
第３回 東京東総支部スポーツ吹矢大会  団体順位

所　　属 順位 合計 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

サザンさわやか倶楽部　Ｂ 1 54 久保　勇介 島田　俊雄 金子　龍吉 清水　洋子 浅香　弘子

吹き矢クラブ梅若　Ｂ 2 54 榊原　庸光 西澤　清永 後藤　哲也 本多　清司 佐久間　要蔵

荒川峡田支部 3 52 濱野  仁一 中村　昇 高山  順子 平塚  誠二　 高橋  勝

サザンさわやか倶楽部　Ａ 4 52 吉岡　久夫 山田　道夫 古市　繁 加藤　武司 渡辺　基行

松戸支部楽吹会　Ｄ 5 52 甲田　道夫 長柄　治子 輿水　輝雄 田村　佳子 秦　英明

八柱クラブ　Ｂ 6 51 喜島　セツ 中本　利江 岡田　順子 遠藤　ふく子 神山　イト子

twitter 6 51 中山　玲子 三島　八三 松永　昭 中山　義行 上田　まゆみ

ＮＡＣＫ 8 50 鈴木　信明 発地　康夫 鈴木　敬子 横溝　礼子 樺沢　春子

本家北千住　Ａ 8 50 横田　芳子 御園　栄子 永田 正英 持田　洋一 佐藤　孝

本家北千住　Ｂ 8 50 千葉　繁機 上坪　勇 鈴木　計子 平塚　幸弘 柳瀬　正治

小梅吹き矢　B 8 50 中堤　和江 内田　千枝子 田中　栄子 土山　理恵子 川口　弘子

ブローダーツ東和　Ｂ 8 50 安田　君代 久保　久実子 小野　友子 北村　政子 町田　恭子

松戸支部楽吹会　Ｃ 8 50 長柄　正隆 一戸　欣二 岡本　ひでじ 木内　省吾

西竹ノ塚 8 50 石田　陸奥夫 細田　昌夫 平澤　義征 木村  紗伽 安斎  揺愛

保健センター 15 48 八巻　一四 本間　　茂 渡辺　静子 渡辺　真智子 上村　一子

足立舎人同好会　Ａ 15 48 杉田  政男 坂本  正彦 石田  潔 大友  るり子 大貫  茂子

松戸支部楽吹会　Ａ 15 48 丸山　堯久 岩崎　信治 石居　博 小松田　昭雄 小松田  幸子

江東レッドアロー　Ａ 15 48 鈴木　孝枝 泉澤　義孝 鹿嶋田　正 坂本　龍斗 佐野　謙二

足立舎人同好会　Ｂ 15 48 梶谷  友孝 木村  壬一 内城  信美 新道  恵子 小島   一子

松戸支部楽吹会　Ｂ 15 48 嘉成　誠之 市野渡　眞 播田　公子 稲垣　典子 黒川　牧子
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スポーツ吹矢立花 15 48 角田貞司　 関　弘忠 関　サト 手呂内　シズ 宮沢　拓夫

みどり吹矢クラブ 15 48 関　悟郎 野村　正次 遊佐　栄二 寺崎　和夫 大屋　秀夫

大谷田混成 23 46 川村　宣久（大谷田）　　 高橋　須美子（大谷田） 岡上　しずえ（大谷田） 比嘉　清哲（浅草） 丸山　武（江東ﾚｯﾄﾞｱﾛｰ）

町屋BG　B 23 46 渡邉　新一郎 鈴木　博 五十嵐　利久也 吉池　洋子 石井　美晴

曳舟吹矢サークル 23 46 槌矢　弘道 荒井　絹枝 白石　久子 佐々木　富久 秋山　みち子

ブローダーツ東和　Ｃ 23 46 水戸　まさみ 赤間　みゆき 佐藤　勝喜 三浦　安子 山根　道夫

松戸支部楽吹会　Ｅ 23 46 大塚　雄三 川島　弘毅 尾崎　由美子 渡辺　浩志 原田　多鶴子

ブローダーツ東和　Ａ 28 44 梅沢　千恵子 小山　寿晴 山本　章一 増田　正子 橘　弘子

小松菜クラブ　Ａ 28 44 内藤　恵一 保川　弘実 常盤　盛彦 森　弘美 矢作　友司郎

浅草支部　A 30 43 宮岡  摩佐雄 飯塚  初江 雪入  義明 飯田  和子 角田  マサ江

葛飾亀有　Ａ 31 42 長尾　隆一 清水　庄一 篠崎　智子 青木　健次 柴崎　正

小梅吹き矢　A 31 42 渡辺　　量 田中　龍夫 土山　憲幸 吉田　祐康 矢野　好次

スポーツ吹矢向島　Ｃ 31 42 鈴木　充 川畑　文江 深野　栄子 三瓶　邦彦（保健）

町屋BG　A 31 42 澤野　智三 風間　勲 勝山　袈人 山田　ゆかり

江東レッドアロー　Ｂ 31 42 酒井　正夫 矢野　正照 長谷川　三郎 渡瀬　治二 玄葉　裕美

本家北千住　Ｃ 31 42 井上　三郎 石黒　寛明 いいくら　昭二 鹿浦　和久

本家北千住　Ｄ 31 42 横田　松子 森沢　千代子 飛田 八重子 近藤　林二

曳舟＆フラワー 31 42 高橋　みどり（曳舟） 山崎　文子（曳舟） 川野 和子（ﾌﾗﾜｰ） 片桐 道子（ﾌﾗﾜｰ） 飯塚　俊一（梅若）

小松菜クラブ　Ｂ 31 42 山田　裕里 岡部　桂子 石橋　君夫 石橋　勇治 石橋　和江

AHクラブ 31 42 村越　寛 小山　あけみ 鈴木　重雄 森田　久美子 池田　央子
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葛飾亀有　Ａ 31 42 鈴木　美智恵 加藤　勝彦 吉田　繁价 山内　陽子

葛飾支部 42 40 坂田　豊 阿由葉　賢二 小屋　信雄 東島　久雄 井上　辰吉

吹き矢クラブ梅若 Ａ 42 40 松井　クニ 松山　咲子 松井　啓子 鈴木　久美子 中田　富男

すみだ吹矢 42 40 市之瀬　隆治 耿　燈功 山仲　正躬 増田　市郎 片田　禎子

八柱クラブ　A 42 40 安達　建治 吉田　淑子 田邊　武子 竹内　章 前田　洋子

青井住区 46 38 河野   闊 　 関　洋三 関　啓子 横溝　隆(NACK)

スポーツ吹矢向島　Ａ 46 38 中川　智影 中川　清 中川　倭子 小林　弘子 宮本　花子

読売文化町屋　Ａ 48 36 坪山　倭士 佐々木　金一 宇津木　信子 佐藤　きみ 関口　昌三

読売文化町屋　Ｂ 49 35 内田　昌宏 西村　暢夫 佐藤　浩二 鈴木　年栗 津島　洋子

浅草支部　B 50 32 奈須川  光夫 森山  達子 伊藤  靖子 桑山  邦子 須藤 　昭夫

文花支部 50 32 福井　邦男　 鈴木　りん 宮田　美矢子 小林　健次（花畑）

スポーツ吹矢向島　Ｂ 52 31 森山　郁子 関亦　ふみ子 木村　ヨシ 大場　圭珠子 赤城　奈美

フリー　Ａ 53 26 濱野 喜代子（荒川峡田） 植村　和晃（すみだ） 佐久間　一枝（小梅） 中村　明（サザン）
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