
入賞者一覧表  

  

開催会場： 桐生市織物会館 織姫の間  

主 催 者： ＮＰＯ法人ＪＣＦ東部総局群馬県支局  

開 催 日： 令和元年１２月１日  

  

□ ﾌﾟﾛ群馬県ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：6組   

優 勝 石川 浩之       菅野 純代        

準優勝 渡辺 勝彦       加島 久乃        

第３位 勝俣 広         札 京子          

第４位 栗原 秀雄       大山 聡子        

第５位 山口 慎介       二川 めぐみ      

第６位 金久保 幸夫     勝山 エミ        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：6組   

優 勝 平岡 雅司       藤本 亜弥        

準優勝 高橋 正明       高橋 ルミ        

第３位 長島 玄起       鈴木 英香        

第４位 藤井 洋介       日向 玲奈        

第５位 武田 葵         坪井 みみ        

第６位 横沢 学         児玉 いね子      

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：9組   

優 勝 高橋 正明       高橋 ルミ        

準優勝 大内 孝則       松岡 礼          

第３位 勝俣 広         札 京子          

第４位 河合 雄大       磯江 麻衣        

第５位 藤井 洋介       日向 玲奈        

第６位 武田 葵         坪井 みみ        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：1組   

優 勝 河合 雄大       磯江 麻衣        

  

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：7組   

優 勝 藤井 洋介       日向 玲奈        

準優勝 石川 典哉       石川 奈津子      



第３位 杵渕 浩         田中 恵梨香      

第４位 小野 大輔       中村 佳菜        

第５位 斉藤 純一       藤原 洸子        

第６位 藤本 英一       近藤 日奈子      

第７位 髙田 信行       中島 さえ        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：5組   

優 勝 藤井 洋介       日向 玲奈        

準優勝 杵渕 浩         田中 恵梨香      

第３位 河合 雄大       磯江 麻衣        

第４位 斉藤 純一       藤原 洸子        

第５位 藤本 英一       近藤 日奈子      

  

  

□ ｱﾏ･群馬県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：8組   

優 勝 大塚 勝男       大塚 孝子       埼玉県           

準優勝 福田 隆憲       中川 麗子       神奈川県         

第３位 齋藤 実         齋藤 千枝子     東京都           

第４位 橋本 泰明       水谷 裕美       神奈川県         

第５位 山口 光信       吉田 美子       栃木県           

第６位 青山 匠         成田 紀子       北海道           

  

□ ｱﾏ･ｼﾆｱ 40･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：6組   

優 勝 齋藤 実         齋藤 千枝子     東京都           

準優勝 田谷 暁雄       田谷 恵子       東京都           

第３位 青山 匠         成田 紀子       北海道           

第４位 角田 富重       竹内 啓子       長野県           

第５位 鹿野 快男       中村 禧子       群馬県           

第６位 大森 忠美       荒川 陽子       埼玉県           

  

□ ｱﾏ･ｼﾆｱ 55･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：15組   

優 勝 輿水 洋一       輿水 由美子     千葉県           

準優勝 前田 信春       松本 弓子       東京都           

第３位 田谷 暁雄       田谷 恵子       東京都           

第４位 角田 富重       竹内 啓子       長野県           

第５位 辻 省吾         倉品 俊子       埼玉県           

第６位 福原 芳昭       菊地 恵美子     神奈川県         



  

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ･40･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：11組   

優 勝 福岡 周一郎     相場 節子       東京都           

準優勝 山崎 昇義       関口 孝子       埼玉県           

第３位 遠藤 正道       川口 二枝       東京都           

第４位 中村 賀保       浜田 加津代     埼玉県           

第５位 山田 敏司       坂本 泉美       東京都           

第６位 明田川 幸治     正木 恭子       埼玉県           

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：14組   

優 勝 橋本 泰明       水谷 裕美       神奈川県         

準優勝 福岡 周一郎     相場 節子       東京都           

第３位 岩端 誠士       伊藤 裕美       東京都           

第４位 牧野 和博       髙井 静江       山梨県           

第５位 山崎 昇義       関口 孝子       埼玉県           

第６位 岩丸 一郎       相川 邦子       栃木県           

  

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：7組   

優 勝 遊馬 健一       小平 節子       埼玉県           

準優勝 大沢 邦肇       廣田 豊子       神奈川県         

第３位 西原 之英       津田 真理子     東京都           

第４位 中村 寿雄       中村 晴美       長野県           

第５位 石井 克侑       浦田 克枝       神奈川県         

第６位 小池 正         中島 初枝       群馬県           

第７位 山下 一毅       稲垣 佐和子     千葉県           

  

□ ｱﾏ･Ｃ級ｼﾆｱ 40･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：6組   

優 勝 遊馬 健一       小平 節子       埼玉県           

準優勝 石原 健司       石原 みゆき     栃木県           

第３位 大沢 邦肇       廣田 豊子       神奈川県         

第４位 石井 克侑       浦田 克枝       神奈川県         

第５位 山下 一毅       稲垣 佐和子     千葉県           

第６位 小池 正         中島 初枝       群馬県           

  

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：2組   

優 勝 石原 健司       石原 みゆき     栃木県           

準優勝 長井 壽満       保志 里子       東京都           



  

□ ｱﾏ･Ｎ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：1組   

優 勝 長井 壽満       保志 里子       東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｅ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：2組   

優 勝 石原 健司       石原 みゆき     栃木県           

準優勝 長井 壽満       保志 里子       東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ﾗﾃﾝ 出場：6組   

優 勝 辻 省吾         倉品 俊子       埼玉県           

準優勝 小島 政廣       臼井 登美江     神奈川県         

第３位 岩崎 勇一       中山 富子       栃木県           

第４位 山崎 昇義       関口 孝子       埼玉県           

第５位 伊藤 啓二       伊藤 篤子       神奈川県         

第６位 川又 泰         川又 幸子       東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：5組   

優 勝 山崎 昇義       関口 孝子       埼玉県           

準優勝 岩丸 一郎       相川 邦子       栃木県           

第３位 大沢 邦肇       廣田 豊子       神奈川県         

第４位 中村 寿雄       中村 晴美       長野県           

第５位 萩原 俊二       萩原 陽子       東京都           

  

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：3組   

優 勝 青山 匠         成田 紀子       北海道           

準優勝 鹿野 快男       中村 禧子       群馬県           

第３位 牧野 和博       髙井 静江       山梨県           

  

□ ｱﾏ･Ｎ級ﾗﾃﾝ 出場：1組   

優 勝 牧野 和博       髙井 静江       山梨県           


