
最終結果成績表 スタンダード

第2回 関東甲信越プロアマミックス県別対抗チームマッチ「栃木県大会」　　栃木県栃木市　西方総合文化体育館　　　2018年11月23日

順　　位 チーム名 監督団長 第１組 第２組 第３組 第４組W T F Q

千葉県Ａ第 １ 位 長谷部　徹 八谷　栄喜 佐藤　たみ子

八谷　栄喜

加室　和枝

八谷　栄喜

田島　光美

八谷　栄喜

小松　牧子

八谷　栄喜

山梨県Ａ第 ２ 位 清水　義法 小宮山　良明 清水　澄江

小宮山　良明

小野　美和子

小宮山　良明

保坂　千秋

小宮山　良明

菊島　美穂子

小宮山　良明

栃木県Ａ第 ３ 位 石下　治志 石下　治志 飯島　成子

小林　昭夫

佐藤　喜代

石下　治志

小巻　三恵子

小倉　正博

松本　のぶ子

齋藤　芙三晃

栃木県Ｂ第 ３ 位 石下　治志 田中　利一 海老澤　禮子

青柳　徳明

上野　春美

田中　利一

青柳　房子

青柳　昭仁

東川　敏子

藤田　暢彦

千葉県Ｂ第 ３ 位 長谷部　徹 八谷　栄喜 永岡　智恵美

長谷部　徹

雲田　純子

長谷部　徹

雲田　純子

長谷部　徹

玉井　由美

長谷部　徹

群馬県Ａ第 ６ 位 市岡　真 市岡　真 松本　ふじ子

狩野　智

青木　龍子

時田　孝雄

清宮　理恵

茂呂　豊

蜂須賀　小百合

岡村　則夫

茨城県Ａ第 ７ 位 打越　英男 久野　四郎 香取　千秋

大塚　春枝

清水　道子

坂場　猛

水野　佳世子

大塚　守

鈴木　美緒

大塚　守

埼玉県Ａ第 ８ 位 水島　定憲 大野　一男 青木　公子

大野　一男

町田　芳枝

大野　一男

坂本　愛花

主田　至男

坂本　愛花

主田　至男

長野県Ａ第 ９ 位 小泉　義明 城倉　清治 吉澤　勝治

山口　由美

高山　朱美

沓掛　丈夫

山崎　節子

福田　章男

渡邉　速人

山口　由美

千葉県Ｃ第１０位 長谷部　徹 八谷　栄喜 篠田　尚彦

吉田　妙子

篠田　尚彦

吉田　妙子

石津　秀美

小日山　哲也

中村　晶子

小日山　哲也

千葉県Ｄ第１０位 長谷部　徹 八谷　栄喜 石井　とみじ

渡辺　冨士彦

石井　とみじ

渡辺　冨士彦

金　由美

宇佐美　幸世

川上　美子

宇佐美　幸世

栃木県Ｃ第１２位 石下　治志 神山　誠治 上野　久子

神山　誠治

細谷　保生

神山　富江

粟田口　遥花

神山　誠治

毛塚　雅代

神山　誠治

新潟県Ａ第１３位 波塚　由雄 山崎　高男 平賀　道子

山崎　高男

大川　晶子

高山　幸雄

横山　とも子

波塚　由雄

伊藤　千代子

高山　幸雄

群馬県Ｂ第１４位 市岡　真 市岡　真 横手　雅昭

見城　智子

大森　留美子

奈良　光雄

星野　賢治

見城　智子

高橋　佐内

中村　玲子
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順　　位 チーム名 監督団長 第１組 第２組 第３組 第４組W T F Q

山梨県Ｂ第１５位 清水　義法 小宮山　良明 奥山　岐子

清水　義法

上田　芙美子

清水　義法

高添　初男

青山　英美

秋山　忠義

青山　英美

2018年11月26日 主催 【 栃木県ボールルームダンス連盟 】
後援 【 関東甲信越ブロック８県ボールルームダンス連盟 】



最終結果成績表 ラテンアメリカン

第2回 関東甲信越プロアマミックス県別対抗チームマッチ「栃木県大会」　　栃木県栃木市　西方総合文化体育館　　　2018年11月23日

順　　位 チーム名 監督団長 第１組 第２組 第３組 第４組C S R P

群馬県Ａ第 １ 位 市岡　真 市岡　真 茂木　すみ江

山田　雅吉

長岡　千秋

真下　政也

大森　留美子

奈良　光雄

長野　洋己

中村　玲子

栃木県Ａ第 ２ 位 石下　治志 石下　治志 佐藤　喜代

石下　治志

小巻　三恵子

小倉　正博

栗原　和子

佐藤　喜美雄

三沢　幸子

石橋　圭子

千葉県Ａ第 ３ 位 長谷部　徹 八谷　栄喜 金　由美

長谷部　徹

川上　美子

長谷部　徹

塚田　昌子

吉田　妙子

飯田　朋子

長谷部　徹

栃木県Ｂ第 ４ 位 石下　治志 田中　利一 上野　春美

田中　利一

佐藤　茜

石橋　圭子

小宮　茂

久保田　富代

小林　由美子

佐藤　喜美雄

茨城県Ａ第 ５ 位 打越　英男 久野　四郎 香取　国子

大塚　守

尾崎　彩子

清水　靖千

髙橋　としえ

大塚　守

鴨志田　由香

若林　功二

長野県Ａ第 ６ 位 小泉　義明 城倉　清治 水上　眞弓

城倉　清治

山崎　暁子

本間　千有希

遠　陽子

小泉　義明

小木曽　美香

山口　由美

新潟県Ａ第 ７ 位 波塚　由雄 山崎　高男 大川　晶子

高山　幸雄

小林　ムツ子

波塚　由雄

奥田　富子

山崎　高男

横山　とも子

波塚　由雄

栃木県Ｃ第 ８ 位 石下　治志 齋藤　芙三晃 原　ゆう子

齋藤　芙三晃

佐川　芳江

齋藤　芙三晃

磯　セイ子

齋藤　芙三晃

小出　洋子

齋藤　芙三晃

山梨県Ａ第 ９ 位 清水　義法 小宮山　良明 上田　芙美子

清水　義法

羽田　朱美

三浦　秀康

白井　公子

清水　義法

今井　美智子

三浦　秀康

埼玉県Ａ第１０位 水島　定憲 大野　一男 岩崎　芳子

水島　定憲

町田　芳枝

大野　一男

岩崎　芳子

水島　定憲

町田　芳枝

大野　一男

2018年11月26日 主催 【 栃木県ボールルームダンス連盟 】
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競技名 申込 欠場 出場 順位 背番号 リーダー パートナー 所属支局

個人戦１ W 19 0 19

個人戦１ W 第１位 146 小松　牧子 八谷　栄喜 千葉県

個人戦１ W 第２位 132 玉井　由美 長谷部　徹 千葉県

個人戦１ W 第３位 145 福山　とき子 小日山　哲也 千葉県

個人戦１ W 第４位 117 兵藤　芳子 藤田　暢彦 栃木県

個人戦１ W 第５位 191 吉野　博昭 石橋　圭子 栃木県

個人戦１ W 第６位 107 清宮　理恵 茂呂　豊 群馬県

個人戦１ W 第７位 64 鈴木　真知 鶴野　敏 栃木県

個人戦１ W 準決勝 28 河井　清 打越　貴子 茨城県

個人戦１ W 準決勝 56 高畑　明美 軍司　英広 茨城県

個人戦１ W 準決勝 118 永藤　敏幸 藤田　貴子 栃木県

個人戦１ W 準決勝 160 山形　町江 山口　賢二 栃木県

個人戦１ W 準決勝 179 根本　幸枝 橋本　真行 栃木県

個人戦１ T 18 0 18

個人戦１ T 第１位 146 小松　牧子 八谷　栄喜 千葉県

個人戦１ T 第２位 86 君島　ゆりか 小林　昭夫 栃木県

個人戦１ T 第３位 132 玉井　由美 長谷部　徹 千葉県

個人戦１ T 第４位 64 鈴木　真知 鶴野　敏 栃木県

個人戦１ T 第５位 117 兵藤　芳子 藤田　暢彦 栃木県

個人戦１ T 第６位 160 山形　町江 山口　賢二 栃木県

個人戦１ T 第７位 38 鈴木　知子 田口　浩 茨城県

個人戦１ T 第８位 118 永藤　敏幸 藤田　貴子 栃木県

個人戦１ T 準決勝 16 香取　国子 上島　圭司 茨城県

個人戦１ T 準決勝 93 新井　喜美江 吉田　豊和 栃木県

個人戦１ T 準決勝 145 福山　とき子 小日山　哲也 千葉県

個人戦１ T 準決勝 179 根本　幸枝 橋本　真行 栃木県

個人戦１ F 14 0 14

個人戦１ F 第１位 132 玉井　由美 長谷部　徹 千葉県

個人戦１ F 第２位 107 清宮　理恵 茂呂　豊 群馬県

個人戦１ F 第３位 108 中河原　幸代 金澤　昌利 群馬県

個人戦１ F 第４位 117 兵藤　芳子 藤田　暢彦 栃木県

個人戦１ F 第５位 26 斉藤　晃一 打越　貴子 茨城県

個人戦１ F 第６位 191 吉野　博昭 石橋　圭子 栃木県

個人戦１ F 準決勝 17 武藤　まさ江 上島　圭司 茨城県

個人戦１ F 準決勝 39 濱口　啓子 田口　浩 茨城県

個人戦１ F 準決勝 56 高畑　明美 軍司　英広 茨城県

個人戦１ F 準決勝 78 誉田　郁郎 川中子　雅世 栃木県

個人戦１ F 準決勝 93 新井　喜美江 吉田　豊和 栃木県

個人戦１ F 準決勝 119 熊倉　茂 藤田　貴子 栃木県

個人戦１ F 準決勝 128 益子　薫 齋藤　美菜子 栃木県

個人戦１ F 準決勝 179 根本　幸枝 橋本　真行 栃木県

個人戦２ W 26 0 26

個人戦２ W 第１位 144 平井　杏 小日山　哲也 千葉県

個人戦２ W 第２位 164 保坂　千秋 小宮山　良明 山梨県

個人戦２ W 第３位 133 川上　美子 長谷部　徹 千葉県
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個人戦２ W 第４位 154 添野　敬子 青柳　徳明 栃木県

個人戦２ W 第５位 109 新木　美知子 石坂　久幸 群馬県

個人戦２ W 第６位 84 山下　真美 小林　昭夫 栃木県

個人戦２ W 第７位 120 金子　敏子 藤田　暢彦 栃木県

個人戦２ W 第８位 15 伊與田　頌子 上島　圭司 茨城県

個人戦２ W 準決勝 8 山崎　節子 福田　章男 長野県

個人戦２ W 準決勝 32 黒澤　美枝子 坂場　猛 茨城県

個人戦２ W 準決勝 59 小池　ユキ 矢口　潔 茨城県

個人戦２ W 準決勝 72 相馬　政江 田中　利一 栃木県

個人戦２ W 準決勝 79 誉田　光枝 川中子　優 栃木県

個人戦２ W 準決勝 106 星野　賢治 見城　智子 群馬県

個人戦２ W 準決勝 121 小林　佳蔵 藤田　貴子 栃木県

個人戦２ W 準決勝 126 木口屋　美哉子 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦２ T 19 0 19

個人戦２ T 第１位 144 平井　杏 小日山　哲也 千葉県

個人戦２ T 第２位 147 田島　光美 八谷　栄喜 千葉県

個人戦２ T 第３位 133 川上　美子 長谷部　徹 千葉県

個人戦２ T 第４位 165 渡辺　京子 小宮山　良明 山梨県

個人戦２ T 第５位 84 山下　真美 小林　昭夫 栃木県

個人戦２ T 第６位 72 相馬　政江 田中　利一 栃木県

個人戦２ T 準決勝 55 高橋　洋子 軍司　英広 茨城県

個人戦２ T 準決勝 59 小池　ユキ 矢口　潔 茨城県

個人戦２ T 準決勝 79 誉田　光枝 川中子　優 栃木県

個人戦２ T 準決勝 106 星野　賢治 見城　智子 群馬県

個人戦２ T 準決勝 109 新木　美知子 石坂　久幸 群馬県

個人戦２ T 準決勝 126 木口屋　美哉子 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦２ T 準決勝 184 佐藤　喜代 石下　治志 栃木県

個人戦２ F 23 1 22

個人戦２ F 第１位 147 田島　光美 八谷　栄喜 千葉県

個人戦２ F 第２位 133 川上　美子 長谷部　徹 千葉県

個人戦２ F 第３位 165 渡辺　京子 小宮山　良明 山梨県

個人戦２ F 第４位 85 小田　美由紀 小林　昭夫 栃木県

個人戦２ F 第５位 3 水上　眞弓 城倉　清治 長野県

個人戦２ F 第６位 109 新木　美知子 石坂　久幸 群馬県

個人戦２ F 準決勝 8 山崎　節子 福田　章男 長野県

個人戦２ F 準決勝 13 高橋　としえ 大塚　潤 茨城県

個人戦２ F 準決勝 32 黒澤　美枝子 坂場　猛 茨城県

個人戦２ F 準決勝 55 高橋　洋子 軍司　英広 茨城県

個人戦２ F 準決勝 120 金子　敏子 藤田　暢彦 栃木県

個人戦２ F 準決勝 184 佐藤　喜代 石下　治志 栃木県

個人戦１ C 6 0 6

個人戦１ C 第１位 11 小木曽　美香 山口　由美 長野県

個人戦１ C 第２位 64 鈴木　真知 鶴野　敏 栃木県

個人戦１ C 第３位 40 上原　千鶴子 田口　浩 茨城県

個人戦１ C 第４位 93 新井　喜美江 吉田　豊和 栃木県

個人戦１ C 第５位 127 菊地　志津江 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦１ C 第６位 58 增淵　冨美子 軍司　英広 茨城県

個人戦１ S 6 0 6

個人戦１ S 第１位 107 清宮　理恵 茂呂　豊 群馬県



個人戦１ S 第２位 67 秋澤　光枝 西村　大輔 栃木県

個人戦１ S 第３位 93 新井　喜美江 吉田　豊和 栃木県

個人戦１ S 第４位 58 增淵　冨美子 軍司　英広 茨城県

個人戦１ S 第５位 78 誉田　郁郎 川中子　雅世 栃木県

個人戦１ S 第６位 131 原　ゆう子 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦１ R 9 0 9

個人戦１ R 第１位 107 清宮　理恵 茂呂　豊 群馬県

個人戦１ R 第２位 41 小薄　多美子 田口　浩 茨城県

個人戦１ R 第３位 67 秋澤　光枝 西村　大輔 栃木県

個人戦１ R 第４位 108 中河原　幸代 金澤　昌利 群馬県

個人戦１ R 第５位 64 鈴木　真知 鶴野　敏 栃木県

個人戦１ R 第６位 127 菊地　志津江 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦１ R 第７位 58 增淵　冨美子 軍司　英広 茨城県

個人戦１ R 準決勝 78 誉田　郁郎 川中子　雅世 栃木県

個人戦１ R 準決勝 93 新井　喜美江 吉田　豊和 栃木県

個人戦２ C 5 0 5

個人戦２ C 第１位 51 加藤　智子 清水　靖千 茨城県

個人戦２ C 第２位 133 川上　美子 長谷部　徹 千葉県

個人戦２ C 第３位 130 佐川　芳江 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦２ C 第４位 184 佐藤　喜代 石下　治志 栃木県

個人戦２ C 第５位 88 杉山　カツ子 小林　弘美 栃木県

個人戦２ S 5 1 4

個人戦２ S 第１位 129 小出　洋子 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦２ S 第２位 51 加藤　智子 清水　靖千 茨城県

個人戦２ S 第３位 170 白井　公子 青山　英美 山梨県

個人戦２ S 第４位 186 静　しづ子 室田　英一 栃木県

個人戦２ R 7 1 6

個人戦２ R 第１位 130 佐川　芳江 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦２ R 第２位 140 金　由美 長谷部　徹 千葉県

個人戦２ R 第３位 51 加藤　智子 清水　靖千 茨城県

個人戦２ R 第４位 88 杉山　カツ子 小林　弘美 栃木県

個人戦２ R 第５位 184 佐藤　喜代 石下　治志 栃木県

個人戦２ R 第６位 171 高添　初男 青山　英美 山梨県

個人戦３ W 22 0 22

個人戦３ W 第１位 148 加室　和枝 八谷　栄喜 千葉県

個人戦３ W 第２位 166 小野　美和子 小宮山　良明 山梨県

個人戦３ W 第３位 134 雲田　純子 長谷部　徹 千葉県

個人戦３ W 第４位 90 益子　富美子 阿久津　裕一 栃木県

個人戦３ W 第５位 175 小林　宏 久保田　富代 栃木県

個人戦３ W 第６位 5 海谷　明美 永井　英一 長野県

個人戦３ W 第７位 103 蜂須賀　小百合 岡村　則夫 群馬県

個人戦３ W 第８位 101 青木　龍子 時田　孝雄 群馬県

個人戦３ W 準決勝 2 田中　あい子 城倉　清治 長野県

個人戦３ W 準決勝 60 田渕　眞智子 矢口　潔 茨城県

個人戦３ W 準決勝 87 福田　久子 菊地　進 栃木県

個人戦３ W 準決勝 100 松本　ふじ子 狩野　智 群馬県

個人戦３ W 準決勝 195 上田　芙美子 清水　義法 山梨県

個人戦３ T 16 0 16

個人戦３ T 第１位 166 小野　美和子 小宮山　良明 山梨県



個人戦３ T 第２位 83 飯島　成子 小林　昭夫 栃木県

個人戦３ T 第３位 2 田中　あい子 城倉　清治 長野県

個人戦３ T 第４位 154 添野　敬子 青柳　徳明 栃木県

個人戦３ T 第５位 176 間明田　富司 久保田　富代 栃木県

個人戦３ T 第６位 100 松本　ふじ子 狩野　智 群馬県

個人戦３ T 準決勝 5 海谷　明美 永井　英一 長野県

個人戦３ T 準決勝 7 山室　寿子 沓掛　丈夫 長野県

個人戦３ T 準決勝 33 清水　道子 坂場　猛 茨城県

個人戦３ T 準決勝 60 田渕　眞智子 矢口　潔 茨城県

個人戦３ T 準決勝 65 鳥居　勉 大野　宜子 栃木県

個人戦３ T 準決勝 71 上野　春美 田中　利一 栃木県

個人戦３ T 準決勝 90 益子　富美子 阿久津　裕一 栃木県

個人戦３ T 準決勝 135 金澤　光子 長谷部　徹 千葉県

個人戦３ F 17 0 17

個人戦３ F 第１位 167 菊島　美穂子 小宮山　良明 山梨県

個人戦３ F 第２位 175 小林　宏 久保田　富代 栃木県

個人戦３ F 第３位 87 福田　久子 菊地　進 栃木県

個人戦３ F 第４位 103 蜂須賀　小百合 岡村　則夫 群馬県

個人戦３ F 第５位 90 益子　富美子 阿久津　裕一 栃木県

個人戦３ F 第６位 101 青木　龍子 時田　孝雄 群馬県

個人戦３ F 準決勝 6 高山　朱美 沓掛　丈夫 長野県

個人戦３ F 準決勝 34 浦川　義子 坂場　猛 茨城県

個人戦３ F 準決勝 57 鈴木　美智子 軍司　英広 茨城県

個人戦３ F 準決勝 60 田渕　眞智子 矢口　潔 茨城県

個人戦３ F 準決勝 63 安藤　道子 舘野　弘之 茨城県

個人戦３ F 準決勝 70 實松　由子 神山　誠治 栃木県

個人戦３ F 準決勝 71 上野　春美 田中　利一 栃木県

個人戦３ F 準決勝 155 渡邉　正子 青柳　徳明 栃木県

個人戦４ W 8 0 8

個人戦４ W 第１位 168 清水　澄江 小宮山　良明 山梨県

個人戦４ W 第２位 83 飯島　成子 小林　昭夫 栃木県

個人戦４ W 第３位 104 大森　留美子 奈良　光雄 群馬県

個人戦４ W 第４位 137 師岡　美智子 長谷部　徹 千葉県

個人戦４ W 第５位 29 大曽根　真澄 打越　英男 茨城県

個人戦４ W 第６位 68 上野　久子 神山　誠治 栃木県

個人戦４ W 第７位 143 篠田　尚彦 吉田　妙子 千葉県

個人戦４ W 第８位 53 田中　祥博 鈴木　洋子 茨城県

個人戦４ T 12 1 11

個人戦４ T 第１位 149 佐藤　たみ子 八谷　栄喜 千葉県

個人戦４ T 第２位 82 相澤　節子 小林　昭夫 栃木県

個人戦４ T 第３位 138 佐藤　静江 長谷部　徹 千葉県

個人戦４ T 第４位 29 大曽根　真澄 打越　英男 茨城県

個人戦４ T 第５位 104 大森　留美子 奈良　光雄 群馬県

個人戦４ T 第６位 156 海老澤　禮子 青柳　徳明 栃木県

個人戦４ T 第７位 169 奥山　岐子 清水　義法 山梨県

個人戦４ T 準決勝 4 臼井　利子 城倉　清治 長野県

個人戦４ T 準決勝 10 丹藤　紀代子 永井　英一 長野県

個人戦４ T 準決勝 105 横手　雅昭 見城　智子 群馬県

個人戦４ T 準決勝 143 篠田　尚彦 吉田　妙子 千葉県



個人戦３ C 5 0 5

個人戦３ C 第１位 129 小出　洋子 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦３ C 第２位 140 金　由美 長谷部　徹 千葉県

個人戦３ C 第３位 176 間明田　富司 久保田　富代 栃木県

個人戦３ C 第４位 92 栗原　和子 佐藤　喜美雄 栃木県

個人戦３ C 第５位 73 荒川　惠子 田中　利一 栃木県

個人戦３ R 5 0 5

個人戦３ R 第１位 129 小出　洋子 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦３ R 第２位 92 栗原　和子 佐藤　喜美雄 栃木県

個人戦３ R 第３位 136 高木　弥生 長谷部　徹 千葉県

個人戦３ R 第４位 176 間明田　富司 久保田　富代 栃木県

個人戦３ R 第５位 73 荒川　惠子 田中　利一 栃木県

個人戦４ C 5 0 5

個人戦４ C 第１位 104 大森　留美子 奈良　光雄 群馬県

個人戦４ C 第２位 138 佐藤　静江 長谷部　徹 千葉県

個人戦４ C 第３位 177 小宮　茂 久保田　富代 栃木県

個人戦４ C 第４位 131 原　ゆう子 齋藤　芙三晃 栃木県

個人戦４ C 第５位 68 上野　久子 神山　誠治 栃木県

個人戦４ F 11 1 10

個人戦４ F 第１位 83 飯島　成子 小林　昭夫 栃木県

個人戦４ F 第２位 139 永岡　智恵美 長谷部　徹 千葉県

個人戦４ F 第３位 156 海老澤　禮子 青柳　徳明 栃木県

個人戦４ F 第４位 1 吉澤　勝治 山口　由美 長野県

個人戦４ F 第５位 29 大曽根　真澄 打越　英男 茨城県

個人戦４ F 第６位 170 白井　公子 清水　義法 山梨県

個人戦４ F 準決勝 4 臼井　利子 城倉　清治 長野県

個人戦４ F 準決勝 12 香取　千秋 大塚　春枝 茨城県

個人戦４ F 準決勝 53 田中　祥博 鈴木　洋子 茨城県

個人戦４ F 準決勝 76 高瀬　藤吉 管野　惠子 栃木県

OP戦 W 28 0 28

OP戦 W 第１位 150 中村　晶子 小日山　哲也 千葉県

OP戦 W 第２位 157 青柳　房子 青柳　昭仁 栃木県

OP戦 W 第３位 114 小巻　三恵子 小倉　正博 栃木県

OP戦 W 第４位 20 水野　佳世子 大塚　守 茨城県

OP戦 W 第５位 164 保坂　千秋 小宮山　良明 山梨県

OP戦 W 第６位 133 川上　美子 長谷部　徹 千葉県

OP戦 W 準決勝 23 緒形　由美子 上島　圭司 茨城県

OP戦 W 準決勝 49 河野　圭子 横尾　篤嗣 茨城県

OP戦 W 準決勝 56 高畑　明美 軍司　英広 茨城県

OP戦 W 準決勝 80 山口　道子 川中子　優 栃木県

OP戦 W 準決勝 122 磯田　由美子 藤田　暢彦 栃木県

OP戦 W 準決勝 159 吉田　稔 山口　由紀子 栃木県

OP戦 T 26 0 26

OP戦 T 第１位 151 石津　秀美 小日山　哲也 千葉県

OP戦 T 第２位 158 田中　律子 青柳　昭仁 栃木県

OP戦 T 第３位 132 玉井　由美 長谷部　徹 千葉県

OP戦 T 第４位 19 鈴木　美緒 大塚　潤 茨城県

OP戦 T 第５位 18 坂野　真理 大塚　守 茨城県

OP戦 T 第６位 159 吉田　稔 山口　由紀子 栃木県



OP戦 T 準決勝 43 塚本　房子 田口　浩 茨城県

OP戦 T 準決勝 49 河野　圭子 横尾　篤嗣 茨城県

OP戦 T 準決勝 80 山口　道子 川中子　優 栃木県

OP戦 T 準決勝 113 長野　洋己 中村　玲子 群馬県

OP戦 T 準決勝 153 岡崎　勝見 大嶋　香里 千葉県

OP戦 T 準決勝 165 渡辺　京子 小宮山　良明 山梨県

OP戦 F 27 0 27

OP戦 F 第１位 158 田中　律子 青柳　昭仁 栃木県

OP戦 F 第２位 151 石津　秀美 小日山　哲也 千葉県

OP戦 F 第３位 97 絵面　美穂子 中川　真仁 栃木県

OP戦 F 第４位 153 岡崎　勝見 大嶋　香里 千葉県

OP戦 F 第５位 166 小野　美和子 小宮山　良明 山梨県

OP戦 F 第６位 49 河野　圭子 横尾　篤嗣 茨城県

OP戦 F 準決勝 21 伊藤　佳代 大塚　守 茨城県

OP戦 F 準決勝 66 兼田　初恵 西村　大輔 栃木県

OP戦 F 準決勝 80 山口　道子 川中子　優 栃木県

OP戦 F 準決勝 111 長岡　千秋 真下　政也 群馬県

OP戦 F 準決勝 114 小巻　三恵子 小倉　正博 栃木県

OP戦 F 準決勝 115 浅野　稔子 町田　大地 栃木県

OP戦 F 準決勝 123 小川　富江 藤田　暢彦 栃木県

OP戦 F 準決勝 134 雲田　純子 長谷部　徹 千葉県

OP戦 F 準決勝 159 吉田　稔 山口　由紀子 栃木県

OP戦 Q 17 0 17

OP戦 Q 第１位 152 飯田　朋子 長谷部　徹 千葉県

OP戦 Q 第２位 19 鈴木　美緒 大塚　守 茨城県

OP戦 Q 第３位 150 中村　晶子 小日山　哲也 千葉県

OP戦 Q 第４位 96 小林　純子 中川　真仁 栃木県

OP戦 Q 第５位 115 浅野　稔子 町田　大地 栃木県

OP戦 Q 第６位 80 山口　道子 川中子　優 栃木県

OP戦 Q 第７位 122 磯田　由美子 藤田　暢彦 栃木県

OP戦 Q 第８位 49 河野　圭子 横尾　篤嗣 茨城県

OP戦 Q 準決勝 31 山岡　ひで子 打越　英男 茨城県

OP戦 Q 準決勝 48 山田　明子 屋宜　正直 茨城県

OP戦 Q 準決勝 111 長岡　千秋 真下　政也 群馬県

OP戦 Q 準決勝 153 岡崎　勝見 大嶋　香里 千葉県

OP戦 Q 準決勝 172 村上　隆志 富士　慶子 山梨県

OP戦 Q 準決勝 193 三沢　幸子 石橋　良之助 栃木県

個人戦４ R 6 0 6

個人戦４ R 第１位 139 永岡　智恵美 長谷部　徹 千葉県

個人戦４ R 第２位 104 大森　留美子 奈良　光雄 群馬県

個人戦４ R 第３位 177 小宮　茂 久保田　富代 栃木県

個人戦４ R 第４位 142 塚田　昌子 吉田　妙子 千葉県

個人戦４ R 第５位 186 静　しづ子 室田　英一 栃木県

個人戦４ R 第６位 68 上野　久子 神山　誠治 栃木県

OP戦 C 12 0 12

OP戦 C 第１位 152 飯田　朋子 長谷部　徹 千葉県

OP戦 C 第２位 173 今井　美智子 三浦　秀康 山梨県

OP戦 C 第３位 19 鈴木　美緒 大塚　潤 茨城県

OP戦 C 第４位 192 佐藤　茜 石橋　良之助 栃木県



OP戦 C 第５位 99 岡村　春代 中川　真仁 栃木県

OP戦 C 第６位 182 田崎　薫 橋本　まゆみ 栃木県

OP戦 C 準決勝 46 田口　奈々 田口　浩 茨城県

OP戦 C 準決勝 74 毛塚　雅代 神山　誠治 栃木県

OP戦 C 準決勝 81 シシキナ　バレリア 川中子　優 栃木県

OP戦 C 準決勝 91 小林　由美子 佐藤　喜美雄 栃木県

OP戦 C 準決勝 125 岡　文夫 藤田　貴子 栃木県

OP戦 C 準決勝 185 中田　純子 星　友幸 栃木県

OP戦 S 18 0 18

OP戦 S 第１位 193 三沢　幸子 石橋　圭子 栃木県

OP戦 S 第２位 152 飯田　朋子 長谷部　徹 千葉県

OP戦 S 第３位 47 田口　紗羽 田口　浩 茨城県

OP戦 S 第４位 114 小巻　三恵子 小倉　正博 栃木県

OP戦 S 第５位 178 島田　三重子 日暮　健二 栃木県

OP戦 S 第６位 81 シシキナ　バレリア 川中子　優 栃木県

OP戦 S 準決勝 98 青木　雅子 中三川　浩志 栃木県

OP戦 S 準決勝 107 清宮　理恵 茂呂　豊 群馬県

OP戦 S 準決勝 111 長岡　千秋 真下　政也 群馬県

OP戦 S 準決勝 124 上野　茂利 藤田　貴子 栃木県

OP戦 S 準決勝 187 岡本　洋子 吉田　豊和 栃木県

OP戦 S 準決勝 192 佐藤　茜 石橋　良之助 栃木県

OP戦 R 15 0 15

OP戦 R 第１位 178 島田　三重子 日暮　健二 栃木県

OP戦 R 第２位 193 三沢　幸子 石橋　圭子 栃木県

OP戦 R 第３位 99 岡村　春代 中川　真仁 栃木県

OP戦 R 第４位 107 清宮　理恵 茂呂　豊 群馬県

OP戦 R 第５位 45 倉持　真佐子 田口　浩 茨城県

OP戦 R 第６位 114 小巻　三恵子 小倉　正博 栃木県

OP戦 R 第７位 25 山中　砂枝 大塚　潤 茨城県

OP戦 R 準決勝 52 尾崎　彩子 清水　靖千 茨城県

OP戦 R 準決勝 98 青木　雅子 中三川　浩志 栃木県

OP戦 R 準決勝 132 玉井　由美 長谷部　徹 千葉県

OP戦 R 準決勝 174 羽田　朱美 三浦　秀康 山梨県

OP戦 R 準決勝 187 岡本　洋子 吉田　豊和 栃木県

OP戦 P 7 0 7

OP戦 P 第１位 22 大村　涼子 大塚　潤 茨城県

OP戦 P 第２位 193 三沢　幸子 石橋　圭子 栃木県

OP戦 P 第３位 91 小林　由美子 佐藤　喜美雄 栃木県

OP戦 P 第４位 94 松本　早苗 吉田　豊和 栃木県

OP戦 P 第５位 113 長野　洋己 中村　玲子 群馬県

OP戦 P 第６位 133 川上　美子 長谷部　徹 千葉県

OP戦 P 第７位 81 シシキナ　バレリア 川中子　優 栃木県
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