
入賞者一覧表

開催会場： イコス上尾

主 催 者： ＮＰＯ法人ＪＣＦ東部総局 埼玉県支局

開 催 日： 令和4年５月８日

□ ﾌﾟﾛ･関東ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：10組

優 勝 山本 千博      大吉 優華      

準優勝 三上 和久      川又 千佳      

第３位 木村 勇        伊藤 みずほ    

第４位 恩田 時央      伊東 夕奈      

第５位 有原 良義      前田 馨        

第６位 藤井 崇裕      中山 みずほ    

□ ﾌﾟﾛ･関東ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：9組

優 勝 石川 浩之      菅野 純代      

準優勝 三上 芳弘      小山 百合子    

第３位 渡辺 勝彦      加島 久乃      

第４位 高橋 正明      高橋 ルミ      

第５位 勝俣 広        札 京子        

第６位 山口 慎介      大津久 綾子    

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：8組

優 勝 ⾧島 玄起      鈴木 英香      

準優勝 藤井 崇裕      中山 みずほ    

第３位 高橋 正明      高橋 ルミ      

第４位 杉村 浩也      山梨 智美      

第５位 武田 葵        坪井 みみ      

第６位 勝俣 広        札 京子        

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：7組

優 勝 藤井 崇裕      中山 みずほ    

準優勝 小村 健太郎    山田 美紅      

第３位 髙橋 元彦      五明 幸子      

第４位 平野 将貴      久間木 夏奈    

第５位 伊藤 毅        伊藤 ハルミ    

第６位 八束 権造      村田 ゆか      

第７位 川口 剛        小林 春香      



□ ﾌﾟﾛ･ＤＮ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：3組

優 勝 小村 健太郎    山田 美紅      

準優勝 八束 権造      村田 ゆか      

第３位 平野 将貴      久間木 夏奈    

□ ﾌﾟﾛ･関東ﾗﾃﾝ選手権 出場：9組

優 勝 白井 鷹征      水田 百香      

準優勝 橋本 聡太      大山 真莉乃    

第３位 西本 圭佑      牧野 七星      

第４位 Flavio Nunes    安齋 美紀      

第５位 石川 浩之      菅野 純代      

第６位 平野 将貴      久間木 夏奈    

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾗﾃﾝ 出場：6組

優 勝 橋本 聡太      大山 真莉乃    

準優勝 山本 千博      大吉 優華      

第３位 髙橋 元彦      五明 幸子      

第４位 伊藤 毅        伊藤 ハルミ    

第５位 八束 権造      村田 ゆか      

第６位 金久保 幸夫    勝山 エミ      

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：4組

優 勝 平野 将貴      久間木 夏奈    

準優勝 八束 権造      村田 ゆか      

第３位 勝俣 広        札 京子        

第４位 藤本 英一      近藤 日奈子    

□ ﾌﾟﾛ･ＤＮ級ﾗﾃﾝ 出場：2組

優 勝 八束 権造      村田 ゆか      

準優勝 藤本 英一      近藤 日奈子    

□ ｱﾏ･関東ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：7組

優 勝 高橋 海        鈴木 柚葉      東京都          

準優勝 鈴木 達矢      田代 裕子      東京都          

第３位 福田 隆憲      中川 麗子      神奈川県        

第４位 加藤 実        張 霞          埼玉県          

第５位 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

第６位 清水 弘隆      陶山 美穂      東京都          



□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ65･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：17組

優 勝 前田 信春      松本 弓子      東京都          

準優勝 輿水 洋一      輿水 由美子    千葉県          

第３位 福岡 周一郎    相場 節子      東京都          

第４位 角田 富重      竹内 啓子      ⾧野県          

第５位 山崎 昇義      関口 孝子      埼玉県          

第６位 藤江 貞治      藤江 加代子    神奈川県        

□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ55･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：11組

優 勝 松本 達幸      松本 輝美      神奈川県        

準優勝 加藤 実        張 霞          埼玉県          

第３位 清水 弘隆      陶山 美穂      東京都          

第４位 熊谷 武久      熊谷 芳子      東京都          

第５位 福岡 周一郎    相場 節子      東京都          

第６位 山崎 昇義      関口 孝子      埼玉県          

第７位 角田 富重      竹内 啓子      ⾧野県          

□ ｱﾏ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：13組

優 勝 坂内 和久      小川 美子      埼玉県          

準優勝 上田 徹宏      上田 有紀      東京都          

第３位 菊池 正        菊池 尚子      埼玉県          

第４位 川島 秀敏      川島 恵子      千葉県          

第５位 瀬戸 正文      高橋 和子      埼玉県          

第６位 大越 義光      星野 茂美      東京都          

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ65･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：13組

優 勝 大越 義光      星野 茂美      東京都          

準優勝 川島 秀敏      川島 恵子      千葉県          

第３位 福田 稔        大橋 佳代      千葉県          

第４位 遠藤 正道      川口 二枝      東京都          

第５位 北原 啓一      北原 美佐恵    埼玉県          

第６位 山口 明        広瀬 小枝子    埼玉県          

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ55･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：5組

優 勝 小杉山 博信    觸澤 美智代    千葉県          

準優勝 遊馬 健一      小平 節子      埼玉県          

第３位 遠藤 正道      川口 二枝      東京都          

第４位 山口 明        広瀬 小枝子    埼玉県          

第５位 福田 稔        大橋 佳代      千葉県          



□ ｱﾏＣ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：3組

優 勝 駒村 雅仁      髙橋 則子      東京都          

準優勝 渡邉 寛治      渡邉 友子      埼玉県          

第３位 岡田 晶己      岡田 眞利子    神奈川県        

□ ｱﾏＣ級ｼﾆｱ65･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：4組

優 勝 駒村 雅仁      髙橋 則子      東京都          

準優勝 東 克美        野口 美代子    神奈川県        

第３位 山下 一毅      稲垣 佐和子    千葉県          

第４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：1組

優 勝 山下 一毅      稲垣 佐和子    千葉県          

□ ｱﾏ･関東ﾗﾃﾝ選手権 出場：6組

優 勝 高橋 海        鈴木 柚葉      東京都          

準優勝 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

第３位 小堀 正道      佐俣 幸子      埼玉県          

第４位 工藤 徹        千田 裕子      埼玉県          

第５位 ⾧倉 正造      沖 英子        埼玉県          

第６位 村上 弘行      村上 恵美子    岩手県          

□ ｱﾏ･Ｂ級ﾗﾃﾝ 出場：5組

優 勝 岩崎 勇一      中山 富子      栃木県          

準優勝 山崎 昇義      関口 孝子      埼玉県          

第３位 藤江 貞治      藤江 加代子    神奈川県        

第４位 岡田 晶己      岡田 眞利子    神奈川県        

第５位 村上 弘行      村上 恵美子    岩手県          

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：6組

優 勝 駒村 雅仁      髙橋 則子      東京都          

準優勝 山口 明        広瀬 小枝子    埼玉県          

第３位 平田 幸三      西川 美智子    神奈川県        

第４位 萩原 俊二      萩原 陽子      東京都          

第５位 東 克美        野口 美代子    神奈川県        

第６位 大沢 邦肇      廣田 豊子      神奈川県        



□ ｱﾏ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：1組

優 勝 牧野 和博      髙井 静江      山梨県          

□ ｱﾏ･ｵｰﾌﾟﾝﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ(W) 出場：8組

優 勝 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

準優勝 加藤 実        望月 幸子      東京都          

第３位 和田 敦        塚西 亜希      東京都          

第４位 嵐田 源二      石井 ゆかり    東京都          

第５位 Hammes Thomas   伊藤 裕美      東京都          

第６位 岩端 誠士      古本 京子      東京都          

□ ｱﾏ･ｵｰﾌﾟﾝﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ(T) 出場：8組

優 勝 加藤 実        帳 霞          東京都          

準優勝 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

第３位 嵐田 源二      太田 陽子      東京都          

第４位 和田 敦        鈴木 有実子    東京都          

第５位 岩端 誠士      石井 ゆかり    東京都          

第６位 Hammes Thomas   塚西 亜希      東京都          

□ ｱﾏ･ｵｰﾌﾟﾝﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ(F) 出場：7組

優 勝 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

準優勝 加藤 実        望月 幸子      東京都          

第３位 嵐田 源二      伊藤 裕美      東京都          

第４位 岩端 誠士      塚西 亜希      東京都          

第５位 Hammes Thomas   石井 ゆかり    東京都          

第６位 和田 敦        古本 京子      東京都          

□ ｱﾏ･ｵｰﾌﾟﾝﾗﾃﾝ(C) 出場：9組

優 勝 和田 敦        太田 陽子      東京都          

準優勝 岩端 誠士      鈴木 有実子    東京都          

第３位 工藤 徹        千田 裕子      埼玉県          

第４位 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

第５位 小堀 正道      佐俣 幸子      埼玉県          

第６位 嵐田 源二      古本 京子      東京都          

第７位 Hammes Thomas   塚西 亜希      東京都          

□ ｱﾏ･ｵｰﾌﾟﾝﾗﾃﾝ(S) 出場：9組

優 勝 工藤 徹        千田 裕子      埼玉県          



準優勝 岩端 誠士      伊藤 裕美      東京都          

第３位 和田 敦        石井 ゆかり    東京都          

第４位 小堀 正道      佐俣 幸子      埼玉県          

第５位 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

第６位 嵐田 源二      鈴木 有実子    東京都          

第７位 Hammes Thomas   太田 陽子      東京都          

□ ｱﾏ･ｵｰﾌﾟﾝﾗﾃﾝ(R) 出場：9組

優 勝 岩端 誠士      太田 陽子      東京都          

準優勝 工藤 徹        千田 裕子      埼玉県          

第３位 和田 敦        伊藤 裕美      東京都          

第４位 小堀 正道      佐俣 幸子      埼玉県          

第５位 永浜 英一郎    青山 千佳      東京都          

第６位 嵐田 源二      塚西 亜希      東京都          


