
No 団体戦チーム名 総得点 順位

1 東村山センター　カワセミ 鷹箸　淳 新田山勝夫 関根多三江 梶原敏明 長原信二 662 1
2 くにたち吹矢３５赤 原　和博 小坂　福宥 坂井　孝章 門脇　郁子 豊福清二 640 2
3 ART３５いなぎ支部　松 塩島恵子 笹子和弘 湯浅　弘 原　良雄 末松茂孝 632 3
4 ダーツ1010支部 能見　康夫 中原　ヨシ 柳瀬　正治 富川　久仁夫 岡庭　美智子 632 4
5 稲城Ｃ３５  A 吉田泰定 長谷川敏雄 原田皓一 鈴木幸義 添野敏彦 628 5
6 ダーツ１０１０東和（チーム東和） 栗原　伸二 糸井　政道 安田　君代 　福島　勲 秋葉　節子 628 6
7 武蔵都筑町田　Ｂ 小林　静子 上村　茂樹 小勝　　彰 山田 一二美 都築　德良 622 7
8 ダーツ１０１０北足立舎人 坂本正彦 鈴木務 長谷川英輝 高橋敏初 吉村正男 620 8
9 多摩市中央支部 B 岩崎　健重 中村　智恵子 中村　公二 久保田　隆 桜井　三枝子 614 9
10 杉並中央Ａ 溝田啓子 小林春夫 圓子千香子 平　久美子 広瀬　功 614 9
11 ダーツ１０１０東和（NACK) 星川　　修 岩澤　文夫 梅沢　千恵子 村越　寛 横溝　礼子 610 11
12 まつざわ　Ａ 圓道　啓子 仲川貴美子 片平　信子 中島　康雄 山口　公子 608 12
13 ART３５いなぎ支部　竹 山口秀和 木戸博光 長尾剛 伊王野耕二 松井英幸 608 12
14 多摩市中央支部 A 小林　勝利 船台　敏勝 山田　信彦 上野　美知子 横山　栄子 606 14
15 ダイヤモンド5　-A 大橋　英夫 小山　浩一 内野　梅夫 畑　宰勝 堀部　良紀 604 15
16 昭島ドリーム2011　Ａ 山下照男 三内明美 梅田正宏 福崎節子 内川清美 602 16
17 ダーツ１０１０東和（チーム神明） 石黒　寛明 宇田川　ひとみ柳沼　希博 小嶋　政彦 大角　登美枝 601 17
18 東京日野 伊藤友次 野崎賀一 栁澤　憲彦 本庄和彦 曽我眞理子 601 17
19 府中けやき支部Ａ 松本　治夫 畑中　茂 滝口　清 富田　博之 大木　和彦 600 19
20 中央区さんさん銀座支部 土屋　智子 葉山ゆう子 林　ふじ子 鈴木　弘美 小野瀬　淳子 598 20
21 多摩落合くれない支部 B 羽鳥　正幸 武市　弘信 川床　貫之 石井　泰介 宮本　利隆 597 21
22 昭島シニア支部 中山　美智子 細野　栄一 熊田　浩子 梅﨑　輝夫 原田　明徳 597 21
23 シルクロード大和田 本島　隆康 辻　昭夫 大房　正男 久保山　嘉男 夛田　滋 597 21
24 むさし国分寺支部 伊藤　広行 土田　貢司 山田　　実 伊東　国重 四宮　健男 596 24
25 港区三田 小野瀬　祥 梅谷　辰男 湯田　源一 坂上　直樹 西岡　房夫 596 24
26 多摩市中央支部 D 坂本　弘道 高橋　誠一 大原　洋子 重本　久美子 杉山　敏宏 594 26
27 杉並中央Ｂ 赤木勝利 庵地篤彦 小林栄子 新庄美紀子 中田正子 592 27
28 小金井桜 合津恒久 磯谷亮子 杉山勝英 松島とし子 萩原和男 592 27
29 多摩市くれない支部　A 木城　育子 松田　百合子 青木　悦子 武井　清 佐藤　憲久 592 27
30 銀座月曜会支部 児玉　哲也 園田　晴子 山田　まゆみ 臼井　幸 本吉　淑郎 591 29
31 港区白金 角谷　正治 河口　真砂子 田中　清善 中原　成子 羽田　厚子 590 30
32 立川支部Ａ 清水淳男 三沢盈波 金子幸夫 山田栄子 下遠野　勝 590 30
33 ダーツ1010すみだ桜支部Ｅ 鈴木久美子 松山咲子 後藤　俊也 割貝嘉津央 角田貞司 590 30
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