
回数 期日

桑名杯　No.1 中里・西村 加地・薮内 保田・広橋

桑名杯　No.2 町田・大場 高橋・大録 田川・田坂

一般　No．1 田中・橋本 菊池・尾形 間宮・加藤

一般　No．2 石井・只隈 米山・原田 藤原・中沢

一般　No．3 佐藤・日下 白井・嵐 飯尾・河田

一般　No．4 岩里・舛田 森・石田 大勝・神長

一般　No．5 小川・松岡 横田・前田 杉本・可知

50才以上 山下・田村 谷村・足立 白砂・柳田

55才以上 飯沼・坂本 小林・岩本 小野・三好

1位 2位 3位

桑名杯　No.1 赤崎・蓬莱 鈴木・桜井 高橋・青木

桑名杯　No.2 竹下・一志 永峯・木村 大塚・片岡

一般　No．1 宮本・関川 堀池・東樹 谷口・松丸

一般　No．2 大谷・国保 川角・兵藤 有馬・松尾

一般　No．3 渡辺・村岡 小山・平田 根本・森本

一般　No．4 古川・本田 井上・神野 神野・星野

一般　No．5 斉藤・鈴木 加藤・土屋 中尾・鈴木

50才以上 二之宮・国広 西牧・箕浦 金剛寺・落合

55才以上 高橋・紺谷 斉藤・布川 桑原・越川

1位 2位 3位

桑名杯　No.1 千葉・熊野 青木・乾 戸田・野村

桑名杯　No.2 宇川・黒川 鳥居・鈴木 真鍋・杉山

一般　No．1 若島・西村 坂田・鳥居 竹内・飯田

一般　No．2 竹内・藤倉 辻・丹野 小俣・鶴岡

一般　No．3 高杉・滝本 水越・望月 工藤・小沢

一般　No．4 姫野・関 関場・織田 原田・松尾

一般　No．5 小野・船橋 三浦・柿沼 田村・今井

50才以上 田渕・村野 中村・山本 坪井・丹波

55才以上 川本・松下 伊藤・寺井 鈴木・中上

1位 3位 2位

桑名杯　No.1 高橋・柚山 加藤・岸宗 上久保・福田

桑名杯　No.2 高橋・堀井 村山・芹沢 土田・中川

一般　No．1 松岡・岩瀬 嵐・大窪 バーンズ・井上

一般　No．2 中田・村上 横田・佐伯 石井・瀬岡

一般　No．3 飯田・小山 三井・新井 茂原・星加

一般　No．4 板倉・大橋 岩田・用瀬 高橋・高橋

一般　No．5 山本・入沢 長谷川・大竹 原田・山本

50才以上 伊豆・矢込 東樹・池部 松丸・河田

55才以上 織田・草水 小野・木村 安達・羽田

1位 3位 2位

ブロック対抗戦

種目 Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック
会場

結果

第1回
1990年
12月
7日

(泉中央)

結果

第2回
1991年
11月
29日

(泉中央)

結果

第3回
1992年
11月
27日

(泉中央)

第4回
1993年
12月
6日

(泉中央)

結果



回数 期日

桑名杯　No.1 天坂・堀田 金井・川崎 今村・福田 山口・渡辺

桑名杯　No.2 土田・清水 村上・小枝 三浦・堀 遠藤・佐藤

一般　No．1 水野・新谷 刑部・猪狩 谷口・臼井 須崎・星野

一般　No．2 高橋・竹沢 鈴木・岡上 橋本・橋口 小林・塚本

一般　No．3 小田・菊池 半田・加藤 伊藤・林 川口・耳塚

一般　No．4 坂口・兵頭 原・平尾 田中・松村 森下・氏家

一般　No．5 中原・三河 山本・鼠屋 宇留野・村上 森川・岡本

50才以上 伊藤・延 原田・米山 桜井・竹繁 小川・岸

55才以上 草生・椛田 柴崎・中村 本間・大友 山下・平田

1位 4位 3位 2位

桑名杯　No.1 嶋田・森末 小野・足立 高梨・和田 岡田・高山

桑名杯　No.2 磯田・谷本 若林・立川 大友・楠田 高松・石川

一般　No．1 高須賀・榎戸 平野・布目 湯山・曽我部 佐久間・山川

一般　No．2 原沢・加藤 谷・坂本 須藤・森 角野・野田

一般　No．3 相川・今鷹 鈴木・牛村 長島・岡田 江田・土屋

一般　No．4 竹中・黒山 信夫・西 朝尾・近藤 山内・渡辺

一般　No．5 井上・小林 佐藤・柴田 小泉・小林 横山・狐塚

50才以上 西室・池田 関場・小山 有馬・武田 白石・坪井

55才以上 平山・稲垣 山本・板谷 白砂・宇野 永井・矢込

2位 4位 1位 3位

桑名杯　No.1 久保・待島 甘粕・青木 田村・佐々木 松浦・黒木

桑名杯　No.2 河野・松田 小畑・渥美 野田・森 太田・原田

一般　No．1 窪田・橋本 田中・楠原 高橋・安藤 境・石崎

一般　No．2 庄司・松本 荷川取・岸宗 林田・北家 渡辺・五十嵐

一般　No．3 岡田・田辺 伊藤・神田 石黒・坂本 加藤・千葉

一般　No．4 福田・上野 河田・塩田 浜野・高橋 中島・島路

50才以上　No.1 岩里・若島 白井・三井 日野・田村 鈴木・斉藤

50才以上　No.2 国保・山本 川角・大関 原田・片岡 永峯・和田

55才以上 遠藤・田渕 善木・碓井 藤原・田村 山下・板倉

2位 1位 4位 3位

桑名杯　No.1 武藤・神野 山根・宇津見 伊藤・森 松島・渡辺

桑名杯　No.2 南部・青野 小森・渡辺 藤森・井一 長谷場・玉堀

一般　No．1 柴崎・高橋 河村・森山 三浦・鳥谷部 両角・柚山

一般　No．2 深田・谷川 若林・宮井 佐藤・池田 重松・高橋

一般　No．3 久保井・冨岡 二瓶・福田 佐々木・高橋 佐藤・遠藤

一般　No．4 横田・木村 田口・細野 吉川・野口 水川・青木

50才以上　No.1 橋山・板谷 石田・平野 神野・星野 大谷・只隈

50才以上　No.2 坂口・蓬莱 牛村・前田 松尾・今井 新井・永嶋

55才以上 村野・田村 西牧・米山 山田・日下 高橋・二之宮

1位 3位 4位 2位

種目

結果

Bブロック Cブロック Dブロック
会場

第5回
1994年
12月
5日

Aブロック

(泉中央)

結果

第6回
1995年
12月
4日

(泉中央)

第7回
1996年
12月
2日

(泉中央)

結果

第8回
1997年
12月
1日

(泉中央)

結果

(雨天のため、決勝戦、3位決定戦はじゃんけん)



回数 期日

桑名杯　No.1 武藤・石黒 高部・白井 長尾・寒河江 小嶋・加藤

桑名杯　No.2 菅原・桑田 後藤・石川 尾崎・金山 窪田・坂井

一般　No．1 柴﨑・高橋 高橋・村山 鳥谷部・藤倉 水川・柚山

一般　No．2 安藤・税田 甘粕・楠 福山・新部 玉堀・長谷場

一般　No．3 待鳥・鈴木 若林・福田 藤森・青木 立原・石原

一般　No．4 吉崎・渡部 磯渕・三上 池田・井一 野沢・小林

50才以上　No.1 小田・西村 原・前田 加藤・松尾 日下・嵐

50才以上　No.2 坂口・内川 稲田・樋口 小沢・原田 只隈・船橋

55才以上 板谷・大原 小山・東樹 飯尾・松丸 小川・姫野

3位 4位 2位 1位

桑名杯　No.1 松村・中村 木村・時本 善如寺・仲手川 小野澤・松岡

桑名杯　No.2 神野・高巣 内原・長澤 山形・原田 小泉・菊池

一般　No．1 太田・相田 山田・井本 戸田・野村 松嵜・岩井

一般　No．2 井上・金居 田口・山野 芦谷・岸本 江成・椎谷

一般　No．3 乾・モラレス由井 二瓶・牧田 荻山・宮武 中林・須田

一般　No．4 若生・南部 辰巳・鈴木 渡辺・新庄 松原・石川

50才以上　No.1 田辺・嶋田 横田・土屋 水嶋・浜野 大谷・両角

50才以上　No.2 黒山・堀口 稲葉・坂本 星野・杉山 佐野・平賀

55才以上 山本・田村 中島・鈴木 竹繁・木村 大録・三浦

1位 3位 2位 4位

桑名杯　No.1 鈴木・宮沢 石坂・長谷川 大道・増田 中野・浅井

桑名杯　No.2 岩井・照沼 小林・三津田 又村・聳城 東・小沢

一般　No．1 丸山・盛 金井・加地 寒河江・塩谷 伊藤・森

一般　No．2 藤原・谷川 末木・武衛 牧野・安藤 古橋・花井

一般　No．3 高橋・谷川 昼間・大関 長尾・森 関口・内田

一般　No．4 芳賀・桑田 渥美・小畑 山崎・和田 早川・丸田

50才以上　No.1 五十嵐・牛川 森・谷 竹内・神長 西谷・竹内

50才以上　No.2 藤平・矢後 栗田・藤井 藤倉・久宗 小林・岡本

55才以上 田中・影山 山本・村上 茂原・高橋 滝本・白石

2位 3位 4位 1位

桑名杯　No.1 桜井・斎藤 上野・荒木 白市・大岡 長田・佐々木

桑名杯　No.2 三上・八木 石丸・鈴木 志田・近藤 大石・横川

一般　No．1 木村・青野 須江・小枝 深津・杉山 林・菊池

一般　No．2 中野・川島 青木・小林 金山・真鍋 秋和・石黒

一般　No．3 金子・伊藤 生形・杉山 名取・田中 伊藤・若林

一般　No．4 吉田・古川 石谷戸・袴田 小泉・大山 東方・山下

50才以上　No.1 松井・新井 坂田・館岡 湯山・高原 塩野・青木

50才以上　No.2 宮田・諸江 山住・塚脇 上松・堀内 岩井・寺坂

55才以上 佐藤・伊藤 原・樋口 神野・田村 三井・鈴木

2位 4位 1位 3位

種目 Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック
会場

結果

第9回
1998年
12月
7日

(横浜国際プール)

結果

第10回
1999年
12月
6日

(横浜国際プール)

結果

第11回
2000年
12月
4日

(横浜国際プール)

第12回
2001年
12月
3日

(横浜国際プール)

結果



回数 期日

桑名杯　No.1 白川・鴨下 大槻・ 森山・河本 宮澤・舘

桑名杯　No.2 辻・田中 富永・ 綿引・ 谷口・原田

一般　No．1 高橋・青木 細野・ 野崎・古川 気賀沢・田村

一般　No．2 我妻・金子 高西・橋本 亀井・東

一般　No．3 清家・中島 宮原・田中 穂積・原 嶋田・梶原

一般　No．4 矢川・飯岡 萩野・ 大貫・ 宮田・相原

50才以上　No.1 渡辺・飯塚 三箇・鼠屋 森・小久保 島路・千葉

50才以上　No.2 高須賀・高橋 長島・石黒 神原・橋場

55才以上 入澤・稲葉 大関・ 原田・石井 松岡・只隈

1位 3位 2位 4位

桑名杯　No.1 平山・上野 今井・福岡 田中・大山 広本・鷲見

桑名杯　No.2 石橋・織井 萱場・武衛 沖・山野井 小畑・今井

一般　No．1 檜垣・佐々木 硎野・小林 平田・小山 荒川・中村

一般　No．2 田中・小林 石角・小林 白市・大岡 林・小野澤

一般　No．3 嶋村・藤本 斉藤・山本 橋本・志田 木下・片田

一般　No．4 釜谷・伊藤 長澤・上野 田村・林 長島・松藤

50才以上　No.1 坂倉・荘山 丹野・佐藤 伊藤・高橋 望月・來嶋

50才以上　No.2 橋本・菊池 武衛・細野 小泉・近藤 野田・一志

55才以上 上条・竹沢 谷・野崎 高原・加藤 嵐・中田

1位 2位 4位 3位

桑名杯　No.1 古久保・半谷 中口・山田 佐久間・遠藤 遠藤・八木

桑名杯　No.2 石川・鈴木 中村・福村 福山・柴田 岩崎・武藤

一般　No．1 渡邊・富山 大原・佐野 加藤・山下 屋敷・高木

一般　No．2 宮本・平山 今井・宇多 森・若松 青木・三上

一般　No．3 鈴木・橋本 糠沢・時田 林・森村 萩生田・加藤

一般　No．4 渡部・上田 内原・中野 仲手川・篠田 古川・富澤

50才以上　No.1 田代・福田 佐伯・高橋 小清水・大里 境・氏家

50才以上　No.2 檜垣・福田 山脇・勝間 最川・栗山 新居・宮田

55才以上 堀口・黒山 横田・津田 浜野・野際 岩井・兼子

2位 3位 4位 1位

桑名杯　No.1 細谷・辻 鈴木・折橋 原口・安藤 村上・室橋

桑名杯　No.2 森中・瀬川 四居・高野 七間・関野 十河・高祖

一般　No．1 宮田・中島 中村・古屋 大道・増田 富田・阿部

一般　No．2 加藤・米岡 上村・田原 田川・浅沼 中村・平松

一般　No．3 川越・下村 中口・山田 亀井・井口 柿沼・佐々木

一般　No．4 広野・山内 北山・今野 伊藤・村上 工藤・太田

50才以上　No.1 兵頭・岡田 田中・星野 田中・杉山 堀・中嶋

50才以上　No.2 太田・山下 芳垣・内藤 朝尾・田村 風間・皆川

55才以上 坂口・中野 前田・宮本 間宮・神長 竹内・境

3位 4位 1位 2位

種目

(横浜国際プール)

Bブロック Cブロック Dブロック
会場

第13回
2002年
12月
13日

Aブロック

(横浜国際プール)

結果 雪の為日程変更になり、選手がそろわず、空白のところに役員が入り行われた。

第14回
2003年
12月
8日

(横浜国際プール)

結果

結果

第15回
2004年
12月
13日

(横浜国際プール)

結果

第16回
2005年
12月
12日


