・さいたま市[21])

石塚 光夫

5 丸山 光晴

(白岡市・桶川市[57])

澤海 信樹

6 池田 隆明

(川口市・越谷市[71])

山内 哲也

7 恩田 高弘

(三芳町・所沢市[62])

岡崎 篤

8 田村 陽司

(朝霞市・さいたま市[62])

30WD 35WD 40WD 45WD 50WD 55WD 60WD 65WD

30女子複 35女子複 40女子複 45女子複 50女子複 55女子複 60女子複 65女子複

参加数 5 2 2 7 7 2 3 5

井筒 恵理子 鈴木 恵美 森川 純子 酒井 佳子 松島 祐子 増田 直美 竹森 昌子 小島 トシ子

1 川上 瞳 今井 多恵子 山下 由記子 小原 浩美 高原 真由美 竹本 明美 蒲池 悦子 内村 美智子

(朝霞市・蓮田市[35]) (上尾市・ふじみ野市[25]) (上尾市・狭山市[26]) (朝霞市・さいたま市[49]) (川口市・さいたま市[26]) (所沢市・川口市[3]) (さいたま市[7]) (八潮市・入間市[31])

岡崎 真奈美 杉田 舞 小林 和子 川島 香織 泉川 純子 志賀 幸子 小島 祐子 永倉 葉子

2 坂巻 麻美 曽根 美香 石井 裕子 石塚 智美 重松 聡美 山本 裕子 高野 静絵 野澤 美弥子

(朝霞市・越谷市[54]) (桶川市・坂戸市[58]) (三芳町・入間市[18]) (川口市・さいたま市[59]) (上尾市[11]) (草加市・越谷市[23]) (草加市・さいたま市[26]) (上尾市・さいたま市[44])

大江　陽子 有川 公子 髙野 恵里子 浅見 裕子

3 松村　めぐみ 奥田 薫 髙荷 栄利子 鳥居 尚美

（川口市・川島町） (越谷市[16]) (秩父市・深谷市[7]) (川口市・さいたま市[20])

飯田　真依 今村 秀子

4 岩﨑　圭美 橘 千江

（越谷市） (川口市・毛呂山町[8])

野口 留美子 設楽 美代子

5 山越 元子 飯塚 千恵子

(草加市・八潮市[52]) (秩父市[2])

武政 純代

6 藤井 厚子

(熊谷市[19])

丹羽 幸子

7 一條 千秋

(川越市・坂戸市[42])

３　位

５　位

2022/07/25 訂正
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優　勝
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選考結果
※　審判資格失効者は選考外
※　県協会未登録者は選考外

※　選考対象者の繰り上げ、譲渡、キャンセル待ちは行いません
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