
会　場 期　日 園　児 低学年女子 低学年男子 高学年女子 高学年男子 一般Ｂ女子 一般Ｂ男子 一般Ａ女子 一般Ａ男子

1回 光幼稚園 1989.11.5 赤池好美・森田哲朗 近藤　美久仁 森田　賢太郎 三浦　昌子 1回 丸田　厚市 佐藤　香織 高田　博雄 橋本　育子 宮田　幸典

2回 旭町体育館 1990.11.12 古木　亜紀子 近藤　美久仁 森田　哲朗 三浦　昌子 2回 丸田　厚市 赤池　芳江 寺尾　　孝 日比野 佳代子 宮田　幸典

3回 総合体育館 1991.9.16 我妻　佳代子 赤池　好美 森田　哲朗 日比野 理恵 3回 富沢　純一 赤池　芳江 成田　　裕 吉田　真紀 丸田　厚市

4回 旭町体育館 1992.9.27 ＊ 赤池　好美 丸田　祐介 日比野 智恵 4回 富沢　純一 日比野 好枝 ＊ 宮崎　知子 吉田　修士

5回 旭町体育館 1993.9.15. 横田　みづき 我妻　佳代子 松島　徹郎 日比野 智恵 5回 森田　哲朗 藤内　美保 大西　卓哉 石川　誠子 森田 哲朗・丸田 厚市

6回 旭町体育館 1994.9.18 横田　怜菜 横田　いつみ ＊ 倉島　みのり 6回 森田　哲朗 赤池　芳江 薄田　雄太 日比野 佳代子 人見　雅樹

7回 旭町体育館 1995.9.15 吉田　早絢 横田　みづき ＊ 赤池　好美 7回 森田　哲朗 ＊ 金田　　寛 赤池　好美 森田　哲朗

8回 旭町体育館 1996.9.15 加藤　　昌 横田　みづき 長野　　澄 横田　いつみ 8回 松島　徹郎 赤池　芳江 加藤　　敦 赤池　好美 森田　哲朗

9回 旭町体育館 1997.9.23 山本　健吾 吉田　早絢 長野　　澄 横田　いつみ 9回 ＊ 平田　幸子 川畑　正輝 澤木　可奈子 森田　哲朗

10回 総合体育館 1998.9.15 上田　統悟 吉田　早絢 赤池　　頼 上田　ことみ 10回 折井　駿 信川　真智子 森田　哲朗 赤池　好美 丸田　祐介

11回 総合体育館 1999.9.23 ＊ ＊ 赤池　　頼 上田　ことみ 11回 折井　駿 信川　真貴子 金田　　寛 赤池　　舞 森田　哲朗

12回 総合体育館 2000.9.15 ＊ ＊ 上田　統悟 上田　ことみ 12回 折井　駿 折井　紀子 ＊ 赤池　　舞 田中　雄介

13回 総合体育館 2001.9.15 内野　翔太 内山　智加 ＊ 岡崎　舞奈 13回 赤池　頼 谷口　公重 瓜　　 真守 中田　侑歩 篠塚　秀樹

14回 ｻﾝ町田旭体育館 2002.9.22 小沼　　裕 阿部　南美 藤田　隆之介 内山　智加 14回 中田　航 作山　澄 松本　恭兵 中田　侑歩 篠塚　秀樹

15回 ｻﾝ町田旭体育館 2003.9.20.2 五十子　大貴 高木　　萌 藤田　隆之介 高木　　盟 15回 村田　光遥 高木　　優 松本　恭兵 中田　侑歩 石井　政幸

16回 ｻﾝ町田旭体育館 2004.9.19 藤田　将徳 平原　美樹 藤田　隆之介 内山　智加 16回 前田　響平 高木　　優 村田　光遥 中田　侑歩 瓜　　 真守

17回 ｻﾝ町田旭体育館 2005.9.18 吉田　彩花 櫻井　友香 内野　翔太 高木　　萌 17回 熊谷　　空 中田　未来 川端　芳彰 中田　侑歩 山口　翔平

18回 ｻﾝ町田旭体育館 2006.9.17 遠藤　彩夏 遠藤　友香 小宮　四海 高木　　萌 18回 内野　翔太 高森　萌子 川端　芳彰 内山　智加 丸田　祐介

19回 ｻﾝ町田旭体育館 2007.9.16 山口　維吹 遠藤　友香 内野  隼汰 後藤　萌 19回 内野　翔太 高森　萌子 高森　峻 磯谷　一美 山口　翔平

20回 ｻﾝ町田旭体育館 2008.8.9.10 横川　絢心 橋本　千聡 内野  隼汰 青木　奈都美 20回 吉澤　陸 神田　沙織 高森　峻 内山　智加 村田　光遥

21回 ｻﾝ町田旭体育館 2009.9.27 勝田万里奈・高松豪汰 相原　姫奈 橋本　響 西田　葵 21回 高山　皓平 佐藤　望 吉澤　陸 内山　智加 山口　翔平

22回 ｻﾝ町田旭体育館 2010.9.26 勝田万里奈・若杉憲伸 竹中　好香 飯沢　亮介 秋山　優香 22回 岡部　圭 酒井　紫音 小山田　善太 内山　智加 大谷　友一朗

23回 ｻﾝ町田旭体育館 2011.9.25 石坂　漣 勝田　優莉奈 小関　智也 石井　星名 23回 佐藤　豊 秋山　優香 岡部　克海 高森　萌子 大谷　友一朗

24回 ｻﾝ町田旭体育館 2012.9.23 岡部明日香・古大内千景若杉　結衣 若杉　憲伸 原澤　ひかり 24回 三原　旭洋 楠美　杏花利 岡部　　圭 ＊ 瓜　真守

25回 ｻﾝ町田旭体育館 213.8.17.18 畠山　芽唯 石坂　漣 齋藤　瑠 前田　礼和子 25回 井原　歩夢 猪俣　柚子香 岡部　　圭 内山　智加 伊藤　新太

26回 ｻﾝ町田旭体育館 2014.9.28 元井　翠・櫻井　飛和 石坂　漣 井原　明日希 嘉数　渚 26回 横田　晃樹 宮川　敦子 萩生田　純宇 内山　智加 鷲見　一真

27回 ｻﾝ町田旭体育館 2015.9.27 小倉 美優・矢野 豊士 岡部　明日香 阿部　壮吾 前田　涼子 27回 四 　隆彦 嘉数　渚 富樫　力丸 石塚　春美 鷲見　一真

28回 ｻﾝ町田旭体育館 2016.9.25 矢野 登良・矢野 豊士 中村　芽生 櫻井　飛和 前田　涼子 28回 四 　隆彦 櫻井　いろは 増田　伊慧 猪俣　柚子香 天坂　竜也

29回 ｻﾝ町田旭体育館 2017.9.24 髙橋舞衣・古大内千里 四 　優花 櫻井　飛和 前田　涼子 29回 四 　隆彦 大場　美咲 増田　伊慧 猪俣　柚子香 天坂　竜也

30回 ｻﾝ町田旭体育館 2018.8.12 重田 梨那・馬場 律英 重田　菜那 阪田　洸 畠山　芽唯 30回 櫻井　飛和 大澤　博子 ＊ 櫻井　いろは 天坂　竜也

31回 ｻﾝ町田旭体育館 2019.9.21 樋口 瑠美・岡田 維吹 大友　蓮 樋口　涼也 四辻　優花 31回 伊藤　将希 大澤　博子 廖　亮輔 猪俣　柚子香 四辻　隆彦

32回 ｻﾝ町田旭体育館 2020.11.1 渡邉　好香 樋口　瑠美 若菜　優誠 四辻　優花 32回 伊藤　将希 肥沼　実結布 田島　忠幸 堀場　若菜 四辻　隆彦

＜市内の部＞

優　　勝　　者　　一　覧 優　　勝　　者　一　　覧

<市内の部>



会　場 期　日 ｵｰﾌﾟﾝC女子 ｵｰﾌﾟﾝC男子 ｵｰﾌﾟﾝB女子 ｵｰﾌﾟﾝB男子 ｵｰﾌﾟﾝA女子 ｵｰﾌﾟﾝA男子

 ３回総合体育館 1991.9.16 ＊ ＊ ＊ ＊ 坂野　省美 中田　大輔

 ４回旭町体育館 1992.9.27 ＊ ＊ 佐川  ますみ 赤祖父  伸也 日比野 佳代子森　 　琢磨

 ５回旭町体育館 1993.9.15. ＊ ＊ 井手　昭子 菅原　茂人 鈴木　美穂 中田　大輔

 ６回旭町体育館 1994.9.18 ＊ ＊ 影山  代利子 小沢　英樹 ＊ 丸山　浩之

 ７回旭町体育館 1995.9.15 ＊ ＊ 相沢　寿枝 莇　　 益和 ＊ 照井　貴之

 ８回旭町体育館 1996.9.15 ＊ ＊ 広瀬　由実 福世　知行 鍵田　ひとみ 阿部　博司

 ９回旭町体育館 1997.9.23 土岡  美奈子 大久保  直人 中澤　直美 清水　雅之 広瀬　由実 岡嶋　正治

10回 総合体育館 1998.9.15 吉田  加奈絵 石川　拓康 加藤　貴子 嶋田  隆之介 中田　侑歩 石川　秀康

11回 総合体育館 1999.9.23 田中　愛梨 内田　智也 幡野  怜美依 田中　雄介 加藤　樹里果 嶋田  隆之介

12回 総合体育館 2000.9.15 廣田  麻里衣 川島　達也 田中　愛梨 中原  裕太郎 赤池　　舞 田中　雄介

13回 総合体育館 2001.9.15 野村　真衣子 山本　文太 高橋　ひかり 望月　広太 中田　侑歩 田中　雄介

14回 ｻﾝ町田旭体育館 2002.9.22 冨岡　恭子 佐倉　豪 内山　智加 加藤　尭彦 中田　侑歩 人見　雅樹

15回 ｻﾝ町田旭体育館 2003.9.20/21 関口　裕美 佐倉　豪 関　　友里会 田井　秀幸 川尻　名緒 中田　大輔

16回 ｻﾝ町田旭体育館 2004.9.19 高木　　萌 Herrmann Tobia 内山　智加 木口　暁遥 川尻　名緒 人見　雅樹

17回 ｻﾝ町田旭体育館 2005.9.18 宇田川　栞 脇田　洋介 松尾　恵梨佳 馬場　圭佑 川尻　名緒 中原　裕太郎

18回 ｻﾝ町田旭体育館 2006.9.17 新谷　実佑 深井　圭一郎 村山　優里 脇田　洋介 松尾　恵梨佳 長崎　峻侑

19回 ｻﾝ町田旭体育館 2007.9.16 高野　舞鈴 森　晴太郎 新谷　実佑 安藤　巧 中田　侑歩 長崎　峻侑

大橋　朔良 森　晴太郎 森　ひかる 菅原　正視 音成　眞紀子 石川　秀康

国際団体 国際女子 国際男子

Super Japan Wang Yun Ito Masaki

会　場 期　日 ｵｰﾌﾟﾝC女子 ｵｰﾌﾟﾝC男子 ｵｰﾌﾟﾝB女子 ｵｰﾌﾟﾝB男子 ｵｰﾌﾟﾝA女子 ｵｰﾌﾟﾝA男子

21回 ｻﾝ町田旭体育館 2009.9.27 梶山　明音 石井　祐雅 松本　らな 折田　侑翼 松尾　恵梨佳 石川　秀康

22回 ｻﾝ町田旭体育館 2010.9.26 岡田　灯音 石井　徹 関口　叶恵 古内　丈久　 倉持　真央 棟朝　銀河

23回 ｻﾝ町田旭体育館 2011.9.25 山﨑　さくら 袴田　隼矢 岡嶋　里歩 川井　郁生 森　ひかる 棟朝　銀河

24回 ｻﾝ町田旭体育館 2012.9.23 加藤　優実 高橋　優斗 薄井　琴未 新谷　亮介 中村　優希 安藤　諒

国際団体 国際女子 国際男子

Hawaii Senter Sydney Moore Zachary

会　場 期　日 ｵｰﾌﾟﾝC女子 ｵｰﾌﾟﾝC男子 ｵｰﾌﾟﾝB女子 ｵｰﾌﾟﾝB男子 ｵｰﾌﾟﾝA女子 ｵｰﾌﾟﾝA男子

26回 ｻﾝ町田旭体育館 2014.9.28 貫井　綺羅 渡邊　康嗣 廣瀬　礼奈 渡邊　匠 佐藤　優菜 伊藤　佑規

27回 ｻﾝ町田旭体育館 2015.9.27 片山　藍 山本　隆世 佐藤　友咲 永田　泰我 徳永　唯花 芝尾　慧

28回 ｻﾝ町田旭体育館 2016.9.25 八木　茉那 小林　楽粋 矢ヶ部　楓 押田　和真 中村　優希 明石　凌

29回 ｻﾝ町田旭体育館 2017.9.24 小栁津　楓花 三木　瑛斗 塚本　未桜 野口　祐治 松波　愛里 明石　凌

山崎　虹香 江尻　愛翔 今泉　愛生 阿久津　瑛拓 岡田　楓花 小松　駿

国際団体 国際女子 国際男子

Hawaii Senter Sydney Kelsen onigama

会　場 期　日 カテゴリーC女子カテゴリーC男子カテゴリーB女子カテゴリーB男子カテゴリーA女子カテゴリーA男子

31回 ｻﾝ町田旭体育館 2019.9.22 髙田　理世 三本松博希 関　未優 阿久津　瑛拓 岡田　楓花 小松　駿

32回 ｻﾝ町田旭体育館 2020.11.3 松本　結花 三木　湊斗 山田　ゆい 四辻　隆彦 岡田　楓花 本橋　政希

　優　勝　者　一　覧
＜オープンの部＞

20回 ｻﾝ町田旭体育館 2008.8.9/10

30回 ｻﾝ町田旭体育館 2018.8.11/12

25回 ｻﾝ町田旭体育館 2013.8.17/18


