
種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

朝　野　球 軟式野球 ファッカーズ イーグルス 邦友

女子 びたみん Ｍ びたみん Ｉ ガッツ 2001

シニア女子 あじさい B ガッツ 2001 コスモス Ａ

還暦野球 野球（軟式） ふじみ野クラブＡ ふじみ野クラブＢ ふじみ野クラブＣ ふじみ野クラブＤ

小・中学校の部 園田　伸敏

初段以下の部 村山　貴彦 川中　ひろみ 後呂　貞治

２・３段の部 増田　昌昭 野沢　晴江 島村　正男

４・５段の部 吉川　真由 三野　智史 森谷　忠雄

称号の部 小島　春洋 儀部　義隆 宮坂　誠

団体の部 上福岡チーム 大井チーム

Ａブロック72歳までの男子 吉田　煇 橋井　廣 村上　洋造

Ａブロック72歳までの女子 前田　時子 本田　一エ 村上　勢都子

Ａブロック73歳以上の男子 上条　武 宮﨑　真一郎 土屋　詮

Ａブロック73歳以上の女子 木下　すみ子 峯村　昭子 和田　康子

Ｂブロック72歳までの男子 染谷　光雄 立石　潔 佐藤　東吾

Ｂブロック72歳までの女子 杉田　まさ子 平山　克子 森下　章子

Ｂブロック73歳以上の男子 上村　富士雄 山田　等 坂本　幸男

Ｂブロック73歳以上の女子 根本　芳子 内田　ユリ 伊藤　悦子

トラップ競技 小室　貴昭 渡辺　智 武島　由和

スキート競技 土屋　洋輔 土屋　肇 土田　吉夫

ゲートボール ゲートボール 赤　２組 赤　１組 青　３組

３年生以下の部 近藤　響人 三浦　隼稀 三浦　颯大 田中　亜樹

４年生の部 柳下　雅彦 髙木　望羽 中島　諒也 北原　滉也

５年生の部 峯近　瑞己 清水　剛世 清水　泰空 三浦　ゆず子

６年生の部 平岡　健 宮沢　颯馬 菅家　文佳 谷川　奈々恵

中学生男子の部 城澤　佑太 原　慎之介 後藤　優太 坂本　和也

中学生女子の部 五味　志織 堀澤　英 下地　恵奈 山戸　かりん

一般男子の部 高嶋　俊文 坂本　弘之

一般女子の部 森下　恵美子

小学生団体戦の部 右武館 大井剣友会 ふじみ野剣友会Ｂ 東入間警察少年剣道

小学２年以下の部 寺岡　淳太 三浦　心暖 小野沢　燿 菅野　煌大

小学３年の部 前川　華稀琉 三浦　元暉 柳沢　友之介 山﨑　拓也

小学４年の部 渡邉　匠 吉野　柾弘 鈴木　紳之介 梶本　剣吾

小学５年の部 高橋　駿平 小田　遼 松村　良二 平井　佑

小学６年の部 朝川　真樹 高橋　慎太郎 宮島　朝比 戸高　陸渡

中学生女子 一戸　菫 宮﨑　万里愛 朝妻　莉佳 前川　彩梨渚

中学軽量の部 山﨑　鉄也 上原　優斗 早川　皓太 渡邉　響

中学重量の部 寺岡　優太 久米　晃平 渡邊　貴弘 宮寺　航大

高校生女子の部 市川　知穂 吉田　恋 鈴木　ひかる

高校生男子の部 鎌田　啓之 石神　元汰 大原　敬太 奈良　響生
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インディアカ

弓　道

グラウンド

クレー射撃

剣　道

柔　道

ゴルフ



種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

社会人の部 ＥＣふじみ野 ふじみ野市役所 ＦＣ　ＤＮＰ

小学生男女2年・１年
少年の部　Ａ ブロック
小学生男女2年・１年 旭サッカー
少年の部　Ｂ ブロック スポーツ少年団

リフティング大会 上福岡少年少女 上福岡少年少女 上福岡少年少女

Ａ ブロック 永易　拓磨 松本　颯之介 佐藤　駿成

リフティング大会 ふじみ野チャンプ 大井ドラゴン 旭サッカースポーツ少年団

Ｂ ブロック 市川　航大 杉谷　航 菊地　優斗

５年生以下の部 大井亀少クラブ 鶴ケ岡少年野球クラブ 大井ブルーウイングス 大井ウエスト

壮年女子 Ｂ 吉村　弘子 池口　佐智子

壮年女子 Ａ 北澤　育代 池　和子 宗像　加名子

一般女子 本名　沙織 柴田　洸香 荻原　佐恵子

壮年男子 Ｂ 池　光政 関本　義勝 青山　和男

壮年男子 Ａ 冨田　幸治 北澤　弘 中田　吉俊

一般男子 大久保　貴徳 長岡　誠孝 山田　一博

八子　聡 有野　将哉 成島　空良 岩崎　新

土屋　明日翔 神田　涼平 松岡　寛斗 岩城　圭介

星　彩香 加藤　里沙 渡邉　みる 鎌田　明希

吉野　莉緒 金澤　瑞希 杉谷　真希 関口　美花

高橋　友和 斉藤　博之 山崎　淳一 遠藤　直樹

金尾　慶 岩上　清 吉岡　薫 植松　義光

河村　正雄 小野　亮子 高橋　暁子

鈴木　弘道 石川　英一 杉本　彰

浦山　由美 佐藤　静香 佐々木　沙織

大塚　晴子 野村　博美 町田　千代子

飯田　栄子 松島　操 滝沢　時子

遠藤　浩子 北原　律子 木村　美恵子

Ａ ブロック カスミ７７ 宮澤ソフト 上野台スターズ 上福岡コスモス

Ｂ ブロック ドルフィンズ 乾盃 大井タウン イーストブルー

Ｃ ブロック はけクラブ 上野台サンダース 大井バッキーズ ファイターズ

男子プラチナシニア 松井　宗一 高垣　米治 永嶌　晃司

男子ゴールドシニア 堀江　春彦 池田　三男 高橋　平明

男子シニア 伴在　征富 中村　強 中村　照久

女子 佐々木　か代 斎藤　ヒデ子 渡辺　好子

一般シングルス 佐藤　亮 田中　俊彦 池田　俊裕 新林　紘典

シニアシングルス 清水　初夫 島田　万亀雄 石野　明美 丹治　つや子

小松　圭子 高山　月絵 宮崎　八重 松本　奈穂

曽根　悦子 根本　美知子 吉澤　春美 柿沼　昭子

ビギナーシングル 政所　二郎 塩野　久仁夫 高橋　さつ江 前田　勝己

池田　俊裕 郡司　慶一郎 新林　紘典 小笠原　勝美

柳沢　恵子 小松　圭子 嘉部　制子 遠藤　千代

ＥＣ　ＦＵＪＩＭＩＮＯ大井ＦＣ 上福岡少年少女

上福岡ウィングス

上福岡ジュピターズ

（大回転）

一般男子 Ａ

一般男子 Ｂ

ソフトテニス

ふじみ野チャンプ

４年生以下の部 大井ブルーウィングス

一般女子 Ｂ

中学生男子

中学生女子
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上福岡第五クラブ大井亀少クラブ

一般女子 Ａ

ス　キ　ー

サ ッ カ ー

少 年 野 球

卓　球

ミックスダブルス

ソフトボール

ターゲット・
バード・ゴルフ

女子ダブルス



種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

バスケット 一般男子 ガンプションズ クラッチ 七　福

ボール 一般女子 納　豆 ジャーニー ＴＯＨＫＡ

久保　恭平 林　崇 星野　友且

小金井　達也 高橋　博明 阪本　浩一

上野　弘美 熊倉　寛人 太田　裕之

三浦　康晴 飯塚　左京 菊池　肇

藤井　隆司 伊藤　利次 中田　吉俊

椎名　千秋 江戸　宏彰 澤野　行男

菅野　雄一 鈴木　博光 細井　康二

和泉　晃一 浅見　一広 三浦　典男

柴田　梨恵子 横田　恵美子 上野　明子

和田　貴子 塩野　幸恵子 宮下　亜紀子

大澤　正子 佐々木　ゆり 桜井　明美

渡部　康子 斉藤　洋子 中村　圭子

内田　典子 池田　加代子 井谷　伸枝

上野　明子 三浦　文子 高橋　泰子

男子単　 Ａ 久保　恭平 齋藤　功之 佐久間　弘敏

男子単　 Ｂ 山元　光行 山口　貴大 熊倉　寛人

女子単　 Ａ 中嶋　舞 宮下　亜紀子 山田　靖代

女子単　 Ｂ 矢作　南順 菊池　美直子 高崎　恵美子

女子団体（１部） ゆずぼう ライジング 上福岡ＫＴＧ　Ａ

女子団体（２部） 上福岡ＫＴＧ　Ｂ ＴＯＬＳ 大井ファミリー　Ｂ

女子団体（３部） 上福岡ＫＴＧ　Ｃ トゥインクル　Ａ ルネサンス　Ａ

男子団体（１部） 大井ファミリー　Ａ ＫＳＴ　Ａ ゆずぼう　Ａ

男子団体（２部） ゆずぼう　Ｂ ＪＵＭＰ☆ＵＰ！ 大井クラブ　Ａ

男子団体（３部） ＹＴテニス 上福岡ＫＴＧ　Ａ 大井ファミリー　Ｃ

西田　慎一 岡崎　篤 山内　哲也

松原　徳久 佐原　弘明 恩田　高弘

大塚　康輔 岡崎　和之 保坂　次雄

山本　眞 樋口　幸一 湯浅　貴弘

横山　和良 雪平　雅彦 清水　雄一

栗田　幸一 尾崎　一也 堀田　凌

小山　正勝 高橋　一雄 山本　健市

北地　康男 高橋　来夢 鎌田　陽介

中村　友貴子 田島　由美子 柴崎　由美子

安田　杏美 庄司　裕子 高橋　恵美

渡辺　恵子 児玉　妙子 石山　彩

中嶋　知子 上杉　通代 菅　あや子

川畑　美紗 天沼　陽子 中　めぐみ

川畑　良子 兼井　由佳 荒明　紀美

堀口　麻里 稲熊　かおり 山崎　昭代

小菅　和美 土田　仁美 久保田　こずえ

男子ダブルスＤクラス

バドミントン

男子ダブルスＡクラス

男子ダブルスＢクラス

男子ダブルスＣクラス

女子ダブルスＡクラス

女子ダブルスＢクラス

女子ダブルスＣクラス

女子ダブルスＤクラス

女子複　Ｂ

テ　ニ　ス
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シニアダブルス

女子ベテラン

男子ベテラン

女子複　Ａ

男子複　Ａ

男子複　Ｂ



種　目 部　門 １　位 ２　位 ３　位 ３　位

男子６人制 桜友会 誠風会 ポリンキー

女子９人制 ＯＯＩ　ＣＬＵＢ 朋星　Ａ 倶楽部 武蔵野

太　極　拳 太極拳（集体） さわやか健康クラブ ふじみの太極拳サークル 大井太極拳同好会

Ａ ブロック ウェストレインボーズ Ｂ・ＦＯＸ ＫＹＯＥＩ プレシャス

Ｂ ブロック ハングリーズ フジミンズ 泥んこ魂 オッサンズ

Ｃ ブロック ニューボンバーズ 入間東部地区消防組合 マーリンズ ラディッツ

中学男子 増野　優希 ルベル　斗磨 木村　隼

中学女子 門馬　奈美 松木　咲希 矢澤　あいり

一般女子 村上　直子 三橋　佳子

一般男子 中原　一博 松尾　吉晃 大柳　修一

遠藤　雅敏 荒木　スミヱ 葉葺　清

近藤　マサ子 近藤　雪子 矢島　道子

上屋敷　竹次郎 田中　次子 茨木　満

橋本　美喜子

吉田　ノブ子 初見　粂吉 石井　徳彌

斉藤　ユキ 吉野　洋子 菊田　悦子

Ｄ ブロック 前田　時子 島村　正雄 坂本　敏員

中澤　尊寶 沖本　幸枝 根本　美代子

今井　良男 内田　愛子

野崎　和男 谷内　絹枝

小林　幸吉 西田　禮三

椎名　慧 森川　茂

Ａ ブロック
久保田　智三 阿部　五郎 坂本　照子

古澤　嘉平

ペタンク

トリプルス
岡田　中七

トリプルス

Ｂ ブロック
林田　利子

トリプルス
新行内　光

Ｃ ブロック

トリプルス

バレーボール

野　球

ロードレース
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