
５０年秋季 優勝 中野 箕浦 元年春季 優勝 荒木 渡辺（順）

準優勝 杉本 柴山 準優勝 山本（審） 柴山（積）

５１年秋季 優勝 早瀬 柘植 元年秋季 優勝 山本（栄） 古川

準優勝 北村 下地 準優勝 牧 水野（美）

５２年秋季 優勝 後藤（謙） 恒川 ２年春季 優勝 正木 正木

準優勝 須崎 奥野 準優勝 三好 鬼頭

５３年秋季 優勝 麻生 大江 ２年秋季 優勝 山川 木本

準優勝 早瀬 柘植 準優勝 大村 高瀬（美）

５４年春季 優勝 浅井（敬） 長島（要） ３年春季 優勝 吉野 本多（千）

準優勝 美浜 水谷 準優勝 安達（正） 柘植

５４年秋季 優勝 長島（千） 古川 ３年秋季 優勝 伊藤（博） 水野（美）

準優勝 日比野 内藤 準優勝 加藤（喜） 山川

５５年春季 優勝 近藤 堀内 ４年春季 優勝 牧 塚島

準優勝 小林 田中 準優勝 安間（哲） 森川（和）

５５年秋季 優勝 青柳 渡辺（順） ４年秋季 優勝 荒木 鈴木（隆）

準優勝 浅井（隆） 北村（美） 準優勝 土岐 山川

５６年春季 優勝 須崎 兵藤 ５年春季 優勝 天野（恵） 鈴木（邦）

準優勝 髙井 高羅 準優勝 牧 塚島

５６年秋季 優勝 今井 丸山（園） ５年秋季 優勝 杉山（靖） 安江（和）

準優勝 正木 柳井 準優勝 河野 河野

５７年春季 優勝 髙井 高羅 ６年春季 優勝 浅井　忍 笠井 明

準優勝 出川 熊谷 準優勝 水本　信男 山田　節子

５７年秋季 優勝 柘植 出川 ６年秋季 優勝 横田　忍 磯部　千代子

準優勝 下地 加藤（喜） 準優勝 加藤　幸郎 加藤　喜久子

５８年春季 優勝 堀内 鈴木 ７年春季 優勝 吉野　竹夫 加藤　美也子

準優勝 牧 小栗 準優勝 和泉　治義 藤原　宏子

５８年秋季 優勝 児玉 後藤（修） ７年秋季 優勝 河野　篤 河野　久美子

準優勝 守住 正木 準優勝 岩田　正弘 岩田　和子

５９年春季 優勝 清水 生田 ８年春季 優勝 中川　宏一 鈴木　亮太

準優勝 高橋（温） 高羅 準優勝 八木　正敏 鷲見　昭憲

５９年秋季 優勝 長島（千） 伊藤（友） ８年秋季 優勝 塚島　宏 田中　みや子

準優勝 水本 杉浦 準優勝 牧　靖典 久野　貴子

６０年春季 優勝 浅井（桂） 浅井（忍） ９年春季 優勝 天野　周子 三上　昌

準優勝 永井 高羅 準優勝 岡本　綾子 横井　豊

６０年秋季 優勝 守住 正木（司） ９年秋季 優勝 生田　操 大橋　利雄

準優勝 永井 高羅 準優勝 安江　和夫 野嵜　八重子

６１年春季 優勝 森（喜） 安江（勤） １０年春季 優勝 橋本　武夫 五藤　好太郎

準優勝 早川（信） 宮崎 準優勝 柘植　光彦 片桐　清香

６１年秋季 優勝 森（喜） 安江（勤） １０年秋季 優勝 児玉　勇 水野　美子

準優勝 児玉 鷲野 準優勝 磯部　雄一郎 内藤　淳夫

６２年春季 優勝 児玉 加藤（喜） １１年春季 優勝 松島　巌夫 松島　安子

準優勝 赤松（宏） 赤松（創） 準優勝 片平　義洋 村田　加寿子

６２年秋季 優勝 赤松（宏） 赤松（創） １１年秋季 優勝 山田　建夫 浅井　忍

準優勝 本多（千） 柴山 準優勝 浅野　廣重 森川　弘之

６３年春季 優勝 近藤（明） 阿部（享） １２年春季 優勝 森川　弘之 浅野　廣重

準優勝 古川 山本（栄） 準優勝 和泉　治義 鈴木　洋二

６３年秋季 優勝 児玉 加藤（喜） １２年秋季 優勝 川辺　利行 浦山　和典

準優勝 水本 五十嵐 準優勝 澁谷　勝也 菅沼　康作

春季（柴田杯）・秋季（杉山杯）会長杯　歴代優勝・準優勝



１３年春季 優勝 佐藤　豊 石田　玲子 優勝 安江　和夫 藤田　裕子

準優勝 田中　みや子 水野　美子 準優勝 宮田　敏男 荻原　雄一

１３年秋季 優勝 花村　英雄 花村　良子 優勝 村上　実 竹内　かづゑ

準優勝 水本　信男 山田　節子 準優勝 上田　秀子 上田　昇

１４年春季 優勝 須藤　寛 三宅　隆信 優勝 岡本　益穂 佐藤　栄子

準優勝 立松　美津江 佐藤　栄子 準優勝 村上　実 竹内　かづゑ

１４年秋季 優勝 山田　たか子 石田　真栄 優勝 束村　恭輔 太田　初

準優勝 片平　義洋 高田　いと 準優勝 山田　敏一 山田　慶子

１５年春季 優勝 中野　照子 山田　慶子 優勝 佐藤　朋子 川口　恵子

準優勝 鈴木　勲 岡田　かつ子 準優勝 宮田　敏男 荻原　雄一

１５年秋季 優勝 谷　明美 窪寺　百合子 優勝 森　明仁 赤塚　勝純

準優勝 佐藤　明夫 佐藤　ちはる 準優勝 山内　雪 井手　知恵子

１６年春季 優勝 高田　いと 牛田　徹 優勝 野村　美佐恵 山田　慶子

準優勝 和泉　治義 片平　義洋 準優勝 三輪　圭子 山田　幸代

１６年秋季 優勝 大岩　鉱三 森下　真紀子 優勝 盛田　文子 阿部　真由美

準優勝 橋本　武夫 五藤　好太郎 準優勝 山田　慶子 野村　美佐恵

１７年春季 優勝 飯田　博道 飯田　久恵 優勝 三島　麻美子 横井　佳子

準優勝 天野　正博 山口　清香 準優勝 渕下　はるみ 脇田　芳徳

１７年秋季 優勝 川岸　早春 川岸　ひろ子 優勝 磯野　春海 森川　弘之

準優勝 立松　康則 立松　美津枝 準優勝 近藤　宏 安江　和夫

１８年春季 優勝 寺本　博 寺本　協子 優勝 横田　誓子 森田　裕子

準優勝 川岸　ひろ子 川岸　早春 準優勝 中井　良子 田中　夕芋子

１８年秋季 優勝 佐藤　明夫 佐藤　ちはる 優勝 石黒　隆雄 櫻井　裕子

準優勝 田中　昌子 中井　良子 準優勝 鶴田　年行 山嵜　道子

１９年春季 優勝 立松　康則 立松　美津枝 優勝 梅木　澄子 小川　弘之

準優勝 野口　美枝子 兼岩　文江 準優勝 高谷　繁雄 窪寺　百合子

１９年秋季 優勝 加藤　正 山田　たか子 優勝 脇田　芳徳 渕下　はるみ

準優勝 亀井　龍司 入木　富士子 準優勝 長瀬　尚久 武田　径子

２０年春季 優勝 山口　清香 山本　純弘 

準優勝 野嵜　八重子 水野　弘子

２0年秋季 優勝 恒川　宜久 五十嵐　秀一

準優勝 近藤　成二郎 太田　初

２１年春季 優勝 田中昌子 中井　良子

準優勝 児玉　勇 森下　真紀子

２１年秋季 優勝 加藤　真司 加藤　啓子

準優勝 三宅　隆信 中川　宏一

優勝 石黒　瑞江 杉浦　重光

準優勝 亀井　龍司 入木　富士子

優勝 森　明仁 加藤　敏子

準優勝 角　三和子 西　まり子

優勝 川口　恵子 櫻井　由美子

準優勝 科野　宏蔵 森田　裕子

優勝 鈴木　勲 高村　厚美

準優勝 児玉　勇 森下　真紀子

優勝 角　三和子 西　まり子

準優勝 森　慧子 田中　夕芋子

優勝 入木　富士子 天野　周子

準優勝 佐藤　悦巳 佐藤　朋子
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