
年度 [男子単] [男子複] [女子単] [女子複] [男子45才以上複] [男子45才以上単] [女子40才複]

第 １回(昭和55年) 本井　満 山田 悠一 岡川 恵美子 伊波 昭子

（1980年) 塚本 邦男 岡　 邦子

第 ２回(昭和56年) 塚本 邦男 広瀬　均 岡川 恵美子 岡川 恵美子

（1981年) 本井　満 雉子牟田 明子

第 ３回(昭和57年) 本井　満 山田 悠一 雉子牟田 明子 鷲見 恵美子

（1982年) 塚本 邦男 岡川 恵美子

第 ４回(昭和58年) 尾崎 健長 増井 淳二 中沢 利恵 岡　 邦子

（1983年) 吉田 信之 粟野 佐登代

第 ５回(昭和59年) 尾崎 健長 広瀬　均 雉子牟田 明子 粟野 佐登代

（1984年) 本井　満 中沢 利恵

第 ６回(昭和60年) 尾崎 健長 大浦 康隆 中沢 利恵 小泉 幸枝

（1985年) 本宮　誉 中沢 利恵

第 ７回(昭和61年) 尾崎 健長 大浦 康隆 柴山 恵子 岡　 邦子

（1986年) 尾崎 健長 粟野 佐登代

第 ８回(昭和62年) 大浦 康隆 大浦 康隆 柴山 恵子 佐藤 真弓

（1987年) 尾崎 健長 長野 祐子

第 ９回(昭和63年) 大浦 康隆 柳原 香積 長野 祐子 中沢 利恵 渡邊 康二
（1988年) 大浦 康隆 大川 三貴 本井　満

第１０回(平成元年) 奥山 誠二 尾崎 健長 芥川 清栄 芥川 清栄 半那 毅雄

（1989年) 谷川 美雄 善積 加江 藤井 道雄

第１１回(平成2年) 沢　 英樹 末安 隆章 雉子牟田 直子 井上 洋子 山田 悠一

（1990年) 沢　 英樹 藤本 浩美 雉子牟田 等

第１２回(平成3年) 中嶋 俊一 奥山 誠二 詫磨 一江 広瀬 恵理 本井　満

（1991年) 吉川 剛志 平川 裕美子 栗岡　威

第１３回(平成4年) 中嶋 俊一 大浦 康隆 長野 祐子 長野 祐子 栗岡　威

（1992年) 中嶋 俊一 佐治 令子 柳原 香積

第１４回(平成5年) 吉川 剛志 中嶋 俊一 大熊 明日美 弥勒 あゆみ 栗岡　威

（1993年) 吉川 剛志 高橋 美波 柳原 香積

第１５回(平成6年) 梅田 邦明 大浦 康隆 清水 ゆう子 佐藤 恭子 栗岡　威

（1994年) 奥山 誠二 清水 ゆう子 柳原 香積

第１６回(平成7年) 中嶋 俊一 中嶋 俊一 佐藤 恭子 池田 ひかる 栗岡　威

（1995年) 吉川 剛志 仲島 千晶 柳原 香積

平成8年（1996年中止)

第１７回(平成9年) 中嶋 俊一 中嶋 俊一 佐藤 恭子 佐藤 恭子 柳原 香積

（1997年) 脇　 三郎 清水 ゆう子 辻　 正明

第１８回(平成10年) 比嘉 ｼﾞｬｲﾐｰ 岡崎 崇徳 佐藤 恭子 仲島 千晶 塩見 芳彦

（1998年) 続　 大輔 轟   めぐみ 広瀬　稔

第１９回(平成11年) 両角　崇 喜多　渉 竹内 彩乃 轟   めぐみ 塚本 邦男 塚本 邦男

（1999年) 両角　崇 倉田 祐子 末安 隆章

第２０回(平成12年) 平岡 伸雄 平岡 伸雄 北條 総子 轟   めぐみ 塚本 邦男 大浦 康隆

（2000年) 中嶋 俊一 田中 実智子 末安 隆章

第２１回(平成13年) 平岡 伸雄 長田 祐治 井藤 真弓 長谷川 香織 大浦 康隆 塚本 邦男 嵐　 敬子

（2001年) 小川 光洋 井上 泰子 清板 伸一郎 境　 真由美

第２２回(平成14年) 八木 宏和 増山 勝也 北條 総子 北條 総子 大浦 康隆 塚本 邦男 来嶋 由里子

（2002年) 小山 裕史 池田 季代 清板 伸一郎 太田 真由美

第２３回(平成15年) 岡崎 崇徳 岡崎 崇徳 持田 志保 北條 総子 大浦 康隆 大浦 康隆 境　 真由美

（2003年) 内田 傑之 池田 季代 清板 伸一郎 粟野 佐登代

第２４回(平成16年) 内田 傑之 岡崎 崇徳 持田 志保 北條 総子 大浦 康隆 大浦 康隆 境　 真由美

（2004年) 松永 一紀 池田 季代 清板 伸一郎 粟野 佐登代

第２５回(平成17年) 森　 智広 岡崎 崇徳 池田 季代 池田 季代 大浦 康隆 大浦 康隆 杉山 豊子

（2005年) 伊佐治 正章 持田 志保 清板 伸一郎 柚山 由香

第２６回(平成18年) 宮腰 洋人 平岡 伸雄 伊藤 千奈津 伊藤 千奈津 大浦 康隆 笠松 由彦 柚山 由香

（2006年) 岡崎 崇徳 上山 珠美 清板 伸一郎 税田 佳子

第２７回(平成19年) 岡崎 崇徳 平岡 伸雄 原谷 美冴 伊藤 千奈津 大浦 康隆 笠松 由彦 加藤 眞優美

（2007年) 岡崎 崇徳 上山 珠美 清板 伸一郎 橋口 客子

第２８回(平成20年) 小林 茂樹 小林 茂樹 小金井 理恵 津布久  萌 大浦 康隆 塚本 邦男 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2008年) 梶山 健太 梅田 さやか 清板 伸一郎 佐藤 芳香

第２9回(平成21年) 小林 茂樹 平岡 伸雄 梅田 さやか 仲里 千夏 大浦 康隆 大浦 康隆 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2009年) 岡崎 崇徳 穂積 絵莉 清板 伸一郎 佐藤 芳香

第30回(平成22年) 梶山 健太 平岡 伸雄 伊藤 千奈津 伊藤 千奈津 笠松 由彦 吉川 剛志 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2010年) 梶山 健太 上山 珠美 落合   茂 佐藤 芳香

第31回(平成23年) 只木 信彰 小林 理久 難波 沙樹子 梅田 さやか 大浦 康隆 吉川 剛志 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2011年) 大友 優馬 守屋 友里加 清板 伸一郎 佐藤 芳香

第32回(平成24年) 杉本 椋亮 平岡 伸雄 吉野 あゆ美 吉野 あゆ美 吉川 剛志 須長 直彦 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2012年) 岡崎 崇徳 入江 真子 中嶋 俊一 佐藤 芳香

　　歴　代　優　勝　者



年度 [男子単] [男子複] [女子単] [女子複] [男子45才以上複] [男子45才以上単] [女子40才複]

第33回(平成25年) 若松 哲哉 斉藤 俊幸 梅田 さやか 高橋 里佳 中嶋 俊一 岩見 亮 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2013年) 若松 哲哉 吉村  暉 須長 直彦 佐藤 芳香

第34回(平成26年) 小山 裕史 永田 和輝 鎌田 琴衣 萩森 千沙希 高塚 浩文 須長 直彦 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2014年) 小谷野 佑太 請   奈菜 武石 隆雄 佐藤 芳香

第35回(平成27年) 小山 裕史 田中 謙伍 米原 実令 萩森 千沙希 岩波 広明 須長 直彦 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 薫

（2015年) 中山 賢太 中川 麻衣 田中 久敬 佐藤 芳香

第36回(平成28年) 小山 裕史 前島　克哉 米原 実令 柳沼　未央 中嶋　俊一 長田　祐治 梅田　真由美

（2016年) 菅野　貴仁 田中　祐子 玉那覇　太 松尾　あゆみ

第3７回(平成29年) 平岡　伸雄 佐野　有佑 川岸　七菜 川岸　七菜 岩波　広明 長田　祐治 梅田　真由美

（2017年) 高橋　勇人 小出　涼音 田中　久敬 松尾　あゆみ

第38回(平成30年) 佐野　有佑 平岡　伸雄 大川　美佐 梅田　真由美 輿石　龍児 長田　祐治 梅田　真由美

(2018年) 佐野　有佑 眞仁田　来夢 浅井　正之 松尾　あゆみ

第39回(平成31年) 徳　航太 徳　航太 下地　奈奈 蛸井　涼華 輿石　龍児 須長 直彦 寺田　康子

(2019年) 米田　圭介 竹内　あやか 浅井　正之 村田　珠美

第40回(令和２年) 竹内　健人 石井　晃 吉川　ひかる 竹内　あやか 岩波　広明 佐藤　仁則 寺田　康子

(2020年) 加藤　大地 小松　茉莉奈 谷　英三 村田　珠美

　　歴　代　優　勝　者


