
男子A 男子B 男子C 壮年 45歳以上 55歳以上 女子A 女子B 男子A 男子B 壮年 女子A 女子B

優勝 福沢久雄 笠原進 塚原孝英 帖佐修平 小口みさき 塚原佐恵子 笹川康成 丸山稔 花岡幸夫 寺島政志 飯田庄吉 杉本晋太郎 大平詩子 田中なおみ 大平詩子 大平政人 片倉和夫 山田裕直 飯田庄吉 小坂めぐみ 田中善和 笠原進 川田 奈良 ⾧沢昇一 茅野勝彦 斎藤安江 小坂めぐみ

準優勝 水上武志 田中善和 横内哲也 林信行 小坂めぐみ 杉本仁美 浜光彦 林信行 川村謙二 守屋賢一 ⾧沢昇一 笠原祥一 伊沢洋子 小坂めぐみ 尾又道子 丸山稔 福沢久雄 藤森貴史 茅野勝彦 高木わか子 丸山稔 武居啓太 山田裕直 藤森 田中一弘 大浦 小口みさき 久保雅子

3位 堀内忠美 山田裕直 伏見俊一 田中一弘 斎藤安江 川田美紀 依田和衛 帖佐修平 田中孝一 吉江功 田中一弘 小口勝 小口みさき 久保雅子 伊沢洋子 依田和衛 堀内忠美 花岡宏行 ⾧沢昇一 斉藤安江 片倉和夫 ⾧谷川隆至 川村謙二 花輪貴史 飯田庄吉 笠原祥一

3位 ﾀﾏﾁｰ･ﾌｧｶﾓｲ 花岡基夫 工藤賢一 飯田庄吉 高木わか子 福沢明子 福沢久雄 ⾧谷川隆至 花輪貴史 小口秀樹 内藤清美 福沢明子 杉本久仁子 今井仁 丸山稔 小口 田中一弘 今井 大浦 花岡宏行 藤森貴史

優勝 松原健一 根橋孝太 今井勲 帖佐修平 伊沢洋子 斎藤美鈴 笹川康成 依田和衛 花岡基夫 今井勲 帖佐修平 ⾧谷川隆至 久保雅子 小口みさき 吉田さよみ 山田裕直 降旗泰幸 根橋孝太 向山恵美 矢崎朋美 笹川康成 降旗泰幸 根橋孝太 小口秀明 織井勢津子 今井弘子 矢崎朋美 中村えりか

準優勝 山田剛司 花岡博文 岩垂貴房 田中一弘 今井弘子 佐藤美佐子 福沢久雄 丸山稔 今井正俊 小口誠 ⾧沢昇一 中村博茂 吉田さよみ 今井弘子 杉本久仁子 川上潤治 片倉和夫 大浦悠紀 小坂めぐみ 杉本仁美 片倉和夫 佐伯義夫 下條正清 宮沢平八郎 高木わか子 斎藤美鈴 杉本仁美 堀江彩加

3位 福沢久雄 花岡章夫 小口脩一 ⾧谷川隆至 小坂めぐみ 上条恵子 山田裕直 水上武志 川上勝治 川上潤治 飯田庄吉 浜勉 内藤清美 福沢明子 杉本仁美 林信行 矢崎正幸 小坂浩司 内藤清美 中村えりか 小坂浩司 小沢拓也

3位 片倉和夫 小口勇 山岡裕 浜勉 福沢明子 浜由紀乃 花岡てる子 宮沢平八郎 福沢久雄 今井勲 福沢明子 佐伯麻美 岡秀明 岡智久

優勝 水上武志 今井勲 青木篤志 浜光彦 小池みゆき 今井桃子 帖佐修平 矢崎正幸 小松茂 北野智宏 笠原祥一 浜光彦 今井弘子 今井桃子 尾又道子 丸山稔 水上武志 青木篤志 今井桃子 福沢久雄 水上武志       今井弘子 矢崎朋美

準優勝 山田剛司 有賀邦男 福沢岳志 ⾧谷川隆至 小坂めぐみ 片倉愛衣 林信行 依田和衛 宮沢平八郎 市村基治 浜勉 田中一弘 杉本仁美 矢崎朋美 今井弘子 浜光彦 福沢久雄 福沢岳史 小松亜希子 ⾧谷川隆至 赤羽敏一         福沢明子 内藤清美

3位 福沢久雄 善治大樹 宮坂昌宏 今井仁 翠尾京子 折井睦 山田裕直 水上武志 伊藤純章 小泉公夫 ⾧谷川隆至 赤羽敏一 高木わか子 福沢明子 高木わか子 青木篤志 丸山稔 宮坂昌史 福沢明子 茅野勝彦 浜勉         今井桃子 片倉愛衣

3位 堀内忠美 小口和範 福島英海 笠原祥一 内藤清美 吉田遊野 丸山稔 鮎沢利和 渡辺英男 寺島政志   小池園子 翠尾京子 増沢玲子 有賀悦郎 蒲池正英 中山大輔 三沢みのる 丸山稔 鮎沢利和     岡庭理枝 藤森愛美

優勝 太田知則 福沢岳史 宮沢邦仁 田中一弘 吉田さよみ 小松亜希子 依田和衛 丸山稔 有賀悦郎 西村剛 笠原祥一 浜光彦 今井弘子 宮坂真由美 宮坂真由美 丸山稔 山田裕直 福沢岳史 浜勉 堀江由理 依田和衛 山田裕直 福沢岳史 美濃羽弘樹 小林光子 内藤清美

準優勝 水上武志 美濃羽弘樹 林慎吾 茅野勝彦 小坂めぐみ 宮原千加恵 帖佐修平 片倉和夫 福沢岳史 美濃羽弘樹 田中一弘 藤原宏治 今井桃子 帯革智香 今井弘子 堀内忠美 依田和衛 美濃羽弘樹 足助文昭 小坂めぐみ 福沢久雄 片倉和夫 伊藤尚武 渋江譲二 堀江由理 井内綾子

3位 依田和衛 大平裕二 太田浩則 吉田又大 小池美雪 宮本佳恵美 福沢久雄 鮎沢利和 市村基春 宮沢平八郎 赤羽敏一 ⾧谷川隆至 小池園子 翠尾京子 杉本久仁子 美濃羽弘樹 丸山稔 中山大輔 今井仁 宮原千加恵 丸山稔 鮎沢利和 片瀬大介 伊藤隆 加藤美保 稲垣ちはる

3位 山田裕直 宮坂昌宏 大和泰二郎 今井仁 福沢明子 ⾧岡礼子 高橋一博 藤木光平 中山大輔 片瀬大輔 小松亜希子 宮原千加恵 今井桃子 片倉和夫 福沢久雄 渋江譲二 小口郷生 依田明美 武居啓太 花岡史浩 花岡基夫 高林邦夫 ⾧岡礼子 大沢康恵

優勝 山田裕直 中山大輔 小林一 浜光彦 堀江由理 宮坂美季子 帖佐修平 太田知則 中山大輔 伊藤尚武 飯田庄吉 堀江敬夫 今井桃子 片倉愛衣 依田和衛 今井桃子 今井弘子 村山和男 太田知則 小林一 浜勉 今井桃子 丸山稔 山田裕直 小林一 秋山文夫 今井桃子 片倉愛衣

準優勝 太田知則 片瀬大介 矢崎晴彦 田中一弘 林和子 宮沢明奈 水上武志 山田裕直 太田浩則 北村俊二 笠原祥一 浜光彦 小坂めぐみ 山崎多恵子 片倉和夫 片倉愛衣 尾又道子 丸山稔 水上武志 矢崎晴彦 ⾧谷川隆至 片倉愛衣 太田知則 田中善和 田中顕 今井敬介 宮沢恵美 小坂めぐみ

3位 水上武志 太田直志 大和泰二郎 飯田庄吉 小坂めぐみ 瀬端美帆 片倉和夫 浜勉 市村基春 宮沢平八郎 土肥健一 今井仁 吉田さよみ 堀江由理 林信行 今井弘子 竹田美百合 肥野竜也 山田裕直 小野直哉 飯田庄吉 堀江由理 滝沢修 石川裕隆 太田浩則 北村俊二 依田明美 堀江由理

3位 山田剛司 藤森裕太 小野直也 今井仁 福沢明子 御厨梢 高橋一博 藤木光平 柿澤広樹 矢崎晴彦 川上勝治 吉田又大 福沢明子 坪田則子 鮎沢利和 杉本久仁子 吉田さよみ 山田裕直 福沢久雄 両角裕哉 今井勲 宮本佳恵美 片倉和夫 今井勲 小野直哉 岩垂俊行 ⾧岡礼子 早出美香

優勝 太田知則 小野直也 倉島和来 福沢久雄 浜勉 今井桃子 瀬端美帆 花岡史浩 山田裕直 今井保介 宮坂恵太 笠原祥一 浜光彦 今井智美 浜美由紀 宮沢恵美 丸山稔 山田裕直 今井保介 浜勉 片倉愛衣 今井博一 山崎千治 今井保介 宮坂恵太 小坂めぐみ 今井桃子

準優勝 山田裕直 今井保介 根橋宏彰 浜光彦 小島貢 片倉愛衣 御厨梢 福沢久雄 依田和衛 佐久間和夫 竹村信宏 市村基春 中村博茂 林和子 福沢明子 今井智美 山岡慎一 水上武志 ⾧谷亮介 浜光彦 小坂めぐみ 藤森利昭 片倉和夫 ⾧谷亮介 倉島和来 今井かや乃 宮澤恵美

3位 水上武志 宮坂恵太 中村一也 今井仁 飯田庄吉 大前絵理 金井恵 鮎沢利和 山岡慎一 今井陽一 小野直哉 飯田庄吉 田中貴 今井かや乃 宮沢恵美 伊藤京子 笠原祥一 今井博一 太田直志 中村博茂 ⾧岡礼子 鮎沢利和 丸山稔 太田浩則 北村俊二 ⾧岡礼子 宮坂美希子

3位 今井博一 矢崎晴彦 ⾧谷川慎也 中村博茂 ⾧沢昇一 堀江由理 丸山志帆 帖佐修平 今井博一 浜秀貴 秋山文男 吉田又大 今井仁 小池佳奈子 赤羽菜春 帖佐由美子 帖佐修平 山岡慎一 宮坂恵太 今井智美 山田裕直 山岡慎一 秋山文男 浜秀貴 片倉愛衣 田中裕美

優勝 太田知則 ⾧谷亮祐 山本大裕 福沢久雄 浜勉 堀江由理 池上由香 帖佐修平 太田知則 ⾧谷亮祐 倉島和来 福沢久雄 ⾧谷川隆至 伊藤京子 山崎美由里 米山ひとみ 中村亜紀子 小岩井久美子 筒井秀美 山田裕直 中野高明 浜勉 宮澤恵美 今井智美 山田裕直 野辺隆浩 倉島和来 ⾧谷亮祐 赤羽敏一 ⾧谷川隆至 吉田さよみ 山崎美由里

準優勝 山田裕直 倉島和来 唐沢俊哉 足助文昭 岩井忠義 岩崎初美 小林子 今井博一 山崎千治 花岡基夫 寺島政志 尾又順一 林信行 岩崎初美 小坂めぐみ 久保川夏衣 小池晃子 降旗由紀 田中宏典 太田知則 藤木光平 ⾧谷川隆至 山崎美由里 浜美由紀 太田知則 宮川歩 根橋宏彰 山崎智史 浜勉 宮澤平八郎 今井智美 浜美由紀

3位 斎藤泰彰 林和彦 小林史也 今井仁 飯田庄吉 小坂めぐみ 片倉美和 花岡史浩 依田和衛 ⾧谷川慎也 山崎智史 飯田庄吉 浜勉 小池美雪 瀬戸弥生 武居美月 上原めぐみ 帯川智香 降旗一也 宮川歩 高橋一博 吉田又大 丸山稔 鮎沢利和 久保田達彦 足助有軌 小口修一 吉田又大 宮澤恵美 今井かや乃

3位 水上武志 中村一也 矢崎光 浜光彦 笠原祥一 山崎美由里 小池加奈子 鮎沢利和 丸山稔 山崎裕太 栗田博貴 土肥健一 今井仁 福沢亜希子 林和子 伊藤真理 新妻達也 山崎千治 福沢久雄 三松祐希 藤森準斗 今井仁 土肥健一 金原 平栗久美

優勝

準優勝

3位

3位

優勝 山田裕直 高橋宗克 行田智 福沢久雄 浜勉 田中裕美 小野香織 太田知則 山田裕直 丸茂尚也 佐藤宏樹 田中諒 今井晃徳 飯田庄吉 浜勉 大和優子 米山さなえ 片倉美和 飯田奈央 山崎美由理 山崎千治 帯川智香 田中宏典

準優勝 今井博一 山崎薫平 小坂巧 帖佐修平 岩井忠義 宮下真由美 平林朋子 福沢久雄 山崎千治 吉沢勇 河西哲 山本康博 赤沼剛 帖佐修平 片倉和夫 三沢はるか 宮下真由美 小野悠紀子 山崎安奈 小坂めぐみ ⿁窪利英 宮澤恵美 山田裕直

3位 ⾧谷川雅紀 吉沢勇 小野成隆 今井仁 飯田庄吉 浜美由紀 山口直美 依田和衛 丸山稔 青木隆 小林雅哉 行田智 小野成隆 尾又順一 今井仁 帯川智子 小坂めぐみ 稲垣ひとみ 佐藤美恵 宮下真由美 太田知則 堀江由理 水上武志

3位 水上武志 高林慶成 竹入史崇 ⾧谷川隆至 笠原祥一 岩崎綾乃 小口幸恵 谷内耕平 ⿁窪利英 赤岩徹 佐藤雄一 北村俊介 竹入史嵩 中村博茂 吉田又大 山口直美 平林明子 福沢明子 尾又順一 田中敬子 降旗一也

優勝 太田知則 ⾧谷川洋紀 田中諒 福沢久雄 浜勉 片倉美和 田中菜美 太田知則 山田裕直 行田智 原田瑛多 帖佐修平 堀内忠美 大和優子 米山さなえ 太田智美 太田知則 浜勉 山田裕直 今井弘子 杉本久仁子 小坂めぐみ 山田裕直

準優勝 大浦信輔 山本康博 鮎沢意雄 堀内忠美 飯田庄吉 飯田奈央 原千夏 依田和衛 丸山稔 倉科久樹 百瀬裕和 ⾧谷川隆至 赤羽敏一 片倉美和 田中菜美 小野悠紀子 山田裕直 片倉和夫 ⾧谷川隆至 飯田奈央 矢部遥佳 今井弘子 今井勲

3位 野辺隆浩 宮坂智大 山本雄大 依田和衛 笠原祥一 小野悠紀子 米窪今日子 矢崎俊介 山崎薫平 田中諒 今井晃徳 尾又順一 今井勲 小島麻衣 中谷千鶴 今井弘子 今井勲 野辺隆浩 田中諒 金原寿美子 米山さなえ 山崎安奈 矢崎俊介

3位 水上武志 北村俊介 武井優弥 藤木光平 岩井忠義 山崎安奈 矢澤紅梅 福沢久雄 片倉和夫 林良智 ⾧田和也 飯田庄吉 浜勉 太田智美 小泉磯香 久保田敏子 福沢久雄 ⾧谷川洋紀 山崎薫平 小林かよ子 赤羽順子 帯川智香 中村一也

優勝 太田知則 小川陽平 依田和衛 岩井忠義 中谷千鶴 外山紗緒里 ⾧谷川洋紀 山本雄大 坂本久司 有賀悦郎 浜勉 矢崎正幸 福沢明子 林和子 岩崎初美 依田和衛 渡辺彩 山田裕直 福沢久雄 水上武志 飯田奈央 猿田美帆 岩崎綾乃 山田裕直

準優勝 山田裕直 小平一樹 今井勲 浜勉 小野悠紀子 塚本朋子 矢崎俊介 山崎薫平 中村和明 中村良則 市村基春 中村博茂 井上明美 宮坂由美子 杉本久仁子 杉本晋太郎 飯田弓子 飯田口耳 藤森利昭 山田裕直 大和優子 米山さなえ 太田智美 太田知則

3位 大浦信輔 田中一平 今井仁 飯田庄吉 飯田奈央 丸山志帆 堀内忠美 鮎沢利和 窪田昌訓 小泉栄一 ⾧谷川隆至 赤羽敏和 小松美雪 小池佳奈子 小野陽子 北村和巳 福沢明子 片倉和夫 帖佐修平 矢崎俊介 今井弘子 太田智美 今井弘子 帖佐修平

3位 水上武志 鮎沢意雄 中村博茂 岩崎二朗 小島麻衣 林良智 ⾧田和也 太田浩則 北村俊二 杉本晋太郎 今井仁 宮坂由美子 今井勲 五味秀子 小川陽平 中村博茂 八津谷亮 岩崎綾乃 小松彩夏 久保田敏子 福沢久雄

優勝 太田知則 牛沢幸太郎 片倉和夫 岩井忠義 大前絵理 鎌三菜子 太田知則 林裕直 田畑淳 小川陽平 依田和衛 矢崎正幸 尾又道子 伊藤京子 岩崎綾乃 林裕直 大前絵理 林裕直 帖佐修平 林裕直 大前絵理 清水寛子 岩崎綾乃 林裕直

準優勝 林裕直 山田功司 矢崎正幸 浜勉 原敬子 井出有美 矢崎俊介 山崎薫平 今井友博 中村和明 片倉和夫 今井勲 米山さなえ 高木保子 久保田敏子 今井仁 唐沢玲子 植月泰 小川陽平 矢崎正幸 三澤遥 平出美穂香 大前絵理 片倉和夫

3位 大浦信輔 田畑淳 堀内忠美 田中一弘 向山郁恵 小平誉利 小松茂 牛沢幸太郎 村松拓也 小林優 帖佐修平 堀内忠美 金原寿美子 大和優子 山崎安奈 野辺隆浩 今井弘子 小林学 牛沢幸太郎 小松茂 小林光子 金原寿美子 林和子 福沢久雄

3位 田中諒 里見貴史 小松彩夏 斎藤未来 福沢明子 片倉和夫 片倉和夫 野辺隆浩 林和子 福沢明子 大和優子 矢崎正幸

優勝 太田知則 今井友博 片倉和夫 帖佐修平 田中菜美 田中善和 林裕直 林将昭 小野勝利 堀内忠美 矢崎正幸 金原寿美子 米山さなえ 奥原明恵 濱暁 太田知則 田中善和 米山さなえ 大和優子 宮崎祐子 太田知則

準優勝 林裕直 武図直樹 矢崎正幸 田中一弘 大前絵理 矢崎俊介 山崎薫平 寺島正志 花岡基夫 北村和巳 依田和衛 小口恭子 平出美穂香 矢崎朋美 林裕直 塩原高夫 大浦信輔 福沢明子 津田君枝 久保田敏子 福沢久雄

3位 大浦信輔 武図祥広 堀内忠美 堀江啓夫 中村みなみ 小川陽平 西沢翔 窪田昌訓 小泉栄一 高橋一博 藤木光平 宮坂由美子 小林かよ子 大前絵理 田中善和 矢崎俊介 山崎薫平 小口恭子 平出美穂香 一柳泰美 大浦信輔

3位 今井博一 今井晃徳 藤木光平 今井仁 野口寛子 今井弘子 宮下一郎

優勝 雨天中止 矢崎朋美 林裕直 今井博一 林裕直 高橋一博 藤木光平 今井弘子 小口志歩子 今井弘子 林裕直

準優勝 堀江由理 水上武志 矢崎晴彦 丸茂努 中村茂幸 今井勲 斎藤めぐみ 大前絵理 福沢明子 矢崎正幸

3位 牧羽雅子 須崎三晃 依田和衛 矢崎正幸 土肥健一 今井仁 米山さなえ 金原寿美子 米山さなえ 依田和衛

3位 柳沢鮎美 田畑義治 大和優子 水上武志

優勝 鈴木沙織 小林学

準優勝 高嶋里加 小林篤史

3位 牧羽雅子 林裕直

3位 滝沢紗耶香 田中諒

優勝 田中諒 林良知 依田和衛 市村基治 斎藤めぐみ 太田知則 田中善和 福沢久雄 川村昌史 平出美穂香 金原寿美子 大前絵理 鷲尾裕一 寺島さやか 林裕直

準優勝 太田知則 ⾧田和也 片倉和夫 田中一弘 大和優子 依田和衛 林裕直 帖佐修平 今井仁 高坂秀子 大和優子 向山郁恵 小野直哉 大前絵理 田中善和

3位 岡崎眞也 上条和之 宮入基治 濱勉 帯川智子 小野直哉 鷲尾裕一 中村茂幸 今井勲 斎藤めぐみ 大前絵理 米山さなえ 依田和衛 鰐川富貴子 宮下英也

3位 林裕直 小野勝俊 堀内忠美 今井仁 小口恭子 片倉和夫 宮入基治 田中一弘 藤原宏治 小松美雪 小池佳奈子 平出美穂香 水上武志 今井弘子 轟裕

優勝 太田知則 林良知 堀内忠美 田中一弘 平出有香 依田和衛 林裕直 宮木遼太郎 宮木颯斗 藤木光平 高橋一博 高坂秀子 大和優子 太田知則 太田智美 今井弘子 藤木光平 有賀瀬菜 林裕直 団体戦

準優勝 林裕直 ⾧田和也 古田成章 市村基春 遠藤千春 片倉和夫 太田知則 横内光 渡辺千秋 浜勉 市村基春 小松美雪 山田史恵 高坂秀子 高坂広志 伊藤京子 今井仁 富士美雪 永野佳次

3位 田中諒 牛越啓太 今井勲 今井仁 唐澤李歩 宮入基治 田中善和 土屋寿夫 中村崇 飯田庄吉 堀内忠美 平出美穂香 平出有香 米山さなえ 依田和衛 小口恭子 堀内忠美 帯川智子 隻本隆之

3位 土肥健一 今井仁 金原寿美子 米山さなえ 小松美雪 小松茂 横尾恵理奈 伊藤明

優勝 吉田由香 谷田智幸

準優勝 向山郁恵 小野直哉

3位 帯川智子 ⾧尾善之

3位 藤森晶子 池上寿広

優勝 今井弘子 太田知則

準優勝 田中志保 田中亮英

3位 藤森晶子 田畑善治

3位

優勝 寺島さやか 土川純平

準優勝 平川彩 市川真吾

3位 ⾧谷川朋美 田中善和

3位 門田ゆりか 林裕直

優勝 太田知則 上条和之 依田和衛 藤木光平 太田知則 田中善和 上嶋弘道 岡田一夫 依田和衛 古田成章 山田史恵 ⾧谷川朋美 宮崎祐子 筒井靖隆

準優勝 小野直哉 ⾧田和也 福沢久雄 今井勲 筒井靖隆 小野直哉 横内光 徳武克佳 片倉和夫 宮入基治 斎藤めぐみ 丸山祐子

3位 田中善和 内木裕 堀内忠美 濱勉 村松拓也 今井友博 増田将洋 保科孝行 福沢久雄 藤森利昭 帯川智子 片倉美和

3位 金井亮太 上嶋弘道 横内光 片倉和夫 河西崇吉 金井亮太 ⿁窪潤 花岡史浩 高坂秀子 大和優子

優勝 太田知則 河西崇吉 矢崎正幸 藤木光平 平川彩 太田知則 田中善和 横内光 角谷彰彦 福沢久雄 藤森利昭 片倉美和 金井有美 山田史恵 太田知則 平出美穂香 有賀辰哉 伊藤綾子 田中善和

準優勝 筒井靖隆 上嶋弘道 依田和衛 福沢久雄 高坂秀子 筒井靖隆 小野直哉 上嶋弘道 岡田和史 北村和巳 浜勉 小松美雪 山田史恵 高坂秀子 高坂広志 斎藤めぐみ 浜勉

3位 今井博一 上条和之 古田成章 堀内忠美 岩崎綾乃 村松拓也 高井翔太 堀江淳史 徳武克佳 片倉和夫 今井勲 平出美穂香 金原寿美子 片倉美和 今井友博 米山さなえ 依田和衛

3位 小野直哉 竹村貴史 田中一弘 金井有美 今井友博 平島健太 有賀辰哉 河村裕貴 田中一弘 藤原宏治 伊藤京子 小野陽子 宮崎祐子 筒井靖隆

優勝 太田知則 宮坂侑弥 堀内忠美 依田和衛 平川彩 今井友博 平島健太 山田湧斗 岩下祐貴 片倉和夫 今井勲 高坂秀子 山田史恵 上原千佳 山田湧斗

準優勝 宮木颯斗 上嶋弘道 矢崎正幸 片倉和夫 岩崎綾乃 河西崇吉 金井亮太 古田成章 宇治誠 福沢久雄 藤森利昭 平川彩 片倉美和 高坂秀子 依田和衛

3位 山田湧斗 ⾧田和也 古田成章 今井勲 斎藤めぐみ 太田知則 田中善和 山崎敦 河村裕貴 高橋一博 藤木光平 斎藤めぐみ 帯川智子

3位 筒井靖隆 内木裕 福沢久雄 小口智 野辺隆浩 上嶋弘道 岡田一夫 上田美香 小室彩

優勝 太田知則 上嶋弘道 片倉和夫 岩崎綾乃 太田知則 田中善和 依田和衛 林和彦 高坂秀子 山田史恵 小平誉利 田中諒

準優勝 今井友博 古田成章 福沢久雄 平川彩 筒井靖隆 小野直哉 福沢久雄 藤森利昭 今井弘子 平川彩 平川彩 小野直哉

3位 小野直哉 名取貴也 今井勲 富井紗香 村松拓也 日下部拓哉 土肥健一 今井仁 小平誉利 金井有美 斎藤めぐみ 岩下祐貴

3位 小林優 山田涼颯 金原寿美子 河西美和 河西美和 河西崇吉

優勝 田中諒 山田航大 今井勲 今井彩 筒井靖隆 小野直哉 片倉和夫 今井勲 上原千佳 岩崎綾乃 上原千佳 小野直哉

準優勝 太田知則 古田成章 田中一弘 岩崎綾乃 村松拓也 宮木颯斗 依田和衛 北村和巳 伊藤京子 斎藤めぐみ 田中志保 田中亮英

3位 宮木颯斗 里見浩介 今井仁 木村妃杏 今井友博 平島健太 田中一弘 藤原宏治 小口みさき 小口雅子 岩崎綾乃 上條琢也

3位 宮坂侑也 上原千佳

優勝 太田知則 上原千佳 依田和衛 今井友博 平島健太 片倉和夫 今井勲 山田史恵 岩崎綾乃

準優勝 筒井靖隆 里見浩介 今井勲 筒井靖隆 小野直哉 依田和衛 北村和巳 伊藤京子 上原千佳

3位 小野直哉 岡智久 矢崎正幸 村松拓也 小平宏 藤木光平 矢崎正幸 高坂秀子 斎藤めぐみ

3位 平島健太
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