
ト　ー　ナ　メ　ン　ト　大　会　歴　代　優　勝　者   (   ) エントリー数

昭和52年 男子S一般(59) 男子D一般(49) 女子S一般(18) 女子D一般(10)

第1回 松本　憲明 奥山・山崎 布川　容子 田口・布川

(136) (ソニー厚木) (加藤スクール) (リハビリ) (リハビリ)

昭和53年 男子S一般(76) 男子D一般(53) 女子S一般(19) 女子D一般(11) 混合D(10)

第2回 皆川　勉 淵田・松本 加藤　喜代子 加藤・清水 山崎・加藤

(169) (同好会) (ソニー厚木) (加藤スクール) (加藤スクール) (加藤スクール)

昭和54年 男子S一般(87) 男子D一般(53) 女子S一般(20) 女子D一般(12) 混合D(16)

第3回 松本　憲明 笠・中居 加藤　喜代子 加藤・清水 鈴木・加藤

(188) (ソニー厚木) （リコー厚木） (加藤スクール) (加藤スクール) (加藤スクール)

昭和55年 男子S一般(102) 男子D一般(67) 女子S一般(22) 女子D一般(16) 混合D(28)

第4回 前川　和正 笠・中居 宮田　直美 布川・村上 松本・出口

(235) （海老名ピープル） （リコー厚木） （海老名ピープル） (リハビリ) (加藤スクール)

昭和56年 男子S一般(120) 男子D一般(90) 女子S一般(22) 女子D一般(23) 混合D(32)

第5回 二見　英明 笠・中居 布川　容子 加藤・竹内 山崎・加藤

(287) （海老名ピープル） （リコー厚木） (リハビリ) (トシＴＣ) (トシＴＣ)

昭和57年 男子D一般(124) 女子D一般(39) 混合D(62)

第6回 霍間・橋本 加藤・高橋 中居・伊藤

(225) （厚木国際・ﾘｺｰ厚木） (トシＴＣ) （ﾘｺｰ厚木・鳶尾TC）

昭和58年 男子D一般(99) 男子D45才(4) 女子D一般(39) 混合D(56)

第7回 久保田・畑井 市場・浅田 江口・伊藤 辻・酒井

(198) （海老名ピープル） （リコー厚木） （鳶尾TC） （鳶尾TC・ﾘﾊﾋﾞﾘ）

昭和59年 男子S一般 男子S45才 女子S一般

第8回 米村　雅彦 市場　正巳 竹内　千恵子

(厚木国際TC) (リコー厚木) (トシTC)

昭和60年 男子S一般(134) 男子S45才(10) 男子D一般(97) 男子D45才(8) 女子S一般(30) 女子D一般(35) 混合D(34)

第9回 前田　端晴 市場　正巳 小谷・光増 市場・橋本 都澤　則子 日下・田中 立花・立花

(348) (リコー厚木) (リコー厚木) (ゼロックス) (リコー厚木) (厚木国際TC) (厚木国際TC) (厚木国際TC)

昭和61年 男子S一般(127) 男子S45才(12) 男子D一般(104) 男子D45才(12) 女子S一般(26) 女子D一般(31) 混合D(31)

第10回 斉藤　正典 小澤　透 寺崎・成田 小野・日々野 藤倉　裕子 竹内・阿部 成田・仁見

(343) (トシTC) （鳶尾TC） (日産テク) (毛利台・厚木病院) (宮の里TC) (厚木レディース) (日産テク)

昭和62年 男子S一般(127) 男子S45才(18) 男子D一般(90) 男子D45才(9) 女子S一般(21) 女子D一般(44) 混合D(45)

第11回 米村　雅彦 中居　紀ニ 渡部・福田 小澤・柳澤 宮川　純子 日下・広瀬 小野里・木村

(354) (厚木国際TC) (リコー厚木) (日産テク) （鳶尾TC） (日産テク) (厚木国際・森の里) （鳶尾TC）

昭和63年 男子S一般(154) 男子S45才(13) 男子D一般(79) 男子D45才(5) 女子S一般(29) 女子D一般(43) 混合D(45)

第12回 寺崎　弘一 光増　栄 成田・寺崎 斉藤・光増 仁見　一枝 佐藤・藤倉 成田・竹内

(368) (日産テク) (ゼロックス) (日産テク) (東ｿｰ・ｾﾞﾛｯｸｽ) (日産テク) (鳶尾・宮の里) （日産ﾃｸ・ﾚﾃﾞｨｰｽ）

平成元年 男子S一般(171) 男子S45才(25) 男子D一般(93) 男子D45才(9) 女子S一般(41) 女子D一般(46) 混合D(71)

第13回 寺崎　弘一 中居　紀ニ 成田・片山 斉藤・光増 藤倉　裕子 竹内・広瀬 合掌・合掌

(456) (日産テク) (リコー厚木) (日産テク) (東ｿｰ・ｾﾞﾛｯｸｽ) (宮の里TC) (ﾚﾃﾞｨｰｽ・森の里) （毛利台ハイツ）

平成2年 男子S一般(153) 男子S45才(19) 男子D一般(88) 男子D45才(8) 女子S一般(39) 女子D一般(45) 混合D(65)

第14回 奥村　偉才 野口　勝生 成田・須藤 野口・霍間 藤倉　裕子 佐藤・藤倉 成田・藤倉

(417) (リコー厚木) (森の里ＴＣ) (ＦＡＴＣ) (森の里・厚木国際) (宮の里TC) (鳶尾・宮の里) （ＦＡＴＣ・宮の里）

平成3年 男子S一般(148) 男子S45才(15) 男子D一般(127) 男子D45才(14) 女子S一般(35) 女子D一般(61) 混合D(89)

第15回 成田　正彦 野口　勝生 成田・片山 野口・霍間 藤倉　裕子 藤倉・日下 成田・藤倉

(489) (ＦＡＴＣ) (森の里ＴＣ) (ＦＡＴＣ) (森の里・厚木国際) (宮の里TC) (宮の里・厚木国際) （ＦＡＴＣ・宮の里）

平成4年 男子S一般(162) 男子S45才(19) 男子D一般(105) 男子D45才(14) 女子S一般(49) 女子D一般(63) 混合D(78)

第16回 奥村　偉才 野口　勝生 谷川・谷口 野口・霍間 藤倉　裕子 田中・藤倉 成田・藤倉

(490) (リコー厚木) (森の里ＴＣ) (森の里ＴＣ) (森の里・厚木国際) (宮の里TC) (鳶尾・宮の里) （ＦＡＴＣ・宮の里）

平成5年 男子S一般(172) 男子S45才(23) 男子D一般(130) 男子D45才(16) 女子S一般(54) 女子D一般(75) 混合D(96)

第17回 渡部　克典 野口　勝生 大森・松本 野口・霍間 藤倉　裕子 田中・藤倉 野口・松尾

(566) (日産テク) (森の里ＴＣ) (ｿﾆｰ厚木・ｱﾝﾘﾂ) (森の里・厚木国際) (宮の里TC) (鳶尾・宮の里) (森の里ＴＣ)

平成6年 男子S一般(196) 男子S45才(28) 男子D一般(133) 男子D45才(13) 女子S一般(60) 女子D一般(80) 混合D(108)

第18回 相田　安紀 後藤田　邦裕 相田・神谷 高橋・田坂 藤倉　裕子 田中・藤倉 成田・藤倉

(618) (フレンズ) (毛利台TC) (フレンズ) (毛利台TC) (宮の里TC) (鳶尾・宮の里) (富士通厚木・宮の里)

平成7年 男子S一般(211) 男子S45才(25) 男子D一般(138) 男子D45才(15) 女子S一般(49) 女子D一般(83) 混合D(107)

第19回 寺崎　弘一 横山　民穂 谷川・谷口 小倉・中下 小林　恵美 長島・岡田 成田・藤倉

(628) (日産テク) (森の里ＴＣ) (森の里ＴＣ) (厚木国際TC) (宮の里TC) (厚木国際TC) (富士通厚木・宮の里)

平成8年 男子S一般(83) 男子S初中級(108) 男子S45才(26) 男子S55才(7) 女子S一般(22) 女子S初中級(36) 女子S45才(3) 女子D50才(2)

(1996年) 成田　正彦 上野　勇武 芳賀　修 渡邊　修 藤倉　裕子 野津　律子 新納　純子 吉野。土屋

第20回 (富士通厚木) (WTC) (アプローチTC) （鳶尾TC） (宮の里TC) (クリマTC) (森の里ＴＣ) (厚木国際TC)

(668) 男子D一般(49) 男子D初中級(75) 男子D45才(19) 男子D55才(7) 女子D一般(49) 女子D初中級(54) 女子D45才(4) 混合D(124)

川端・吉野 門田・池田 野口・霍間 射場・肥後 田中・藤倉 野村・岩崎 橋爪・新納 宮崎・田中

(富士通厚木) (HTC) (森の里・厚木国際) (厚木国際TC) (鳶尾・宮の里) (クリマTC) (森の里ＴＣ) (厚木国際TC)

平成9年 男子S一般(95) 男子S初中級(110) 男子S45才(24) 男子S55才(8) 男子S60才(4) 女子S一般(24) 女子S初中級(59) 女子S45才(3)

(1997年) 成田　正彦 中村　義之 谷口　幸一郎 渡邊　修 小澤　透 長島　広子 佐々尾　依里 都澤　則子

第21回 (富士通厚木) (森の里ＴＣ) (森の里ＴＣ) （鳶尾TC） （鳶尾TC） (厚木国際TC) (森の里ＴＣ) (宮の里TC)

(737) 男子D一般(62) 男子D初中級(75) 男子D45才(9) 男子D55才(8) 女子D一般(62) 女子D初中級(58) 女子D40才(3) 女子D45才(2)

福田・永地 加瀬川・永井 古川・藤本 仁科・小栗 森・橋本 高橋・遠藤 坂田・青山 名取・都澤

(ソニー厚木) (WinTC) (森の里ＴＣ) （スターTC) (TOP) (チャンスTC) (宮の里TC) (宮の里TC)

混合D(131)

高橋・田坂

(毛利台TC)



平成10年 男子S一般(96) 男子S初中級(92) 男子S45才(24) 男子S55才(12) 男子S60才(5) 女子S初中級(52) 女子S一般(31) 男子D一般(48)

(1998年) 成田　正彦 藤原　隆亘 藤本　順三 渡邊　修 川上　正志 斉藤　裕子 吉田　知香 成田・勝又

第22回 (富士通厚木) (HTC) (森の里ＴＣ) （鳶尾TC） （鳶尾TC） (宮の里TC) (TOP) (富士通厚木)

(708) 男子D初中級(59) 男子D45才(14) 男子D55才(6) 男子D60才(3) 女子D一般(48) 女子D初中級(59) 女子D40才(5) 女子D45才(5)

佐川・吉村 押見・藤本 射場・桐原 小澤・伴内 田中・小泉 小山・菅谷 矢橋・土田 名取・都澤

(WinTC) (森の里ＴＣ) (厚木国際TC) （鳶尾・キャノン） (厚木国際TC) (チャンスTC) (LTC) (厚木国際TC)

混合D(133) JrS男子中学生(3) JrS女子中学生(5) JrS12才以下(8)

川端・吉田 西山　一行 佐々尾　依里 田中　香名

（富士通厚木・TOP) (フレンズ) (森の里ＴＣ) (厚木国際TC)

平成11年 男子S一般(116) 男子S初中級(95) 男子S45才(34) 男子S55才(8) 男子S60才(10) 女子S一般(39) 女子S初中級(47) 女子S40才(5)

(1999年) 成田　正彦 浦崎　好三 藤本　順三 霍間　敦 川上　正志 高橋　友紀 成田　清美 荻山　純子

第23回 (富士通厚木) （リコー厚木) (森の里ＴＣ) (厚木国際TC) （鳶尾TC） (森の里ＴＣ) (富士通厚木) (LTC)

(791) 男子D一般(58) 男子D初中級(67) 男子D45才(17) 男子D55才(5) 男子D60才(5) 女子D一般(70) 女子D初中級(54) 女子D40才(2)

岩波・藤代 有永・酒井 高橋・斉藤 射場・桐原 内田・呉地 高橋・藤本 佐々尾・佐々尾 長谷川・高井

（日産テク) (富士通厚木) (毛利台・厚木国際) (厚木国際TC) （厚木国際・鳶尾） (フレンズ・宮の里) (森の里ＴＣ) （鳶尾TC）

女子D45才(4) 混合D(146) JrS男子中学生(6) JrS12才以下(3)

土田・丸山 川端・吉田 角田　良美 初川　美有紀

(LTC) （富士通厚木・TOP) (リハビリ) (チャンスTC)

平成12年 男子S一般(125) 男子S初中級(109) 男子S45才(33) 男子S55才(10) 男子S60才(8) 女子S一般(26) 女子S初中級(59) 女子S40才(7)

(2000年) 勝山　祥文 辛島　勉 平野　伸幸 野口　勝生 渡邊　修 高橋　友紀 黒澤　史子 渡辺　節子

第24回 （ブレストTC) （ブレストTC) （リコー厚木) (森の里ＴＣ) （鳶尾TC） （フレンズTC) (WinTC) （フレンズTC)

(793) 男子D一般(70) 男子D初中級(55) 男子D45才(20) 男子D55才(5) 男子D60才(6) 女子D一般(70) 女子D初中級(39) 女子D40才(6)

岩波・藤代 谷口・平田 高橋・斉藤 渡邊・西出 内田・呉地 高橋・藤本 相原・黒沢 谷川・山田

（日産テク) （日産テク) (毛利台・厚木国際) （鳶尾TC） （厚木国際・鳶尾） （フレンズ・TOP) (WinTC) (森の里ＴＣ)

女子D45才(5) 混合D(130) JrS男子中学生(3) JrS男子12才以下(3) JrS女子中学生(4)

木村・竹繁 岩波・高橋 阿南　良 森　一真 古川　麻衣子

（鳶尾・TOP） (日産テク・森の里) （フレンズTC) (TOP) (HTC)

平成13年 男子Aクラス(32) 男子S一般(97) 男子S初中級(98) 男子S45才(29) 男子S55才(13) 男子S60才(11) 女子S一般(26) 女子S初中級(50)

(2001年) 成田　正彦 佐藤　正一 羽鳥　泰郎 小清水　重男 霍間　敦 渡邊　修 高橋　友紀 羽鳥　千賀子

第25回 (富士通厚木) （ブレストTC) (WinTC) （ル・ジダン) (ネット、イン) （鳶尾TC） （宮の里TC) (WinTC)

(786) 女子S40才(11) 男子D一般(71) 男子D初中級(43) 男子D45才(22) 男子D55才(7) 男子D60才(5) 女子D一般(57) 女子D初中級(52)

長島　廣子 岩波・藤代 高橋・北村 高橋・斉藤 薄田・霍間 射場・鈴木 高橋・藤本 伊藤・伊藤

(アクティブTC) （日産テク) （ル・ジダン) (毛利台・厚木国際) (厚木国際・ﾈｯﾄ、ｲﾝ) (ネット、イン) （宮の里TC) (WinTC)

女子D40才(4) 女子D45才(6) 混合D(119) 混合100才以上(33)

橋本・石川 木村・竹繁 成田・藤本 久保田・都澤

（TOP・鳶尾） （鳶尾・TOP） (富士通厚木・宮の里) (厚木国際TC)

平成14年 男子Aクラス(25) 男子S一般(104) 男子S初中級(98) 男子S45才(34) 男子S55才(11) 男子S60才(9) 女子S一般(35) 女子S初中級(63)

(2002年) 成田　正彦 高橋　慶 菊地　均 谷川　淳一 笠　進 奥貫　徹 吉田　知香 渡部　三起子

第26回 (富士通厚木) (HTC) （宮の里TC) (森の里ＴＣ) （リコー厚木) (アンリツ) (TOP) (リハビリ)

(899) 女子S40才(8) 男子D一般(65) 男子D初中級(50) 男子D45才(26) 男子D55才(8) 男子D60才(8) 女子D一般(68) 女子D初中級(58)

長島　廣子 井上・成田 金田・八島 高橋・斉藤 中居・笠 射場・鈴木 長谷川・吉田 岡田・山口

(アクティブTC) (HTC・富士通厚木) （ブレストTC) (厚木国際TC) （リコー厚木) (ネット、イン) (TOP) (キャノン中研)

女子D40才(5) 女子D45才(10) 混合D(156) 混合100才以上(33) JrS男子中学生(8) JrS女子中学生(6) JrS男子12才以下(5) JrS女子12才以下(6)

野口・吉川 木村・竹繁 川端・吉田 谷口・坂本 高橋　知志 大道　葵 榊原　健一 中丸　彩羽

(厚木国際TC) （鳶尾・TOP） （富士通厚木・TOP) (森の里ＴＣ) （秦野市) （リコー厚木) （秦野市) (森の里ＴＣ)

平成15年 男子Aクラス(32) 男子S一般(96) 男子S初中級(81) 男子S45才(29) 男子S55才(13) 男子S60才(14) 女子S一般(37) 女子S初中級(51)

(2003年) 大岡　聡 上田　和也 松本　健 小清水　重男 大鹿　修二 奥貫　徹 佐藤　英里香 千村　はるみ

第27回 (チャンスTC) (キャノン中研) （ル・ジダン) （ル・ジダン) (森の里ＴＣ) (アンリツ) （宮の里TC) （ブレストTC)

(846) 女子S40才(6) 女子S45才(4) 男子D一般(60) 男子D初中級(37) 男子D45才(24) 男子D55才(11) 男子D60才(10) 女子D一般(58)

長島　廣子 渡辺　節子 川端・吉野 羽鳥・南里 島田・藤本 芳賀・鈴木 射場・鈴木 田中・杉山

(アクティブTC) （ル・ジダン) (富士通厚木) (WinTC) （鳶尾・森の里） (ｱﾌﾟﾛｰﾁ・厚木国際) (ネット、イン) (アクティブTC)

女子D初中級(49) 女子D40才(8) 女子D45才(7) 混合D(133) 混合100才以上(48)

山形・辻田 若松・小澤 小泉・湯原 成田・米山 藤本・尾崎

(アクティブTC) （ル・ジダン) (アクティブTC) (富士通厚木・ｱﾝﾘﾂ) (森の里ＴＣ)

JrS男子中学生(14) JrS女子中学生(8) JrS男子12才以下(10) JrS女子12才以下(6)

成田　一平 渡部　綾香 吉田　翼 柏原　里美

(富士通厚木) （日産テク) (綾瀬市) (ネット、イン)

平成16年 男子Aクラス(32) 男子S一般(91) 男子S初中級(83) 男子S45才(28) 男子S55才(18) 男子S60才(17) 女子S一般(40) 女子S初中級(49)

(2004年) 後藤　康範 加藤　了三 笹谷　隆夫 谷川　淳一 芳賀　修 武田　勲 小林　恵美 北林　さおり

第28回 (HTC) （日産テク) (森の里ＴＣ) (森の里ＴＣ) （アプローチTC) （ル・ジダン) （宮の里TC) （NTT R＆D)

(880) 女子S45才(9) 男子D一般(69) 男子D初中級(31) 男子D45才(21) 男子D55才(14) 男子D60才(10) 女子D一般(66) 女子D初中級(53)

長島　廣子 成田・清水 町田・神谷 二見・小清水 芳賀・高橋 射場・木下 田中・杉山 青樹・井野

(アクティブTC) (富士通厚木) （ル・ジダン) （ル・ジダン) (ｱﾌﾟﾛｰﾁ・厚木国際) (ネット、イン) (アクティブTC) (MATD・HTC)

女子D40才(11) 女子D45才(8) 混合D(127) 混合100才以上(52) JrS男子中学生(26) JrS女子中学生(5) JrS男子12才以下(16) JrS女子12才以下(6)

高橋・時岡 小泉・近藤 川端・吉田 谷口・坂本 富川　昴 高西　玲奈 粂　海斗 渡部　貴恵

(森の里ＴＣ) (アクティブTC) （富士通厚木・TOP) (森の里ＴＣ) (BEAT) (BEAT) (厚木国際TC) （日産テク)

平成17年 男子Aクラス(32) 男子S一般(89) 男子S初中級(73) 男子S45才(32) 男子S55才(13) 男子S60才(18) 女子S一般(47) 女子S初中級(46)

(2005年) 後藤　康範 重田　健一 成田　一平 山口　淳一 白川　拓治 石嶋　紘一 中丸　彩羽 森口　亜矢

第29回 (HTC) （ＨＴＣ) （富士通厚木） (森の里ＴＣ) （宮の里TC) （チェリーＴＣ) （富士通厚木) （Ｔ．Ａｄｖ)

(870) 女子S40才(7) 女子S45才(7) 男子D一般(69) 男子D初中級(48) 男子D45才(24) 男子D55才(11) 男子D60才(10) 女子D一般(72)

若松　美雪 名取　裕子 成田・清水 川上・市川 二見・小清水 芳賀・高橋 中下・薄田 宮武・橋本

(ル・ジタン) (ＨＴＣ) (富士通厚木) （ネット、イン) （ル・ジダン) (ｱﾌﾟﾛｰﾁ・厚木国際) (厚木国際ＴＣ) (プレストTC・T.O.P)

女子D初中級(33) 女子D40才(4) 女子D45才(7) 混合D(109) 混合100才以上(47)

川田・浦川 高橋・時岡 小泉・近藤 後藤・後藤 草山・大里

(ＨＴＣ) (森の里ＴＣ) (アクティブTC) （HTC) (アクティブＴＣ)

JrS男子中学生(29) JrS女子中学生(7) JrS男子12才以下(28) JrS女子12才以下(6)

菊池　卓 加藤　千咲 成田　翔真 牛ノ濱　遥

(伊勢原市) (日産テク） (富士通厚木) （伊勢原市)



平成18年 男子Aクラス(32) 男子S一般(99) 男子S初中級(84) 男子S45才(27) 男子S55才(19) 男子S60才(14) 女子S一般(44) 女子S初中級(48)

(2006年) 重田　健一 水谷　隼也 濱田　健一 渡部　克典 岩澤　守 武田　勲 高橋　真波 久原　志織

第30回 (HTC) （プレストＴＣ) （日立厚木） (ＨＬＴＣ) （ＨＴＣ) （アクティブＴＣ) （ル・ジタン) （日立厚木)

(880) 女子S40才(7) 女子S45才(7) 男子D一般(64) 男子D初中級(36) 男子D45才(27) 男子D55才(12) 男子D60才(15) 女子D一般(71)

羽鳥　千賀子 長島　廣子 清水・成田 草柳・下柳田 稲富・郡司 白川・西島 薄田・中下 長谷川・吉田

(新厚木ＴＣ) (ＨＴＣ) (富士通厚木) （サンＴＣ) （森の里ＴＣ・スリーパーズ) (宮の里ＴＣ) (厚木国際ＴＣ) (富士通厚木・T.O.P)

女子D初中級(51) 女子D40才(7) 女子D45才(6) 混合D(105) 混合100才以上(51)

及川・吉岡 太田・平野 小泉・近藤 成田・清水 谷口・谷口

(ＨＴＣ) (ル・ジタン・リコー) (アクティブTC) （富士通厚木) (森の里ＴＣ)

JrS男子中学生(20) JrS女子中学生(3) JrS男子12才以下(17) JrS女子12才以下(5)

清水　明日樹 道関　明奈 市川　響 岡本　奈央

(伊勢原市) (ＮＴＴ　Ｒ＆Ｄ） (ＨＬＴＣ) （伊勢原市)

平成19年 男子S Aクラス(32) 男子S Bクラス(135) 男子S Cクラス(77) 男子S55才(35) 女子S Aクラス(32) 女子S Bクラス(22) 女子S Cクラス(47)

(2007年) 種子田 裕介 川島 竜之介 重松 寿生 大鹿 修二 清水 文 名取 裕子 落合 美佳

第31回 (リコー） (ソニー厚木) (富士通厚木) (富士通厚木) (FTC森の里) (Ｈ Ｔ Ｃ) (HLTC)

(926) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(82) 男子D Cクラス(46) 男子D 55才(32) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(73) 女子D Cクラス(45)

松下・上村 鈴木・石井 柴田・三谷 藤本・山口 吉田・井一 渡辺・島崎 間宮・小松

（日立厚木) （LET) (リコー) （森の里TC) (TOP・ｽﾘｰﾊﾟｰｽﾞ） (サガミTC） (富士通厚木)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(93) 混合D Cクラス(53) JrS男子中学生(12) JrS女子中学生(9) JrS男女小学生(5)

成田・清水 小島・北原 濱田・北村 松山 知生 道関 明奈 小島 野乃花
（富士通厚木・FTC森の里） （在勤） （日立厚木・在勤） (HLTC) (NTT R&D) (在住)

平成20年 男子S Aクラス(32) 男子S Bクラス(135) 男子S Cクラス(79) 男子S55才(33) 男子S65才(10) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(39) 女子S Cクラス(35)

(2008年) 重田 健一 河本 倫 松山 知生 淵田 孝一 木下 朝允 中山 亜矢 野沢 あさみ 蓮沼 敦子

第32回 （在勤） （チャンスＴＣ） （在住、在勤） （ソニー厚木） （ネット、イン） （Ｔ．Ａｄｖ） （ＨＴＣ） （チャンスＴＣ）

(880) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(64) 男子D Cクラス(43) 男子D 55才(15) 男子D 65才(14) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(68) 女子D Cクラス(38)

成田・井上 橋本・堀島 二見・木曽 島田・改 射場・鈴東 高橋・高橋 北原・北原 松井・忠末

(富士通厚木・HTC） (TOP） (HLTC・FTC森の里） (鳶尾ＴＣ） (ネット、イン） (HTC） （在勤） (FTC森の里）

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(89) 混合D Cクラス(47) JrS中学生(12) JrS男子小学生(11) JrS女小学生(4)

成田・清水 柏野・梅崎 山口・山口 小島 野乃花 小林 陽 峰川 夏実
(富士通厚木・FTC森の里） （アプローチＴＣ） （毛利台ＴＣ） (在住） （アクティブＴＣ) （ＨＴＣ）

平成21年 男子S Aクラス(32) 男子S Bクラス(154) 男子S Cクラス(87) 男子S55才(42) 男子S65才(12) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(40) 女子S Cクラス(36)

(2009年) 種子田 裕介 坂本 健 秋元 健大 吉田 博行 石嶋 紘一 米山 和子 牛ノ濱 遥 橋詰 亜紀子

第33回 （リコー） （Ｈ　Ｔ　Ｃ） （プレストＴＣ） （オリオンＴＣ） （チェリー） （アンリツ） （スターＴＣ） （日産テク）

(920) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(66) 男子D Cクラス(54) 男子D 55才(19) 男子D 65才(6) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(67) 女子D Cクラス(36)

成田・井上 八坂・森田 渡辺・駒野 島田・改 高橋・柏原 高橋・中村 蓮沼・東 長谷川・吉川

(富士通厚木・HTC） (在住、在勤） (在住、在勤） (鳶尾ＴＣ） (プレストＴＣ） (HTC） （チャンスＴＣ・アプローチＴＣ） (新厚木ＴＣ）

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(82) 混合D Cクラス(60) JrS中学生(10) JrS小学生(5)

門田・名取 坂本・大竹 有本・峰川 小見山 僚 小島 大樹

(Ｈ Ｔ Ｃ） （Ｈ Ｔ Ｃ） （Ｈ Ｔ Ｃ） (鳶尾ＴＣ） （在住、在勤)

平成22年 男子S Aクラス(32) 男子S Bクラス(115) 男子S Cクラス(104) 男子S55才(34) 男子S65才(15) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(26) 女子S Cクラス(35)

(2010年) 陶延 哲也 湯川 紀之 内田 紘隆 吉田 博行 石嶋 紘一 坂井 晶子 石井 清美 横松 布美枝

第34回 (ＨＬＴＣ) (ポテトチップス) (在勤、在住) (オリオンTC) (チェリー) (ＮＴＴ　Ｒ＆Ｄ) (チャレンジ) (チャレンジ)

(871) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(47) 男子D Cクラス(61) 男子D 55才(17) 男子D 65才(4) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(61) 女子D Cクラス(33)

荒井・種子田 森・春田 石川・武内 島田・改 松本・中尾 高橋・志田 大竹・矢野 横松・鈴木

(リコー) (ＨＬＴＣ) (厚木ＨＫＦ) (鳶尾ＴＣ) (新厚木ＴＣ) (厚木ＨＫＦ・プレストＴＣ) (T-MACH・ＦＴＣ森の里) (チャレンジ)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(86) 混合D Cクラス(58) JrS男子中学生(10) JrS女子中学生(3) JrS男子小学生(13) Jr女子小学生(5)

後藤・後藤 市川・中里 山下・山下 小見山 僚 小島 野乃花 小島 大樹 本郷 咲夏

(T-MACH) (ネット、イン) (チェリー) (鳶尾ＴＣ) (チャレンジ) (チャレンジ) (在勤、在住)

平成23年 男子S Aクラス(32) 男子S Bクラス(117) 男子S Cクラス(110) 男子S55才(36) 男子S65才(18) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(27) 女子S Cクラス(29)

(2011年) 成田 一平 白井 敏明 長尾 康司 角田 高春 石嶋 紘一 石井 清美 村山 有紀 清家 麻理子

第35回 (富士通厚木) (厚木国際TC) (在住) (リハビリ) (チェリー) (チャレンジ) (FTC森の里) (新厚木TC)

(841) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(48) 男子D Cクラス(54) 男子D 55才(17) 男子D 65才(6) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(49) 女子D Cクラス(32)

上原 舞人・成田 一平 根岸 忠宏・齋藤 直之 白井 毅・塩崎 香 山口 達夫・吉田 博行 松本 英樹・武田 勲 高橋 真波・高橋 紀美江 中里 明子・落合 美佳 鈴木 彩加・阿部 早波
(プレストTC、富士通厚木) (在住) (FTC森の里・在住) (オリオンTC) (新厚木TC) (厚木HKF) (ポテトチップス、HLTC) (在住)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(78) 混合D Cクラス(44) JrS男子中学生(13) JrS女子中学生(3) JrS男子小学生(8) Jr女子小学生(8)

山本 健人・川島 薫 柄沢 庄一・井野 由佳子 横山 宏・須藤 雅子 和田 尚樹 本郷 広夏 小室 崇 本郷 咲夏
(在住) (T-MACH、新厚木TC) (リコー、FTC森の里) (アンリツ) (新厚木TC) (在住) (新厚木TC)

平成24年 男子S Aクラス(32) 男子S Bクラス(134) 男子S Cクラス(109) 男子S55才(29) 男子S65才(21) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(32) 女子S Cクラス(26)

(2012年) 柄沢 庄一 内山 太佑 及川 和寿 吉田 博行 中村 泰司 高橋 真波 菱山 富美枝 北村 美香

第36回 (新厚木ＴＣ) (在勤、在住) (チェリー) (オリオンＴＣ) (ナイスショット) (厚木ＨＫＦ) (ネット、イン) (リハビリ)

(868) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(49) 男子D Cクラス(55) 男子D 55才(23) 男子D 65才(10) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(55) 女子D Cクラス(26)

成田 正彦・清水 典明 柳井 翔太・佐川 知也 平 良弘・守屋 彰二 入岡 一吉・大木 俊一 山下 昭男・飛鳥井 光治 上田 絢子・大屋 江里子 松井 朱美・常信 佳代子 伊藤 寿恵・土屋 早恵子

(富士通厚木) (厚木ＨＫＦ) (在勤、在住) (T-MACH) (チャンスＴＣ、チャレンジ) (ナイスショット) (ＨＬＴＣ、森の里ＴＣ) (在勤、在住)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(44) 混合D Cクラス(49) 混合D 100才(35) JrS男子中学生(12) JrS女子中学生(3) JrS男子小学生(8) Jr女子小学生(4)

成田 翔真・後藤 朋子 八木 宏治・八木 佳子 及川 和寿・茶木 裕子 中村 昌樹・鳥谷部 薫 米村 雅生 佐藤 美鈴 堤 悠太 橋谷 夏妃
(富士通厚木、T-MACH) (厚木ＨＫＦ) (チェリー) (チェリー) (厚木国際ＴＣ) (厚木国際ＴＣ) (在勤、在住) (ＨＬＴＣ)

平成25年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(102) 男子S Cクラス(94) 男子S55才(33) 男子S65才(25) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(26) 女子S Cクラス(25)

(2013年) 内山 太佑 佐藤 亮太 藤江 塁吏 園田 雅則 山下 昭男 高橋 真波 幕田 淳子 白井 美和子

第37回 (ネット、イン) (チャンスＴＣ) (新厚木ＴＣ) (新厚木ＴＣ) (チャンスＴＣ) (厚木ＨＫＦ) (厚木国際ＴＣ) (FTC森の里)

(863) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(66) 男子D Cクラス(50) 男子D 55才(26) 男子D 65才(5) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(55) 女子D Cクラス(32)

本庄 利守･川端 政幸 田中 潤・柴崎 信行 古村 隆・金子 哲也 園田 雅則・山村 幸男 高橋 直・西島 勇 高橋 真波・高橋 紀美江 小林 博子・川島 薫 白井 美和子・中楯 民子

(NTTR&D、富士通厚木) (チャレンジ) (在勤、在住) (新厚木ＴＣ・チェリー) (宮の里ＴＣ) (厚木HKF) (厚木HKF、在勤、在住) (FTC森の里)

混合D Cクラス(42) 混合D Bクラス(50) 混合D Aクラス(32) 混合D 100才(38) JrS男子中学生(10) JrS女子中学生(4) JrS男子小学生(8) Jr女子小学生(12)

杉本 紘久・柿谷 真里 早崎 卓也・早崎 裕佳 柄沢 庄一・高橋 真波 中村 昌樹・鳥谷部 薫 小島 大樹 吉田 万里安 堤 悠太 中村 凪穂

(在勤、在住) (T-MACH) (厚木ＨＫＦ) (チェリー) (チャレンジ) (オリオンTC) (在勤、在住) (ＨＬＴＣ)

平成26年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(82) 男子S Cクラス(81) 男子S55才(40) 男子S65才(26) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(32) 女子S Cクラス(22)

(2014年) 清水 典明 兼田 有希央 國吉 俊哲 淵田 孝一 宮里 三郎 高橋 真波 下村 美智子 吉田 万里安

第38回 (富士通厚木) （ソニー厚木） (在勤、在住) (チャンスＴＣ) (スターＴＣ) (厚木ＨＫＦ) (新厚木ＴＣ) (オリオンTC)

(816) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(55) 男子D Cクラス(36) 男子D 55才(24) 男子D 65才(8) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(48) 女子D Cクラス(23)

上原 舞人･佐藤 明 大野 満晴・南 久男 西森 理人・藤原 快 藤本 順三・横山 民穂 白川 拓治・飛鳥井 光治 高橋 真波・高橋 紀美江 鈴木 圭子・石井 亜貴 清水 由美・小島 順子
(プレストTC・ナイスショット) (チャレンジ・チェリー) (富士通厚木) （森の里TC) (宮の里ＴＣ・チャレンジ) (厚木HKF) (ナイスショット) (厚木ＨＫＦ)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(57) 混合D Cクラス(42) 混合D 100才(48) JrS男子中学生(3) JrS男子小学生(16) Jr女子小学生(13)

成田 翔真・後藤 朋子 塩崎 香・松井 朱美 大嶋 克文・大嶋 道子 芳賀 修・成田 清美 小室 崇 石川 紫音 高橋 礼奈
(富士通厚木・T-MACH) (チェリー・チャンスＴＣ) (チャンスＴＣ) (アプローチＴＣ・富士通厚木) (FTC森の里) (チャレンジ) (T-MACH)



平成27年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(96) 男子S Cクラス(91) 男子S55才(40) 男子S65才(24) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(33) 女子S Cクラス(32)

(2015年) 柄沢 庄一 田中 克侑 福永 寛 園田 雅則 石嶋 紘一 菱山 富美枝 渡部 貴恵 倉橋 香奈子

第39回 (新厚木ＴＣ) (在勤、在住) (在勤、在住) (新厚木ＴＣ) (チェリー) (ネット、イン) (リハビリ) (チャンスＴＣ)

(844) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(49) 男子D Cクラス(41) 男子D 55才(23) 男子D 65才(6) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(47) 女子D Cクラス(29)

成田 正彦・清水 典明 国府田 修一・荒井 博好 矢野 厚一・落合 満宣 門田 隆・萩原 公康 宮里 三郎・杉田 芳彦 井野 由佳子・清家 麻理子 鳥谷部 薫・鳥谷部 瞳 佐藤 美穂・須藤 久美子

(富士通厚木) (ＨＬＴＣ) (ネット、イン) (新厚木ＴＣ・T-MACH) (スターＴＣ・新厚木ＴＣ) (新厚木ＴＣ) (チェリー) (ナイスショット・チェリー)

混合D Cクラス(48) 混合D Bクラス(36) 混合D Aクラス(32) 混合D 100才(49) JrS男子中学生(6) JrS男子小学生(21) Jr女子小学生(9) Jr女子中学生(4)

平 良弘・松田 五輪生 江端 保宏・江端 由美子 柄沢 庄一・高橋 真波 佐藤 純・志田 美恵子 比嘉 啓介 坂本 健英 金丸 日菜子 小見山 祐依

(在勤、在住) (新厚木ＴＣ) (厚木ＨＫＦ) (プレストTC) (新厚木ＴＣ) (T-MACH) (ネット、イン) (鳶尾ＴＣ)

平成28年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(107) 男子S Cクラス(96) 男子S55才(39) 男子S65才(27) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(33) 女子S Cクラス(34)
(2016年) 清水 典明 永名 悟一 足立 俊輔 園田 雅則 原口 貴史 櫻田 瞳 中村 凪穂 小林 千佳代
第40回 (富士通厚木) (日産テク) ( 日産テク) (新厚木ＴＣ) (新厚木ＴＣ) (チェリー) (HLTC) (厚木国際TC)
(889) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(64) 男子D Cクラス(44) 男子D 55才(17) 男子D 65才(13) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(50) 女子D Cクラス(27)

上原 舞人・佐藤 明 酒井 俊之・永名 悟一 岡田 和晃・山根 一樹 髙橋 武臣・平野 伸幸 吉澤 茂光・鈴木 猛雄 柳沼 未央・高橋 真波 菅原 整子・深瀬 理紗子 鮫島 静香・山口 知子
(プレストＴＣ・ナイスショット） (日産テク) (在勤、在住) (宮の里ＴＣ・リコー) (新厚木ＴＣ) (T-MACH・厚木ＨＫＦ) (ＦＴＣ　森の里) (チャレンジ)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(37) 混合D Cクラス(41) 混合D 100才(30) 混合D 120才(20)
山内 知明・磯口 美紀 溝呂木 聰・清水 彩子 高橋 洸貴・上野 明子  門田 隆・柿平 みのり 佐藤 均・名取 裕子

(プレストＴＣ) (ネット、イン) (厚木ＨＫＦ・ＦＴＣ　森の里) (新厚木ＴＣ) (厚木HKF)
JrS男子S14才以下(5) JrS男子S12才以下(22) JrS男子S10才以下(7) JrS女子S14才以下(3) JrS女子S12才以下(10) JrS女子S10才以下(3)

成井 大曜 坂本 健英 山 拓真 八嶋 亜未 添田 栞菜 八嶋 美季
(在勤、在住) (T-MACH) (チャレンジ) (チャレンジ) (日立厚木) (チャレンジ)

平成29年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(114) 男子S Cクラス(82) 男子S55才(45) 男子S65才(33) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(34) 女子S Cクラス(29)
(2017年) 本庄 利守 山口 友哉 植田 恭平 佐藤 義彦 松本 和明 渡部 貴恵 米山 和子 谷野 友美
第41回 (ＮＴＴ　Ｒ＆Ｄ) (新厚木TC) (在勤、在住) (ソニー厚木) (新厚木ＴＣ) (HLTC) (アンリツ) (チェリー)
(863) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(65) 男子D Cクラス（30) 男子D 55才(14) 男子D 65才(10) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(43) 女子D Cクラス(23)

上原 舞人・佐藤 明 大井 寛崇・渡辺 貴士 中村 一彦・山口 慧 萩原 公康・門田 隆 藤本 順三・押見 文明 柳沼 未央・高橋 真波 伊達 佳代子・加賀美 淑姫 吉田 雅恵・中崎 智恵子
(プレストＴＣ・ナイスショット） (在勤、在住) (森の里TC) (T-MACH・新厚木TC) (森の里TC) (T-MACH・厚木ＨＫＦ) (チェリー・Ｔ．Ｏ．Ｐ) (オリオンTC)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(38) 混合D Cクラス(41) 混合D 100才(33) 混合D 120才(23)
柄沢 庄一・高橋 真波 藤田 敬介・市田 優子 山根 一樹・先山 友理  大野 建二・郭 由芽 佐藤 純・志田 美恵子

(新厚木ＴＣ) (厚木HKF) (ネット、イン・在勤、在住) (新厚木ＴＣ) (プレストＴＣ)
JrS男子S14才以下(11) JrS男子S12才以下(14) JrS男子S10才以下(7) JrS女子S12才以下(9) JrS女子S10才以下(5)

高木 颯 河輪 航平 添田 ゆう 八嶋 莉奈 
(プレストＴＣ) (在勤、在住) (厚木国際TC) (厚木国際TC) (チャレンジ)

平成30年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(86) 男子S Cクラス(76) 男子S55才(49) 男子S65才(34) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(39) 女子S Cクラス(44)
(2018年) 尾崎 大典 友田 圭祐 深澤 一樹 内川 素良 平 良弘 櫻田 瞳 佐藤 美穂 伊藤 弥和
第42回 (アンリツ) (日産テク) (厚木HKF) (ナイスショット) (在勤、在住) (チェリー) (ナイスショット) (日産テク)
(834) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(55) 男子D Cクラス（32) 男子D 55才(17) 男子D 65才(15) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(39) 女子D Cクラス(16)

青木 智史・臼井 秀 尾崎 大典・吉田 一貴 須賀 良一・宮林 正幸 萩原 公康・門田 隆 宮里 三郎・井上 修二 横松 布美枝・菱山 富美枝 内田 美砂子・吉福 裕子 我如古 泉・高橋 紗希
(T.O.P） (アンリツ・在勤、在住) (森の里TC) (新厚木TC) (スターTC・宮の里TC) (厚木ＨＫＦ・ネット、イン) (チャレンジ) (在勤、在住)

混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(31) 混合D Cクラス(35) 混合D 100才(29) 混合D 120才(22) 女子D 55才(12)
石川 喬章・高橋 真波 角田 悠輔・佐布 利江 羽鳥 泰郎・羽鳥 千賀子 萩原 公康・半田 紅実子 松本 和明・嶋津 美智子 名取 裕子・立谷 輝美

(厚木HKF) (森の里ＴＣ) (チャレンジ) (新厚木ＴＣ) (新厚木TC) (厚木HKF・ナイスショット)

JrS男子S16才以下(7) JrS男子S14才以下(4) JrS男子S12才以下(18) JrS男子S10才以下(6) JrS女子S12才以下(4) JrS女子S10才以下(4)
高木 颯 青木 健太朗 高木 奏 河輪 航平 野中 麻衣 中嶋 音緒

(プレストＴＣ) (森の里TC) (プレストＴＣ) (厚木国際TC) (HLTC) (厚木国際TC)

平成31年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(80) 男子S Cクラス(97) 男子S55才(44) 男子S65才(40) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(40) 女子S Cクラス(34)
令和元年 永田 大記 森 信 高木 颯 園田 雅則 高崎 勤 櫻田 瞳 倉橋 香奈子 森田 唯
(2019年) (日立厚木) (厚木国際TC) (プレストＴＣ) (新厚木TC) (厚木HKF) (チェリー) (チャンスTC) (チャンスTC)
第43回 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(57) 男子D Cクラス（36) 男子D 55才(11) 男子D 65才(16) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(40) 女子D Cクラス(19)
(832) 成田 正彦・清水 典明 下西 祥平・永名 悟一 松谷 脩平・福山 友広 萩原 公康・門田 隆 藤本 順三・押見 文明 高橋 真波・高橋 紀美江 市田 優子・左海 友美 髙橋 明美・片岡 香子

(富士通厚木） (新厚木TC・日産テク) (チャンスTC) (新厚木TC) (森の里TC) (厚木ＨＫＦ) (厚木HKF) (ネット、イン)
混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(28) 混合D Cクラス(36) 混合D 100才(26) 混合D 120才(28) 女子D 55才(12)

山内 知明・磯口 美紀 尾崎 大典・成瀬 まゆみ 志村 義文・熊谷 小里 大野 建二・郭 由芽 角田 高春・角田 昌代 有川 和香恵・天田 明子

(プレストTC) (アンリツ・森の里ＴＣ) (新厚木TC・ネット、イン) (新厚木ＴＣ) (リハビリ) (ナイスショット)
JrS男子S14才以下(5) JrS男子S12才以下(11) JrS男子S10才以下(4) JrS女子S12才以下(4) JrS女子S10才以下(4)

林部 哉汰 岩下 知樹 植田 大輝 中嶋 音緒 藤原 直美
(富士通厚木) (チャレンジ) (厚木国際TC) (厚木国際TC) (厚木国際TC)

令和2年 ..
第44回

令和3年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(59) 男子S Cクラス(44) 男子S55才(31) 男子S65才(35) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(27) 女子S Cクラス(21)
(2021年) 秋山 直輝 田川 精一 神出 正彦 園田 雅則 角田 高春 幕田 淳子 齋藤 由里子 漆崎 南
第45回 (富士通厚木) (Good shot) (森の里TC) (新厚木TC) (リハビリ) (厚木国際TC) (新厚木TC) (日産テク)
(611) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(35) 男子D Cクラス（12) 男子D 55才(17) 男子D 65才(18) 女子D Aクラス(32) 女子D Bクラス(29) 女子D Cクラス(8)

成田 翔真・秋山 直輝 安西 将貴・荘田 大樹 鈴木 祥浩・谷 太郎 萩原 公康・門田 隆 松本 和明・原口 貴史 横松 布美枝・菱山 富美枝 会津 千波・伊達 佳代子 渡邉 由佳子・柳川 末紀

(富士通厚木） (ナイスショット) (厚木市役所) (新厚木TC) (新厚木TC) (厚木ＨＫＦ・ネット、イン) (チェリー) (新厚木TC)
混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(23) 混合D Cクラス(18) 混合D 100才(20) 混合D 120才(23) 女子D 55才(15)

成田 正彦・後藤 朋子 高橋 正樹・鈴木 圭子 大沼武琉・中嶋 音緒 佐藤 広三・片野 美穂香 門田 隆・柿平 みのり 常信 佳代子・上野 明子

(富士通厚木・チャレンジ) (ナイスショット) (厚木HKF・厚木国際TC) (ナイスショット) (新厚木T) (森の里TC・厚木HKF)
JrS男子S16才以下(3) JrS男子S14才以下(3) JrS男子S10才以下(7) JrS女子S14才以下(3)

中嶋 琉 秋元 佑馬 竹内 稜真 中嶋 音緒
(厚木国際TC) (プレストTC) (厚木国際TC) (厚木国際TC)

令和4年 男子S Aクラス(48) 男子S Bクラス(89) 男子S Cクラス(45) 男子S55才(37) 男子S65才(32) 女子S Aクラス(16) 女子S Bクラス(39) 女子S Cクラス(26)
(2022年) 成井 大曜 島田 敏 野﨑 雄大 内川 素良 原口 貴史 櫻田 瞳 後藤 朋子 中嶋 音緒
第46回 (チャレンジ) (ナイスショット) (チャレンジ) (ナイスショット) (新厚木TC) (チェリー) (チャレンジ) (厚木国際TC)
(672) 男子D Aクラス(32) 男子D Bクラス(46) 男子D Cクラス（6) 男子D 55才(16) 男子D 65才(16) 女子D Aクラス(16) 女子D Bクラス(48) 女子D Cクラス(13)

成田 一平・藤原 快 畠山 俊克・山口 友哉 羽鳥 泰郎・請川 智久 高橋 英敏・加藤 政通 小倉 春男・宇佐美 昭次 内田 真波・大屋 江里子 大沼 寧音・郡山 二葉 齋藤 由里子・半田 紅実子

(富士通厚木) (日産テク・新厚木TC) (チャレンジ) (チャンスTC) (新チェリー) (厚木ＨＫＦ) (厚木HKF) (新厚木TC)
混合D Aクラス(32) 混合D Bクラス(18) 混合D Cクラス(26) 混合D 100才(23) 混合D 120才(22) 女子D 55才(15)
出井 統・中村 凪穂 優勝なし 西村 浩三・西村 とも子 大野 建二・金指 歩 門田 隆・柿平 みのり 常信 佳代子・上野 明子

(HLTC) （NPのため） (ソニー厚木・チャレンジ) (新厚木TC・ネット、イン) (新厚木TC) (森の里TC・厚木HKF)
JrS男子S16才以下(5) JrS男子S12才以下(6)

秋元 佑馬 竹内 稜真
(フリー（ジュニアのみ) (厚木国際TC)

中止


