
◆　出　場　者　一　覧　（※印はふるさと選手）

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

16 小林　秀樹 藤原　巧貴 吉秋　知美 蝦名　秀彦 山口　ひとみ 和泉　博之

札幌市 橋場　俊輔 清水　唯 工藤　秀則 菊池　奈保子 八木　知徳

北 秋本　恭幸

海 6 日原　克久 橋本　真 中垣　明子 日原　克久 佐々木　清子 岩佐　秀毅

道 千歳市 主計　敏夫 五十嵐　豊 赤平　利恵 河上　武男 表　千恵子 平國　義文

井本　豊子

13 熊谷　利秋 尾野　浩市 朴　芝仙 羽場　隆夫 青松　清子 熊谷　利秋

青森市 木村　智彦 黒沢　天文 李　允炯 木村　智彦 前田　美佳 塚本　謙二

先﨑　絃 菊谷　裕悦

東 17 井上　泰正 今泉　壮規 松田　真理保 渡辺　良晃 大塚　由弥子 会田　秀一

郡山市 今泉　壮規 車田　暁 ※ 澤口　いづみ ※ 大栗　広経 田母神　みほ子 佐藤　敏明

北 7/16変更 井上　泰正 伊東　左江子 ※

15 阿部　真 阿部　真 阿部　光里 渡辺　正志 斎藤　千尋 古山　雅昭

福島市 石井　新 石塚　典男 菅野　瑛梨 井出　孝利 扶滋倉　茅子 新井　高雄

7/16変更 石井　新 八島　ちひろ

24 榎本　正一 八木　宏和 大竹　志歩 ※ 廣岡　孝通 竹内　悦子 長谷川　義春

東京都江戸川区 森本　健一 中川　優介 桑田　寛子 ※ 佐藤　幸裕 小田　智子 赤毛　裕

23 佐藤　政大 佐藤　政大 渡辺　裕美子 ※ 宮部　正章 益子　きく子 橋本　篤治

宇都宮市 白石　順子 黒田　貴臣 横田　友見 ※ 落合　聡 白石　順子 久郷　長男

7/16変更 阿久津　裕汰 青木　弘一

関 10 永井　隆 楳原　祐希 品田　由衣 遠藤　伸冶 楳原　明子 高尾　幸男

前橋市 田上　聡史 鍋谷　尚映 松本　和久 竹田　尚代 永井　隆

6/25変更 柳井　英章

東 8 鎌田　隆久 片桐　憲作 堤　彩香 新城　実 松井　三子 黒田　学

川口市 松井　三子 高頭　飛羽我 相羽　望 榊原　忠雄 若生　浩子 鎌田　隆久

綿貫　裕介 関　真由美

27 藤井　忠 山本　健尊 ※ 石崎　弘子 所　真人 橋口　客子 広瀬　稔

藤沢市 広瀬　稔 只木　信彰 ※ 佐藤　芳香 島田　聡司 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ　薫 ※ 皆川　勉

6/25 7/16変更 原谷　美冴 ※

12 紅谷　良弘 船津　大輔 杉村　恵理 井手　英治 冨岡　波江 宮川　正夫

豊田市 西岡　正子 岡　睦 越中　亜佑実 那須　浩史 永坂　千春 山崎　良比呂

6/29 7/16変更 紅谷　良弘 西岡　正子

11 磯辺　和正 鵜飼　元一 浜崎　美保 藤垣　嘉正 幅　明美 水野　庄作

東 岐阜市 水野　敬太 ※ 田島　杏奈 山内　志文 伊藤　佳子 草薙　脩

磯辺　和正

29 秋山　政行 浜崎　雅士 松山　芳 鈴木　肇 勝又　千恵子 石井　巌

海 静岡市 松山　愛 大畑　裕 深田　いず美 海野　広規 鈴木　陽子 橋本　隆司

7/16変更 松山　愛

1 川上　英樹 岩橋　祐介 品田　祐希 ※ 横山　悟 笹川　澄枝 佐藤　義美

長岡市 横山　悟 有本　尚紀 伊勢　ミツ子 西海　幸頼 品田　啓子 山田　義正

北 法龍院　充

2 野崎　拓哉 島田　大心 長谷川　明美 高井　誠俊 八ﾂ橋　幸代 松枝　文男

信 富山市 八ﾂ橋　幸代 桝谷　正行 堀田　朋愛 保田　信一 髙田　惠子 山口　宏樹

7/10変更 森口　新梧 ※ 野崎　拓哉

越 22 川﨑　雅司 坂川　昌史 辻本　友舞 川﨑　雅司 増永　由香里 笠井　達夫

福井市 坂川　昌史 堂田　哲平 井上　愛 ※ 三仙　陽一 垣内　清美 木本　茂

7/6変更

2009/7/17

都市名 一般男子 一般女子



◆　出　場　者　一　覧　（※印はふるさと選手）

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

2009/7/17

都市名 一般男子 一般女子

30 西井　幸紀雄 橘　朋邦 石水　真奈 柳田　孝二 神沢　正世 山本　弘一

大阪市 仲間　裕記 西川　武志 谷井　舞 横溝　義博 鍋島　恵美子 松田　清隆

7/7 16変更 仲間　裕記 西井　幸紀雄

9 湯浅　健史 湯浅　健史 中西　未希子 古田　康 角　元子 屋代　春幸

関 神戸市 酒井　雅弘 森谷　良平 橋本　亜希 酒井　雅弘 太田　謙子 西谷　豊

6/22変更 澁谷　祐樹 國瀬　舞

26 林　正一 下　圭太朗 山口　夏希 星尾　淳 丸井　由美子 那須　且良

西 大津市 那須　且良 高橋　広行 山本　智香子 進藤　卓巳 植田　和子 林　正一

5 杉江　多鶴子 重松　晶 大隈　美奈 中西　明仁 兵頭　真由美 前田　広明

奈良市 中西　明仁 黒田　岳志 藤本　万莉子 瀬川　直秀 玉川　昌子 平井　敬人

4 寺師　政夫 坂本　純一 西　愛美 石井　孝明 虫明　弘美 石川　武平

倉敷市 原　司 片山　睦子 寺師　政夫 難波　さゆり 石井　龍平

7/7変更

中 31 浜本　幸男 松村　亮 ※ 宮本　絵梨香 西田　雄二 秋吉　緑 浜本　幸男

広島市 小嶋　幹男 西久保　絵里 佐々木　俊雄 中川　まみ 下西　正比古

国

7 田中　一 北畠　史基 大麻　桃子 ※ 浅倉　俊一 坂本　静江 田渕　一夫

鳥取市 小山　大地 ※ 大麻　七菜子 ※ 遠藤　学 谷口　恵子 関野　元

7/13 16変更 稲田　睦

14 飯塚　登世一 的野　貴介 本田　千恵 飯塚　登世一 尾添　理代 加藤　良治

松江市 中田　広貴 平林　祐子 高尾　康弘 糸原　弘美 木幡　健悟

楠本　真都 徳永　恵美

21 小谷　卓宏 乾　幸太郎 西改　由衣 小谷　卓宏 森　裕子 後藤田　邦裕

徳島市 森　裕子 林　由祐 庫元　菜子 住友　秀人 露元　一子 森本　健司

四

国 18 北代　英策 中島　伸吾 品原　里佐 北代　英策 田村　美香 石元　光典

高知市 沖田　栄子 岡林　航介 瀬戸　ゆりみ 小林　克巳 上地　貴子 沼本　敏

7/10変更 田村　亮

3 松永　雅俊 松永　雅俊 井手尾　寛子 振角　俊一 大浦　はるみ 白川　幹夫

長崎市 河村　悠太 行平　美希 橋本　大治 永野　節子 池田　広

九 20 岩元　美奈子 小永吉　志朗 田中　美佳 東郷　清次 岩元　美奈子 古藤　幹

鹿児島市 田中　美佳 田代　雄大 ※ 鶴薗　望 井手　健勝 恒吉　和恵 渡瀬　明男

州 7/17変更 堂下　航 ※ 境　有紀 ※

19 上江洌　学 源河　朝哉 松野　いずみ 島袋　直樹 井藤　京子 花城　和秀

那覇市 古謝　良裕 新垣　智愛里 上江洌　学 上江洌　美智子 宮城　松吉

堤　勝弘 佐野　光 平　知子 森田　和也 土屋　章子 堤　勝弘

京都市 中垣　和子 野口　政勝 伊藤　和沙 駒田　晋吾 堀江　弘美 松本　千秋

32 尾中　弘明

菊地　幹樹 小山　裕史 磯貝　綾子 村松　正嗣 森山　郁野 菊地　幹樹

平岡　伸雄 平岡　伸雄 奥間　安祐美 山田　啓司 石黒　友希 成田　周治

25 7/7 16変更 菊地　陽 塚田　美緒

蔵本　勝熿 祐恒　太一朗 ※ 長　布紗子 ※ 今川　敏彦 吉岡　美貴子 廣石　睦

松村　駿 猿田　法子 ※ 河村　晃治 山本　智子 藤岡　修美

28 7/7変更

山口県周南市　

次期開催地

前年度優勝都市

開催地代表都市

千葉県柏市　


