
市長杯２０１１～戦績
中級 女子Ｄ 男子Ｄ 壮年Ｄ

優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝

2011
田頭美樹 中山めぐみ 佐藤慎吾 太田好祐 西嶋政勝 松尾　誠
八木郊美 二塚由理子 山本周佑 長崎裕一 三輪勝彦 植田邦也

2012
松田美樹 石川千紗都 右近貴志 奥村浩樹 大家正己 島村廣信

仁木島まゆみ 植木有里 森居亮介 舛本真悟 松田典明 有馬克式

2013
松田美樹 山本和子 松田典明 奥村浩樹 松田典明 青木茂夫
杉本まゆみ 北村美佐緒 松田龍樹 舛本真悟 坂根慎治 大家正己

2014
松田美樹 西本直美 山本周佑 佐藤慎吾 西嶋政勝 松田典明
向井萌絵 竹村愛美 藤本亘乃 平田孝央 三輪勝彦 坂根慎治

2015
西本直美 佐野千夏 山本周佑 奥村浩樹 松田典明 有馬克式
竹村愛美 西浦　睦 藤本亘乃 舛本真悟 坂根慎治 大家正己

2016
東　恵 八木郊美 山本周佑 奥村浩樹 西嶋政勝 太田好祐
森　裕愛 田頭美輝 藤本亘乃 舛本真悟 三輪勝彦 大家正己

2017
三浦永才 坂田史江 有馬正代 佐野千夏 山本周佑 西嶋政勝 松田典明 西嶋政勝
松村真弓 木村重廣 杉本まゆみ 西浦　睦 藤本亘乃 三輪勝彦 坂根慎治 三輪勝彦

2018
戸村憲治 小島麻里 有馬正代 竹村愛実 山本周佑 宮脇貴士 西嶋政勝 有馬克式
野村俊之 三宅泰正 杉本まゆみ 奥　晃与 藤本亘乃 林　宜弘 三輪勝彦 大家正己

2019
上谷慎也 宿利冬意 有馬正代 竹村愛実 山本周佑 宮脇貴士 太田好祐 筈井博之

藤本美由紀 高橋和人 杉本まゆみ 奥　晃与 藤本亘乃 久森智之 永原英知 渡辺寿雄

2020

市民総体２０１１～戦績
年度 　　　一般男子ダブルス 　　　一般女子ダブルス 　　　１００歳ダブルス 　　　ミックスダブルス

優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝
2011 佐藤　真吾 奥村　浩樹 仁木島まゆみ 田頭　美樹 有馬　克式 島村　廣信 松田　典明 高橋　耕太

(H23) 山本　周佑 舛本　真悟 松田　美樹 有馬　正代 大家　正己 松田　典明 松田　美樹 仁木島まゆみ
2012 佐藤　真吾 西嶋　政勝 杉本　まゆみ 山本　和子 大家　正己 有馬　克式 杉本　大輔 松田　典明

(H24) 右近　貴志 三輪　勝彦 松田　美樹 北村美佐緒 青木　茂夫 島村　廣信 杉本　まゆみ 松田　美樹
2013 佐藤　真吾 奥村　浩樹 向井　萌絵 西嶋　洋子 有馬　克式 大家　正己 奥村　浩樹 松田　典明

(H25) 平田　考央 斎田　浩之 松田　美樹 馬場　晴美 島村　廣信 青木　茂夫 戸高　貞奈 松田　美樹
2014 山本　周佑 佐藤　真吾 八木　郊美 西浦　　睦 有馬　克式 大家　正己 佐藤　真吾 奥村　浩樹

(H26) 藤本　亘乃 平田　考央 松田　美樹 佐野　千夏 松田　典明 青木　茂夫 西村　秀歩 戸高　貞奈
2015 細川　拓也 西嶋　政勝 西本　直美 松田　美樹 有馬　克式 太田　好祐 佐藤　真吾 太田　好祐

(H27) 磯山　健一 三輪　勝彦 竹村　愛実 有馬　正代 大家　正己 中川　敏之 西村　秀歩 貝原　碧
2016 高木　翔平 山本　周佑 西本　直美 浦田　浩子 太田　好祐 西嶋　政勝 佐藤　真吾 奥村　浩樹

(H28) 池田　智仁 藤本　亘乃 竹村　愛実 有馬　正代 永原　英和 三輪　勝彦 西村　秀歩 戸高　貞奈
2017 山本　周佑 奥村　浩樹 有馬　正代 佐野　千夏 太田　好祐 西嶋　政勝 市川　健次 杉本　大輔

(H29) 藤本　亘乃 舛本　真悟 杉本　まゆみ 西浦　　睦 永原　英和 三輪　勝彦 牟田　靖子 杉本　まゆみ
2018 山本　周佑 奥村　浩樹 有馬　正代 東　恵 有馬　克式 筈井　博之

(H30) 藤本　亘乃 山下　皓生 杉本　まゆみ 森　裕愛 大家　正己 渡辺　寿雄
2019 牧野　聡 山下　皓生 有馬　正代 西浦　　睦 太田　好祐 松浦眞理夫 山本周佑 太田　好祐

(R01) 窪ノ内悠志 山下英太郎 杉本　まゆみ 佐野　千夏 山本周佑 茂山　哲男 國瀬　舞 東　恵 B級男子ダブルス B級女子ダブルス
2020 山本　周佑 牧野　聡 有馬　正代 西本　直美 太田　好祐 大家　正己 塚本　英雄 青木　一雄 弓田　啓貴 青木　茂夫 水津　明美 柴田　宣子

(R02) 藤本　亘乃 窪ノ内悠志 杉本　まゆみ 竹村愛実 山本周佑 市川　健次 西山　優子 河原由美子 上谷　真也 龍野　司 福井三智子 久保　美保

の選手は10年間Ｂ級・初中級大会の参加不可 赤字の選手は初中級大会には同じペアでは連続出場不可、
一番直近の年度でマークしています ペアを変えても連続優勝した選手は1年お休み



市長杯２０１０～戦績
中級 女子Ｄ 男子Ｄ 壮年Ｄ

優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝

2010
松田美樹 馬場晴美 綿谷義樹 佐藤慎吾 西嶋政勝 有馬克式

仁木島まゆみ 田頭美樹 松田典明 舛本真悟 三輪勝彦 大家正己

2011
田頭美樹 中山めぐみ 佐藤慎吾 太田好祐 西嶋政勝 松尾　誠
八木郊美 二塚由理子 山本周佑 長崎裕一 三輪勝彦 植田邦也

2012
松田美樹 石川千紗都 右近貴志 奥村浩樹 大家正己 島村廣信

仁木島まゆみ 植木有里 森居亮介 舛本真悟 松田典明 有馬克式

2013
松田美樹 山本和子 松田典明 奥村浩樹 松田典明 青木茂夫
杉本まゆみ 北村美佐緒 松田龍樹 舛本真悟 坂根慎治 大家正己

2014
松田美樹 西本直美 山本周佑 佐藤慎吾 西嶋政勝 松田典明
向井萌絵 竹村愛美 藤本亘乃 平田孝央 三輪勝彦 坂根慎治

2015
西本直美 佐野千夏 山本周佑 奥村浩樹 松田典明 有馬克式
竹村愛美 西浦　睦 藤本亘乃 舛本真悟 坂根慎治 大家正己

2016
東　恵 八木郊美 山本周佑 奥村浩樹 西嶋政勝 太田好祐

森　裕愛 田頭美輝 藤本亘乃 舛本真悟 三輪勝彦 大家正己

2017
三浦永才 坂田史江 有馬正代 佐野千夏 山本周佑 西嶋政勝 松田典明 西嶋政勝
松村真弓 木村重廣 杉本まゆみ 西浦　睦 藤本亘乃 三輪勝彦 坂根慎治 三輪勝彦

2018
戸村憲治 小島麻里 有馬正代 竹村愛実 山本周佑 宮脇貴士 西嶋政勝 有馬克式
野村俊之 三宅泰正 杉本まゆみ 奥　晃与 藤本亘乃 林　宜弘 三輪勝彦 大家正己

2019
上谷慎也 宿利冬意 有馬正代 竹村愛実 山本周佑 宮脇貴士 太田好祐 筈井博之
藤本美由紀 高橋和人 杉本まゆみ 奥　晃与 藤本亘乃 久森智之 永原英知 渡辺寿雄

2020

市民総体２０１０～戦績
年度 　　　一般男子ダブルス 　　　一般女子ダブルス 　　　１００歳ダブルス 　　　ミックスダブルス

優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝
2010 佐藤　真吾 奥村　浩樹仁木島まゆみ山本　和子 尾崎　勝彦 島村　廣信 高橋　耕太 松田　典明

(H22) 松田　典明 高橋　耕太 松田　美樹 山口　良子 太田　好祐 大家　正己仁木島まゆみ 松田　美樹
2011 佐藤　真吾 奥村　浩樹仁木島まゆみ田頭　美樹 有馬　克式 島村　廣信 松田　典明 高橋　耕太

(H23) 山本　周佑 舛本　真悟 松田　美樹 有馬　正代 大家　正己 松田　典明 松田　美樹 仁木島まゆみ
2012 佐藤　真吾 西嶋　政勝杉本　まゆみ山本　和子 大家　正己 有馬　克式 杉本　大輔 松田　典明

(H24) 右近　貴志 三輪　勝彦 松田　美樹 北村美佐緒 青木　茂夫 島村　廣信杉本　まゆみ 松田　美樹
2013 佐藤　真吾 奥村　浩樹 向井　萌絵 西嶋　洋子 有馬　克式 大家　正己 奥村　浩樹 松田　典明

(H25) 平田　考央 斎田　浩之 松田　美樹 馬場　晴美 島村　廣信 青木　茂夫 戸高　貞奈 松田　美樹
2014 山本　周佑 佐藤　真吾 八木　郊美 西浦　　睦 有馬　克式 大家　正己 佐藤　真吾 奥村　浩樹

(H26) 藤本　亘乃 平田　考央 松田　美樹 佐野　千夏 松田　典明 青木　茂夫 西村　秀歩 戸高　貞奈
2015 細川　拓也 西嶋　政勝 西本　直美 松田　美樹 有馬　克式 太田　好祐 佐藤　真吾 太田　好祐 の選手は10年間Ｂ級・初中級大会の参加不可

(H27) 磯山　健一 三輪　勝彦 竹村　愛実 有馬　正代 大家　正己 中川　敏之 西村　秀歩 貝原　碧 一番直近の年度でマークしています
2016 高木　翔平 山本　周佑 西本　直美 浦田　浩子 太田　好祐 西嶋　政勝 佐藤　真吾 奥村　浩樹

(H28) 池田　智仁 藤本　亘乃 竹村　愛実 有馬　正代 永原　英和 三輪　勝彦 西村　秀歩 戸高　貞奈 赤字の選手は初中級大会には同じペアでは連続出場不可、
2017 山本　周佑 奥村　浩樹 有馬　正代 佐野　千夏 太田　好祐 西嶋　政勝 市川　健次 杉本　大輔 ペアを変えても連続優勝した選手は1年お休み

(H29) 藤本　亘乃 舛本　真悟 杉本　まゆみ 西浦　　睦 永原　英和 三輪　勝彦 牟田　靖子 杉本　まゆみ
2018 山本　周佑 奥村　浩樹 有馬　正代 東　恵 有馬　克式 筈井　博之

(H30) 藤本　亘乃 山下　皓生 杉本　まゆみ 森　裕愛 大家　正己 渡辺　寿雄
2019 牧野　聡 山下　皓生 有馬　正代 西浦　　睦 太田　好祐 松浦眞理夫 山本周佑 太田　好祐

(R01) 窪ノ内悠志 山下英太郎杉本　まゆみ佐野　千夏 山本周佑 茂山　哲男 國瀬　舞 東　恵 B級男子ダブルス B級女子ダブルス
2020 山本　周佑 牧野　聡 有馬　正代 西本　直美 太田　好祐 大家　正己 塚本　英雄 青木　一雄 弓田　啓貴 青木　茂夫水津　明美 柴田　宣子

(R02) 藤本　亘乃 窪ノ内悠志杉本　まゆみ 竹村愛実 山本周佑 市川　健次 西山　優子 河原由美子 上谷　真也 龍野　司 福井三智子久保　美保



赤字の選手は初中級大会には同じペアでは連続出場不可、


