
◆　出　場　者　一　覧 （※印はふるさと選手） 2008/7/7 更新

監督 ﾍﾞﾃﾗﾝ1部 ﾍﾞﾃﾗﾝ1部 ﾍﾞﾃﾗﾝ2部
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 男子 女子 男子

小林　秀樹 藤原　巧貴 吉秋　知美 蝦名　秀彦 山口　ひとみ 臼田　孝二

札幌市 奥村　伊万秀 橋場　俊輔 松永　仁美 工藤　秀則 菊池　奈保子 石川　新一

北

海 高畑　佳史 山田　雄嗣 小原　由美子 媚山　茂信 徳丸　美枝子 高畑　佳史

道 旭川市 高島　徳容 千葉　建二 高島　徳容 高島　　剛 吉田　千恵子 岩野　義孝

熊谷　利秋 尾野　浩市 髙橋　愛 羽場　隆夫 青松　清子 熊谷　利秋

青森市 木村　智彦 黒沢　天文 朴　芝仙 木村　智彦 越田　幸代 塚本　謙二

工藤　龍仁 李　允炯

東 吉野　幸芳 北村　憲明 岡部　恵理子 吉野　幸芳 佐藤　裕美子 北村　悦郎

仙台市 石崎　泰子 徳田　一樹 兜森　智子　※ 三浦　敏弘 佐藤　弥生 佐藤　薫

北 星山　鎮秀 石崎　泰子

井上　泰正 今泉　壮規 鈴木　真緒　※ 渡辺　良晃 大塚　由弥子 吉田　和彦

郡山市 大塚　由弥子 井上　泰正 大竹　愛　※ 奈良　雄二 渡辺　幸江 白石　正治

矢吹　貴志

榎本　正一 八木　宏和 川崎　光美 廣岡　孝通 中山　明代 武田　彰

東京都豊島区 森本　健一 末田　英 横田　那津美※ 佐藤　幸裕 望月　友子 太田　和彦

阿久津　定之 佐藤　政大 柴原　愛美　※ 宮部　正章 日賀野　和江 橋本　篤治

宇都宮市 白石　順子 黒田　貴臣 太田　快子 阿久津　定之 白石　順子 久郷　長男

関 永井　隆 楳原　祐希 高尾　藍 矢澤　康弘 楳原　明子 永井　隆

一般男子 一般女子都市名

関 永井 隆 楳原 祐希 高 矢澤 康弘 楳原 明子 永井 隆

前橋市 清水　裕貴 鍋谷　尚映 松本　和久 竹田　尚代 高松　謙壱

金子　むつ代

東 播本　裕司 石田　洋平 鎌田　桂子 浦田　幹男 澗田　早苗 播本　裕司

さいたま市 鎌田　桂子 増田　吉彦 田中　麻衣 塩澤　正樹 原田　伸子 川瀬　俊夫

片桐　憲作 奥村　麗奈

広瀬　稔 星野　由行 竹原　心 藤原　慎一 間宮　茂子 皆川　勉

藤沢市 藤井　忠 中村　修平 石川　尚子 島田　聡司 橋口　客子 広瀬　稔

藤井　忠

紅谷　良弘 船津　大輔 野村　紗季 井手　英治 冨岡　波江 宮川　正夫

豊田市 西岡　正子 安藤　隆 井上　登紀子 那須　浩史 永坂　千春 松本　康夫

紅谷　良弘 西岡　正子

磯辺　和正 鵜飼　元一 宮本　真菜美 方山　昭浩 長尾　明世 堀井　正巳

東 岐阜市 水野　敬太　※ 花井　美果 福田　譲 幅　明美 林　輝一

小杉　貞夫 大畑　裕 伊藤　絵美子※ 大塚　裕之 勝又　千恵子 小杉　貞夫

海 富士市 大畑　裕 大原　満 木代　縁　　※ 田村　勝 柿本　すみ子 大畑　禎弘

渡辺　隼　　※ 松本　千明　※

古山　直征 古川　正規 寺本　みか 古山　直征 川辺　照美 藤堂　正行

四日市市 山本　康司 中川　梓由美 辰己　佳夫 藤本　三佐代 伊藤　直久

西脇　未花 森　良介 佐藤　若香菜※ 渡邉　幸夫 笹川　澄枝 佐藤　秀夫

長岡市 森　良介 西山　知広　※ 塚田　晶子　※ 渡辺　隆 須藤　照美 五伝木　久

北

野崎　拓哉 上念　庸作 長谷川　明美 松倉　雅俊 八ﾂ橋　幸代 野崎　拓哉

信 富山市 八ﾂ橋　幸代 滝川　恵介 堀田　朋愛 保田　信一 山木　葉子 松枝　文男

森口　新悟　※ 蛯谷　俊允

越 小松　信一 小松　優介 奥原　明恵 手塚　太久 横野　めぐみ 柳沢　千秋

松本市 濱　尭二 高島　里加 小松　信一 太田　三千代 山本　英男

上原　千佳



監督 ﾍﾞﾃﾗﾝ1部 ﾍﾞﾃﾗﾝ1部 ﾍﾞﾃﾗﾝ2部
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 男子 女子 男子

西井　幸紀雄 植木　大輔 谷井　舞 豊山　悦弘 神沢　正世 小寺　秀男

大阪市 坂井　幸司 田中　亮 谷井　油彩 辻本　叔彦 鍋島　恵美子 佐々木　章三

木下　嘉夫 湯浅　健史 中西　由希子 木下　嘉夫 角　元子 西谷　豊

関 神戸市 湯浅　健史 森谷　良平 中西　未希子 古田　康 若竹　智佳恵 屋代　春幸

澁谷　祐樹 橋本　亜希

高橋　道男 高橋　広行 熱田　香苗 丸井　康生 川崎　孝子 菅　芳夫

西 大津市 菅　芳夫 山本　友矢 山本　智香子 美濃岡　聡 中道　保枝 高橋　道男

杉江　多鶴子 田渕　宏洋 灰岡　美友紀 市川　雄治 永井　恭代 水下　力

奈良市 黒田　岳志 山口　明子 辻田　陽至 足立　登子 丸山　良助

寺師　政夫 酒井　雅輝 貝原　碧 寺師　政夫 八木　洋子 石川　武平

倉敷市 苫田　佑介 西　愛美 石井　孝明 橘　留美子 石井　龍平

中 浜本　幸男 松村　亮　　※ 磯村　ひとみ 西田　雄二 国広　順子 浜本　幸男

広島市 徳永　秀幸 宮本　絵梨香 中川　勝範 竹嶋　久美 下西　正比古

国 梅本　洋平

蔵本　勝熿 祐恒　太一朗※ 長　布紗子　※ 伊藤　忠則 中原　三枝子 藤岡　修美

山口市 長廣　成人 加藤　夕香子※ 磯中　政彦 三宮　君江 安部　計一

白谷　健治 中岡　紳治 朝比奈　美和 白谷　健治 竹島　哲子 平岡　一高

一般男子 一般女子都市名

白谷 健治 中岡 紳治 朝比奈 美和 白谷 健治 竹島 哲子 平岡 高

松山市 朝比奈　美和 村岡　臣将 今井　理恵 木村　満人 東　五十鈴 梅岡　滋

四 近藤　真司 武田　夕紀

国 沼本　敏 中島　伸吾 瀬戸　ゆりみ 森　和弘 岡村　奈美 石元　光典

高知市 沖田　栄子 広見　直哉 品原　里佐 野本　克也 福留　尚子 沼本　敏

森　玲菜

入倉　博 豊永　章夫　※ 森　裕美 中井　達也 宮田　道子 入倉　博

大分市 小野　高寛 藤野　祐平　※ 中村　遼 池田　満一 三浦　かおる 伊藤　明

九 岩元　美奈子 中野　正史 宮原　祥子 東郷　清次 上小薗　孝子 浜田　忍

鹿児島市 堂下　航　　※ 木村　朋絵 井手　健勝 岩元　美奈子 西本　勇

州

島袋　直樹 喜久村　仁 松野　いずみ 島袋　直樹 松浦　悦子 渡嘉敷　義浩

那覇市 木下　雄次郎 新垣　智愛里 上江洌　学 金城　与子 吉井　行一

奥田　豊 松永　浩気　※ 平　知子 駒田　晋吾 土屋　章子 亀山　久光

中垣　和子 佐野　光 伊藤　和沙 森田　和也 堀江　弘美 奥田　豊

横山　悟 岩橋　祐介　※ 品田　祐希　※ 横山　悟 吉田　啓子 佐藤　義美

西海　幸賴 野上　流星 長井　美沙紀※ 西海　幸賴 内藤　優子 入山　謙一

中村　裕之 明神　真孝 福島　知恵 田中　佳二 大木　ゆかり 菊地　幹樹

稲野　亘 平岡　伸雄 門馬　麻子 上条　泰士 石黒　友希 成田　周治

京都市

南魚沼市

柏市

次期開催地

前年度優勝都市

開催地代表都市
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