
60～64歳 斉藤 柴 山田 秋山
65～69歳 鈴木 上原 大村 田嶋

70～74歳（ｲ） 冨樫 市川 池田 櫻井
70～74歳（ロ）

75～79歳 間渕 杉山 内山 永田
80～84歳 古畑 手嶋 斉藤 坂本
85歳以上 水野 本間 秋山
60～64歳 早川 板垣 稲本 橋本
65～69歳 松浦 内海 花村 松浦
70～74歳 谷野 篠ケ谷 山本 松村
75～79歳 太田 片山 中塚 斉藤
80歳以上 袴田 坂本 杉山 青柳

清　雄策 静岡市 笹下　雄司 静岡市 平岡　正義 静岡市 谷　昭仁 静岡市
小島　昭司 浜松市 遠藤　哲司 富士宮市 古川　 静岡市 尾上　元 静岡市
岩田　和彦 静岡市 竹越　友昭 藤枝市 長田　義男 沼津市 久保田　陽一 静岡市
松葉　範康 裾野市 若林　丈則 藤枝市 成尾　直紀 静岡市 大石　雅己 富士市
小川　秀明 富士市 木下　俊也 静岡市 高成田　豊 藤枝市 伊田　博雄 沼津市
田中　克巳 掛川市 与田　道広 裾野市 内藤　桂次 焼津市 杉井　久夫 藤枝市
野村　千和子 掛川市 松村　不二子 静岡市 鈴置　史子 富士市 玉木　茂子 藤枝市
長田　良子 静岡市 堀川　敏江 静岡市 前島　操 富士市 鈴木　純子 富士市
山本　とも江 袋井市 鈴木　結子 島田市 繁田　妙子 静岡市 太田　典子 静岡市
金子　次代 静岡市 後藤　美智子 富士市 大村　由美子 富士市 萩野　富美子 静岡市

60歳以上 松本　登志雄 田島　正保
（ダブルス） 石川　秀明 多田　統善

60歳以上 杉山　登子 澤田　きよ子 蒔田　求
（ダブルス） 長谷川　三世子 望月　道美 河角　あつ子

男子70歳以上 石川　延房 加納　好勝
女子60歳以上 板垣　あけみ 松本　美津子

山田　晃 佐藤　匡宏 渡辺　忠司
由比藤　文子 西ヶ谷　壮 木村　操
出口　はるみ 芳村　純子 樋口　和男
戸田　幸利 杉山　晟
谷野　成由 笹沼　寛　
安形　章子 野村　江美子
松永　紹夫 原木　稔裕
佐藤　武政 佐々木　文義

ソフトボール 掛川シニア 焼津パワーズ 藤枝シニアクラブ 磐田シニアクラブ
ゲートボール 磐田中央 引佐奥山 いなさクラブ

チーム長泉 伊豆の国土手和田E 富士鷹岡A
函南A 沼津今沢長寿会
浜松丸美会B 函南パサディナD
函南パサディナE 函南パサディナC

裾野文寿クA 伊豆の国土手和田A

ゴルフ 山田　嗣雄 青木　謙侍 三浦　三作
3キロ男子 鈴木　淳一 田中　紘行 山田　定幸 川村　藤一 河西　悦宏 長谷川　菊三郎
3キロ女子 片山　眞理子 内田　光子 那須　昌子 西郷　すみ江 種茂　和子
5キロ男子 隅　章二 石村　親巳 花平　諭 内川　哲英 山口　英彦 小澤　壯吉
5キロ女子 松田　玉貴 田村　朝代 瀧　とも子 河合　久和子 山田　千津子 石上　みよ
10キロ男子 保坂　好久 増田　昌康 三橋　紀男 松永　喜吉 岩田　忠義 金田　公
10キロ女子 八木　さちよ 鈴木　由利子 杉山　信子
一部（70歳まで） 杉本　信博 磐田市 大山　哲司 島田市 石川　正行 藤枝市
二部（７１歳以上） 藤原　久士 磐田市 山澤　栄 富士市 須田　光也 富士市
70歳以上の部 先生　喜彦 田村　英敏 土屋　京二
65歳以上70歳未満 石川　廣美 伊東　孝悦 望月　茂彦
60歳以上65歳未満の部 相澤　勉 大塚　雅彦 青木　三男
赤ゾーン 町　澄江 島田市 山本　利郎 島田市 八木　幸雄 島田市
青ゾーン 落合　偉之 菊川市 山田　寅男 島田市

朝比奈　光子 池田　淑江 山本　松代 袴田　恵一
深澤　早由里 山本　久美子 最上　絹子 片渕　和子
尾花　徳恵 浅岡　洋子 榛葉　そゑ 柴田　芳枝
不知　徳子 片桐　由紀子 蔵下　晶代 永井　みつ江

50歳～59歳 朝比奈　光子 山本　緑 片渕　和子 最上　絹子
60歳以上 不知　徳子 横山　澄枝 榛葉　そゑ

片渕　和子 池田　淑江 朝比奈　光子
横山　澄枝 堀田　久恵 蔵下　晶代
片桐　由紀子 廣野　てるよ 榛葉　そゑ

ウォークラリー のだっちチーム 熟女チーム 玉露チーム
個人の部　50歳～54歳 佐野　好美 （静岡市） 井上　薫 （静岡市） 伊藤　博子 （焼津市）
個人の部　55歳～59歳 池田　照子 （清水町） 前川　勝利 （湖西市） 関野　幸子 （静岡市）
個人の部　60歳～64歳 佐藤　しずえ （伊豆の国市） 荻野　みどり （沼津市） 田沢　啓子 （静岡市）
個人の部　65歳～69歳 横山　和子 （静岡市） 瀬戸　正子 （御殿場市） 増田　洋子 （焼津市）
個人の部　70歳～74歳 山田　まさゑ （静岡市） 金子　昭雄 （伊東市） 小泉　春恵 （静岡市）
個人の部　75歳～79歳 上山　和子 （静岡市） 加藤　貴代美 (富士市）
個人の部　80歳～84歳 村瀬　清子 （三島市）
個人の部　85歳～89歳 関　元三郎 （静岡市）
個人の部　95歳～99歳 長倉　英吾 （三島市）
集団の部（～3人まで） 三音糖 （県中国武術） 御殿場市武術太極拳連盟楊式剣 御殿場市武術太極拳連盟推手
集団の部（4人～） カレイドスコープ（御殿場市連） 悠・剣 (沼津市連） 沼津日中楊式チーム （沼津市連）
静岡県予選の部 チーム悠 （沼津市）
静岡市予選の部 白蓮
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卓    球

男子

女子

テニス

男子A組

男子B組

男子C組

女子A組

女子B組

ソフト
テニス

男子

女子

混合

60歳以上三人制

７0歳以上三人制

130歳以上ダブルス

リーグトーナメント
８チーム　　リーグトーナメント

ペタンク

ねんりんピック出場予選Ｇトーナメント

ねんりんピック出場予選Ｓトーナメント

交流戦A
交流戦B
交流戦C

Aコース

マラソン

弓道

剣道

グラウンド
・ゴルフ

なぎなた

演技競技
50歳～59歳

60歳以上

試合競技

団体戦

太極拳



ソフトバレーボール トーナメント Y-STAFF 焼津市 皐月倶楽部(赤） 焼津市 金もくせい 三島市
サッカー ４チーム　トーナメント戦 中西部 西部 中東部

吉澤　一美 新野　圭介 冨田　嘉文
丸岡　千春 新野　眞佐子 多々良　伊公子
吉澤　一美 新野　圭介 松下　清一
丸岡　千春 新野　眞佐子 永田　三枝
吉澤　一美 甲斐　進 鈴木　孝夫
丸岡　千春 甲斐　京子 鈴木　清美
吉澤　一美 甲斐　進 鈴木　孝夫
丸岡　千春 甲斐　京子 鈴木　清美
梅澤　明臣 浜松市 山本　猛 掛川市 雨ノ宮　久則 沼津市
春田　八枝子 掛川市 森　さちゑ 浜松市 佐藤　陽子 伊東市
永田　公義 菊川市 佐々木　吉満 御殿場市 鈴木　行雄 掛川市
ブルーベリー シクラメン トマト

Aグループ 浜北アイリス 袋井とんぼ 牧之原サンクス
Bグループ 牧之原ライズ 磐田向笠B 袋井ハーモニー
Cグループ 沼津クラブ 函南B 磐田SAKURA
Dグループ 磐田クラブ 韮山クラブ 浜松イーラ 磐田ジョイ 焼津市混成 焼津シーガル

軟式野球 富士パワーズ 三島NSクラブ 富士リバーズ ハーバー清水クラブ
男子の部 秋山　尚之 静岡市 中野　進 静岡市 梅原　金男 静岡市
女子の部 中村　喜美子 静岡市 西村　美枝 静岡市 山西　純子 静岡市

オリエン
テーリング

藤田　和男 湖西市 水野　元夫 浜松市 池田　雅彦 磐田市

男子の部 加藤　桂輔 大石　多津雄 桐澤　清水
女子の部 中原　ミヤ子 島　昌子 桐澤　房子
混合の部 クラップス 静岡市 勝虫 牧之原市 Honey!ハニー!! 袋井市
女子の部 しまだ連台 島田市 吉田ひまわり 吉田 X・POINT 焼津市

囲碁 選手権戦 安達原　収 島田市 江面　雄次 清水町
Ａ級 粟野　利夫 藤枝市 虎岩　栄蔵 島田市 宇藤　敬行 磐田市
Ｂ級 横山　渡 牧之原市 村上　泰造 富士市 青島　篤男 静岡市
Ｃ級 小池　徹己 掛川市 鑓田　紀男 富士市 片川　慎一 島田市
静岡県の部 真野　正一 掛川市 高畠　健 藤枝市 今村　篤 藤枝市
静岡市の部 望月　寿 松永　英彦 塚本　昭彦

オセロ 杉下　孝明 栗田　　富士夫 前島　十三子
Ⅰ部（60才以上の部） 安川　敏夫 浜松市 野秋　郁夫 沼津市 江川　耕一 浜松市
Ⅱ部（50～59才の部） 小島　政代 富士市 川合　裕子 沼津市 赤池　智美 富士宮市

ダンス
スポーツ

ワルツ

タンゴ

ルンバ

チャチャチャ

競技種目 部門
優勝 ２位 ３位

氏名（年齢・所属市町村） 氏名（年齢・所属市町村） 氏名（年齢・所属市町村）

かるた

ボウリング
マスターズ部門　男子
マスターズ部門　女子
グランド部門　混合

バウンドテニス

ラリー戦の部

団体戦

ターゲッ
ト・バード

パークゴル
フ

インディア
カ

将棋

健康
マージャン


