
男子１部 エコシステムA 市役所E HGST B アプティ 荏原A MMT 勝敗 ポイント 順位
エコシステムA 4-1 3-2 4-1 3-2 5-0 5-0 19 1位
市役所E 1-4 1-4 1-4 2-3 3-2 1-4 8 5位
HGST B 2-3 4-1 3-2 0-5 3-2 3-2 12 4位
アプティ 1-4 4-1 2-3 4-1 3-2 3-2 14 3位
荏原A 2-3 3-2 5-0 1-4 4-1 3-2 15 2位
MMT 0-5 2-3 2-3 2-3 1-4 0-5 7 6位

男子２部 アズビルB 池上通信機B NOK A 公立共済A 城南A KAS A 勝敗 ポイント 順位
アズビルB 5-0 4-1 3-2 5-0 1-4 4-1 18 2位
池上通信機B 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 6位
NOK A 1-4 5-0 3-2 4-1 0-5 3-2 13 3位
公立共済A 2-3 5-0 2-3 3-2 0-5 2-3 12 4位
城南A 0-5 5-0 1-4 2-3 0-5 1-4 8 5位
KAS A 4-1 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 24 1位
　※池上通信機Bは今期不参加。

男子３部 いすゞA いすゞE 薬師寺TC湘南 グラフテック 日本精工A 遠パブA 勝敗 ポイント 順位
いすゞA 4-1 3-2 5-0 4-1 1-4 3-1 12 2位
いすゞE 1-4 1-4 3-2 4-1 2-3 2-3 11 4位
薬師寺TC湘南 2-3 4-1 4-1 5-0 1-4 3-2 16 3位
グラフテック 0-5 2-3 1-4 1-4 0-5 0-5 4 6位
日本精工A 1-4 1-4 0-5 4-1 0-5 1-4 6 5位
遠パブA 4-1 3-2 4-1 5-0 5-0 5-0 21 1位

男子４部 タイホーA 東レA 鵠沼平本GC アズビルE 荏原B FKC B 勝敗 ポイント 順位
タイホーA 1-4 4-1 5-0 5-0 0-5 3-2 15 3位
東レA 4-1 5-0 3-0途中 4-1 1-4 4-1 17 2位
鵠沼平本GC 1-4 0-5 4-1 1-4 0-5 1-4 6 5位
アズビルE 0-5 0-3途中 1-4 1-4 0-5 0-5 2 6位
荏原B 0-5 1-4 4-1 4-1 0-5 2-3 9 4位
FKC B 5-0 4-1 5-0 5-0 5-0 5-0 24 1位

男子５部 メルシャン HGST A 日本精工D 佐藤設計A KAS B 辻堂アップ 勝敗 ポイント 順位

第５回チャンピオンリーグ（2012年）　男子１～７部　対戦表

男子５部 メルシャン HGST A 日本精工D 佐藤設計A KAS B 辻堂アップ 勝敗 ポイント 順位
メルシャン 3-2 2-3 0-5 0-5 3-2 2-3 8 4位
HGST A 2-3 1-4 4-1 0-5 1-4 1-4 8 5位
日本精工D 3-2 4-1 4-1 0-5 2-3 3-2 13 3位
佐藤設計A 5-0 1-4 1-4 0-5 2-3 1-4 9 6位
KAS B 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 25 1位
辻堂アップ 2-3 4-1 3-2 3-2 0-5 3-2 12 2位

男子６部 オシキリ 池上通信機A 市役所A 荏原E オイレス シダーズA 勝敗 ポイント 順位
オシキリ 3-2 1-4 4-1 0-5 5-0 3-2 13 3位
池上通信機A 2-3 0-5 2-3 2-3 0-5 0-5 6 6位
市役所A 4-1 5-0 1-4 1-4 1-4 2-3 12 5位
荏原E 1-4 3-2 4-1 1-4 1-4 2-3 10 4位
オイレス 5-0 3-2 4-1 4-1 1-4 4-1 17 2位
シダーズA 0-5 5-0 4-1 4-1 4-1 4-1 17 1位

男子７部 いすゞF プレス工業 HGST D エコシステムB FKC A OAS A 勝敗 ポイント 取得ゲーム率 順位
いすゞF 3-2 2-3 3-2 2-3 3-2 3-2 13 51.7% 3位
プレス工業 2-3 1-4 1-4 1-4 1-4 0-5 6 6位
HGST D 3-2 4-1 2-3 3-2 1-4 3-2 13 49.0% 4位
エコシステムB 2-3 4-1 3-2 1-4 1-4 2-3 11 5位
FKC A 3-2 4-1 2-3 4-1 1-4 3-2 14 2位
OAS A 2-3 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 18 1位

社名変更あり：日立GST→HGST、山武→アズビル　（名称のみの変更）



シード順位
1 NOK B （昨年６部６位）

2 アズビルA （昨年７部５位）
3 いすゞD （昨年７部６位）

4 FCT B （昨年８部４位）

5-8 東レB （昨年８部ベスト８）

5-8 東レC （昨年８部ベスト８）

5-8 FCT A （昨年８部ベスト８）

5-8 公立共済B （昨年８部ベスト８）

※5-8シードのBYE２ヶ所はドロー会議での抽選で決定しました。
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FKC アプティ MMT A STELS A シダーズ メルシャン 勝敗 ポイント 順位
1 FKC 1-2 1-2 1-2 0-3 3-0 1-4 6 5位
2 アプティ 2-1 2-1 3-0 0-3 2-1 4-1 9 2位
3 MMT A 2-1 1-2 2-1 1-2 2-1 3-2 8 3位
4 STELS A 2-1 0-3 1-2 0-3 2-1 2-3 5 4位
5 シダーズ 3-0 3-0 2-1 3-0 3-0 5-0 14 1位
6 メルシャン 0-3 1-2 1-2 1-2 0-3 0-5 3 6位

アズビル 市役所A MMT B HGST 荏原 公立共済 勝敗 ポイント 順位
1 アズビル 2-1 3-0 2-1 1-2 1-2 3-2 9 2位
2 市役所A 1-2 3-0 3-0 1-2 2-1 3-2 10 3位
3 MMT B 0-3 0-3 2-1 1-2 2-1 2-3 5 4位
4 HGST 1-2 0-3 1-2 1-2 3-0 1-4 6 6位
5 荏原 2-1 2-1 2-1 2-1 0-3 4-1 8 1位
6 公立共済 2-1 1-2 1-2 0-3 3-0 2-3 7 5位

いすゞ タイホー 薬師寺TC湘南 エコシステム 鵠沼平本 勝敗 ポイント 順位
1 いすゞ 2-1 1-2 3-0 2-1 3-1 8 2位
2 タイホー 1-2 0-3 0-3 1-2 0-4 2 5位
3 薬師寺TC湘南 2-1 3-0 2-1 3-0 4-0 7 1位
4 エコシステム 0-3 3-0 1-2 0-3 1-3 4 4位
5 鵠沼平本 1-2 2-1 0-3 3-0 2-2 6 3位

NOK ラウダ Roots FCT 市役所B 勝敗 ポイント 順位
1 NOK 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 8 1位
2 ラウダ 1-2 2-1 3-0 0-3 2-2 6 3位
3 Roots 1-2 1-2 1-2 2-1 1-3 5 5位
4 FCT 1-2 0-3 2-1 1-2 1-3 4 4位
5 市役所B 1-2 3-0 1-2 2-1 2-2 7 2位

女子３部　優勝決定戦

3部Aブロック優勝

薬師寺TC湘南

3部Bブロック優勝

NOK

女子3部B

第５回チャンピオンリーグ（2012年）　女子 対戦表

女子1部

女子2部

女子3部A

NOK

30



男子1部
エコシステムA ④-1 市役所E エコシステムA ③-2 HGST B エコシステムA ④-1 アプティ

山本・大原 ⑧-3 桐ヶ谷・青木 吉池・山本 ⑧-4 安那・坪井 大原・吉池 3-⑧ 柏野・赤沼
内海・小間 3-⑧ 野場・平沢 内海・小間 ⑧-5 吉田・後藤 大川・小間 ⑧-2 板垣・中谷

吉池 ⑨-8(6) 広瀬 松下 3-⑧ 安那 大原 ⑧-1 山田
大川 ⑧-3 指籏 大川 4-⑧ 吉田 大川 ⑧-1 中谷
内海 ⑧-2 野場 内海 ⑧-3 後藤 内海 ⑧-3 赤沼

エコシステムA ③-2 荏原A エコシステムA ⑤-0 MMT 市役所E 1-④ HGST B
大川・小間 ⑧-0 上遠野・米倉 大川・山本 ⑧-5 森・横井 山木・指籏 2-⑧ 坪井・安那
内海・松下 8(5)-⑨ 林・佐々木 内海・松下 ⑧-2 石津・鈴木 嶽山・青木 1-⑧ 城戸・後藤

松下 ⑧-4 米倉 松下 ⑨-7 森 山木 1-⑧ 吉田
大川 ⑨-8(7) 佐々木 大川 ⑧-3 鈴木 広瀬 ⑧-2 後藤
内海 1-⑧ 林 内海 ⑧-2 石津 指籏 0-⑧ 城戸

市役所E 1-④ アプティ 市役所E 2-③ 荏原A 市役所E ③-2 MMT
桐ヶ谷・嶽山 1-⑧ 青木・中谷 杉山・平沢 ⑧-3 塚本・草 桐ヶ谷・嶽山 1-⑧ 濱田・服巻
青木・山木 2-⑧ 山田・柏野 青木・指籏 7-⑨ 林・米倉 青木・野場 ⑧-6 鈴木・横井

山木 1-⑧ 植松 山木 6-⑧ 米倉 山木 0-⑧ 原
広瀬 ⑧-1 赤沼 平沢 ⑧-2 塚本 広瀬 ⑧-1 鈴木
青木 4-⑧ 谷 杉山 4-⑧ 林 青木 ⑧-4 石津

HGST B ③-2 アプティ HGST B 0-⑤ 荏原A HGST B ③-2 MMT
松本・矢野 5-⑧ 柏野・植松 松元・矢野 2-⑧ 一寸木・草 松元・坪井 5-⑧ 鈴木・横井
後藤・吉田 ⑨-7 板垣・中谷 安那・吉田 2-⑧ 林・佐々木 安那・小島 ⑨-7 原・東海林

松田 ⑧-4 柏野 安那 8(8)-⑨ 塚本 安那 ⑧-3 森
吉田 5-⑧ 植松 吉田 2-⑧ 一寸木 吉田 ⑨-8(5) 東海林
後藤 ⑧-5 赤沼 後藤 3-⑧ 林 小島 3-⑧ 石津

アプティ ④-1 荏原A アプティ ③-2 MMT 荏原A ④-1 MMT
中谷・谷 ⑧-0 米倉・草 板垣・柏野 ⑧-3 森・横井 一寸木・草 5-⑧ 服巻・横井

柏野・板垣 ⑧-6 塚本・上遠野 中谷・山田 4-⑧ 濱田・鈴木 林・佐々木 ⑧-3 濱田・東海林
板垣 5-⑧ 米倉 植松 ⑧-4 森 佐々木 ⑧-3 濱田
柏野 ⑧-5 草 赤沼 6-⑧ 濱田 一寸木 ⑧-4 東海林
谷 ⑧-0 塚本 谷 ⑧-3 東海林 林 ⑧-2 石津



男子2部
アズビルB ⑤-0 池上通信機B アズビルB ④-1 NOK A アズビルB ③-2 公立共済A

⑧-0 不参加 内田・千村 ⑧-6 東・工藤 八尾・内田 ⑨-7 本間・佐々木
⑧-0 福山・安河内 ⑧-3 若菜・藤澤 安河内・千村 2-⑧ 南・磯部
⑧-0 福岡 ⑧-3 瀬戸口 福岡 ⑧-3 甲田
⑧-0 安河内 ⑧-2 若菜 福山 ⑧-3 磯部
⑧-0 八尾 1-⑧ 藤澤 八尾 4-⑧ 南

アズビルB ⑤-0 城南A アズビルB 1-④ KAS A 池上通信機B 0-⑤ NOK A
福山・安河内 ⑧-3 市川・三輪 福山・安河内 2-⑧ 程島・小池 不参加 0-⑧
千村・森岡 ⑧-2 中井・沓掛 内田・千村 3-⑧ 鬼原・伊藤 0-⑧

内田 ⑧-2 三輪 安河内 ⑧-3 佐々木 0-⑧
安河内 ⑧-1 市川 福山 2-⑧ 程島 0-⑧
福山 ⑧-1 吉岡 八尾 1-⑧ 鬼原 0-⑧

池上通信機B 0-⑤ 公立共済A 池上通信機B 0-⑤ 城南A 池上通信機B KAS A
不参加 0-⑧ 不参加 0-⑧ 不参加 0-⑧

0-⑧ 0-⑧ 0-⑧
0-⑧ 0-⑧ 0-⑧
0-⑧ 0-⑧ 0-⑧
0-⑧ 0-⑧ 0-⑧

NOK A ③-2 公立共済A NOK A ④-1 城南A NOK A 0-⑤ KAS A
安富・瀬戸口 4-⑧ 本間・佐々木 東・藤澤 ⑧-0 中井・沓掛 安富・若菜 4-⑧ 程島・奥村
宮城・藤澤 ⑧-3 南・磯部 工藤・宮城 ⑧-4 吉岡・市川 工藤・宮城 6-⑧ 水谷・小池

東 5-⑧ 甲田 瀬戸口 5-⑧ 市川 瀬戸口 0-⑧ 小林
藤澤 ⑧-1 磯部 藤澤 ⑧-1 今西 若菜 7-⑨ 室町
宮城 ⑧-2 南 宮城 ⑧-2 吉岡 宮城 1-⑧ 鬼原

公立共済A ③-2 城南A 公立共済A 0-⑤ KAS A 城南A 0-⑤ KAS A
磯部・杉山 ⑧-4 吉岡・沓掛 杉山・佐々木 3-⑧ 水谷・程島 吉岡・久保田 5-⑧ 佐々木・奥村
本間・南 ⑧-6 佐藤・久保田 島田・南 6-⑧ 鬼原・佐々木 市川・沓掛 4-⑧ 鬼原・小池

杉山 ⑧-6 今西 佐々木 3-⑧ 室町 市川 4-⑧ 佐々木
磯部 7-⑨ 吉岡 南 3-⑧ 伊藤 今西 0-⑧ 小林
南 4-⑧ 佐藤 島田 6-⑧ 鬼原 吉岡 3-⑧ 室町



男子3部
いすゞA ④-1 いすゞE いすゞA ③-2 薬師寺TC いすゞA ⑤-0 グラフテック

山田・津村 ⑧-2 原・玉井 佐藤・田村 5-⑧ 川角・岩瀬 山田・原 ⑧-2 黒崎・清水
足立・皆川 ⑧-1 浅野・木村 山田・津村 ⑧-4 栗田・菅谷 足立・津村 ⑧-2 笠間・鈴木

佐藤 1-⑧ 木村 皆川 ⑧-5 大門 佐藤 ⑧-6 井田
山田 ⑧-3 田島 山田 ⑧-6 高須賀 山田 ⑧-2 笠間
津村 ⑧-0 原 津村 5-⑧ 川角 津村 ⑧-4 鈴木

いすゞA ④-1 日本精工A いすゞA 1-④ 遠パブA いすゞE 1-④ 薬師寺TC
津村・原 ⑧-4 船津・山本 足立・皆川 ⑧-0 田渕・志気 木村・玉井 4-⑧ 樋田・平尾

佐藤・足立 ⑧-4 安藤・伴野 山田・津村 1-⑧ 岡田・山岡 山下・田島 2-⑧ 高須賀・栗田
田村 3-⑧ 船津 田村 2-⑧ 持丸 木村 ⑧-0 大門
皆川 ⑧-0 元田 山田 4-⑧ 山岡 浅野 0-⑧ 高須賀
津村 ⑧-4 安藤 津村 4-⑧ 岡田 田島 3-⑧ 樋田

いすゞE ④-1 グラフテック いすゞE ④-1 日本精工A いすゞE 2-③ 遠パブA
原・玉井 ⑨-8(3) 黒崎・鈴木 玉井・原 ⑧-5 安藤・伴野 玉井・原 4-⑧ 岡田・中村

山下・田島 6-⑧ 井田・清水 山下・木村 ⑧-5 船津・竹内 山下・浅野 0-⑧ 山澤・持丸
浅野 ⑧-4 黒崎 木村 ⑧-4 山本 木村 ⑨-7 中村
田島 ⑧-1 井田 田島 ⑧-0 元田 田島 ⑧-5 持丸
原 3-⑧ 鈴木 原 7-⑨ 安藤 原 0-⑧ 山澤

薬師寺TC ④-1 グラフテック 薬師寺TC ⑤-0 日本精工A 薬師寺TC 1-④ 遠パブA
樋田・岩瀬 ⑨-7 清水・井田 栗田・岩瀬 ⑧-6 安藤・伴野 樋田・栗田 ⑧-1 岡田・志気

高須賀・菅谷 ⑨-8(3) 笠間・鈴木 菅谷・中森 ⑧-2 船津・山本 川角・菅谷 3-⑧ 山澤・持丸
大門 ⑧-1 井田 菅谷 ⑧-4 山本 大門 3-⑧ 白石
樋田 ⑧-2 笠間 栗田 ⑧-3 元田 樋田 1-⑧ 山澤
中森 4-⑧ 鈴木 中森 ⑧-3 安藤 川角 2-⑧ 岡田

グラフテック 1-④ 日本精工A グラフテック 0-⑤ 遠パブA 日本精工A 0-⑤ 遠パブA
黒崎・波多 4-⑧ 安藤・伴野 黒崎・清水 2-⑧ 山澤・志気 安藤・伴野 2-⑧ 田渕・塩田
笠間・鈴木 8(5)-⑨ 竹内・山本 笠間・鈴木 7-⑨ 山岡・持丸 船津・山本 1-⑧ 岡田・持丸

清水 1-⑧ 山本 井田 0-⑧ 山岡 山本 4-⑧ 山岡
笠間 8(7)-⑨ 元田 笠間 2-⑧ 山澤 元田 5-⑧ 白石
鈴木 ⑧-3 安藤 鈴木 2-⑧ 岡田 安藤 1-⑧ 岡田



男子4部
タイホーA ④-1 東レA タイホーA ④-1 鵠沼平本 タイホーA ⑤-0 アズビルE
山本・高野 2-⑧ 松井・高橋(弘) 小野沢・林 ⑨-8(4) 黄野・久住 山本・原村 ⑧-5 伊藤・本田
小野沢・林 0-⑧ 志保・長田 山本・原村 8(3)-⑨ 加藤・芦原 高野・林 ⑧-0 中・真木

落合 3-⑧ 高橋(弘) 小野沢 ⑧-0 尾股 落合 ⑧-3 中
林 ⑧-5 中村 林 ⑧-3 芦原 林 ⑧-1 本田

原村 4-⑧ 長田 原村 ⑧-0 加藤 原村 ⑧-1 近田

タイホーA ⑤-0 荏原B タイホーA 0-⑤ FKC B 東レA 鵠沼平本
小野沢・林 ⑨-7 中川・長井 山本・原村 5-⑧ 長岐・松岡 DEF
山本・原村 ⑧-5 富岡・三木 落合・高野 2-⑧ 高野・望月

落合 ⑧-3 栗田 小野沢 1-⑧ 高野
林 ⑧-2 長井 林 2-⑧ 松岡

原村 ⑧-6 三木 原村 3-⑧ 長岐

東レA 3-0途中 アズビルE 東レA ④-1 荏原B 東レA 1-④ FKC B
志保・高橋 ⑧-4 近田・伊藤 中村・高橋(英) 2-⑧ 秋山・中川 高橋(英)・廣川 ⑨-8(3) 高野・田中
松井・廣川 ⑧-2 中・森 志保・長田 ⑨-7 添田・長井 高橋(弘)・長田 4-⑧ 長岐・中村

高橋(弘) ⑧-3 中 高橋(弘) ⑧-5 秋山 中村 6-⑧ 大原
中村 6-4 本田 長田 ⑨-8(3) 長井 長田 3-⑧ 高野
志保 6-5 近田 松井 ⑧-6 添田 松井 1-⑧ 長岐

鵠沼平本 ④-1 アズビルE 鵠沼平本 1-④ 荏原B 鵠沼平本 0-⑤ FKC B
尾股・久住 ⑧-6 近田・本田 黄野・久住 6-⑧ 富岡・栗田 DEF 0-⑧
芦原・加藤 ⑧-2 伊藤・中 加藤・芦原 5-⑧ 三木・長井 0-⑧

尾股 4-⑧ 中 宇野 0-⑧ 長井 0-⑧
芦原 ⑧-2 本田 芦原 ⑧-3 添田 0-⑧
加藤 ⑨-7 近田 加藤 8(4)-9 三木 0-⑧

アズビルE 1-④ 荏原B アズビルE 0-⑤ FKC B 荏原B 0-⑤ FKC B
伊藤・本田 4-⑧ 中川・栗田 近田・本田 4-⑧ 大原・鈴木(康) 中川・栗田 7-⑨ 大原・田中
平松・中 4-⑧ 秋山・長井 伊藤・森 0-⑧ 松岡・鈴木(秀) 秋山・長井 1-⑧ 鈴木(秀)・中村

本田 ⑧-4 秋山 真木 1-⑧ 望月 富岡 6-⑧ 高野
平松 4-⑧ 栗田 本田 0-⑧ 高野 栗田 0-⑧ 松岡
近田 3-⑧ 長井 近田 0-⑧ 松岡 長井 0-⑧ 長岐



男子5部
メルシャン ③-2 HGST A メルシャン 2-③ 日本精工D メルシャン 0-⑤ 佐藤設計A
足海・出口 ⑧-1 樋渡・鬼澤 田端・出口 ⑧-2 中尾・前島 DEF 0-⑧
杉浦・小山 5-⑧ 奥田・小和 鳥海・小山 7-⑨ 兼松・宮坂 0-⑧

松下 1-⑧ 木寺 松下 1-⑧ 倉沢 0-⑧
黒田 ⑨-7 山本 黒田 3-⑧ 兼松 0-⑧
足海 ⑧-5 柿崎 鳥海 ⑧-0 宮坂 0-⑧

メルシャン 0-⑤ KAS B メルシャン ③-2 辻堂アップ HGST A 1-④ 日本精工D
足海・出口 2-⑧ 榛葉・船津 田端・出口 ⑧-4 林・池辺 樋渡・鬼澤 3-⑧ 倉沢・中尾
黒田・小山 0-⑧ 大沼・宮内 鳥海・松本 3-⑧ 名古・小川 木寺・宇治 1-⑧ 兼松・宮坂

松下 1-⑧ 上田 松下 3-⑧ 池辺 樋渡 3-⑧ 根岸
出口 2-⑧ 川田 黒田 ⑧-5 渡辺 奥田 3-⑧ 兼松
黒田 2-⑧ 大沼 鳥海 ⑧-2 名古 柿崎 ⑧-4 宮坂

HGST A ④-1 佐藤設計A HGST A 0-⑤ KAS B HGST A 1-④ 辻堂アップ
小和・吉川 ⑧-5 今井・佐藤 宇治・木寺 4-⑧ 上田・平野 吉川・樋渡 5-⑧ 林・池辺
宇治・木寺 ⑧-3 森田・加藤 柿崎・樋渡 1-⑧ 榛葉・船津 宇治・鬼澤 3-⑧ 名古・小川

奥田 5-⑧ 今井 木寺 2-⑧ 松本 奥田 4-⑧ 菅
吉川 ⑧-1 浅井 奥田 2-⑧ 川田 吉川 4-⑧ 林
柿崎 ⑧-3 尾崎 柿崎 1-⑧ 大沼 柿崎 ⑧-5 小川

日本精工D ④-1 佐藤設計A 日本精工D 0-⑤ KAS B 日本精工D 2-③ 辻堂アップ
倉沢・中尾 ⑧-5 尾崎・加藤 中尾・倉沢 5-⑧ 松本・上田 倉沢・中尾 5-⑧ 名古・大野
兼松・宮坂 ⑧-3 佐藤・今井 根岸・宮坂 3-⑧ 榛葉・船津 根岸・兼松 ⑧-4 渡辺・小川

前島 5-⑧ 加藤 前島 4-⑧ 川田 前島 3-⑧ 渡辺
兼松 ⑧-6 浅井 根岸 6-⑧ 磯田 兼松 6-⑧ 大野
宮坂 ⑧-4 尾崎 兼松 6-⑧ 大沼 宮坂 ⑧-3 名古

佐藤設計A 0-⑤ KAS B 佐藤設計A 2-③ 辻堂アップ KAS B ⑤-0 辻堂アップ
浅井・佐藤 0-⑧ 大沼・平野 浅井・佐藤 5-⑧ 小川・鈴木 松本・上田 ⑧-1 池辺・管
森田・加藤 3-⑧ 宮内・船津 森田・尾崎 1-⑧ 林・池辺 大沼・平野 ⑧-3 小川・楯谷

佐藤 2-⑧ 船津 今井 ⑧-1 池辺 平野 ⑧-2 楯谷
今井 3-⑧ 宮内 加藤 4-⑧ 渡辺 松本 ⑧-0 渡辺
尾崎 1-⑧ 大沼 浅井 ⑨-8(4) 名古 大沼 ⑧-0 大野



男子6部
オシキリ ③-2 池上通信機A オシキリ 1-④ 市役所A オシキリ ④-1 荏原E
鮫島・原 ⑧-4 長橋・瓦井 鮫島・原 3-⑧ 杉山・宇野 鮫島・原 ⑧-6 西井・佐藤

島津・鬼澤 ⑧-2 増尾・谷田部 島津・鬼澤 6-⑧ 小野・高橋 島津・鬼澤 ⑧-5 松田・西塔
鮫島 8(6)-⑨ 辻 鮫島 3-⑧ 山出 鮫島 ⑧-3 江刺家
島津 ⑧-1 長橋 島津 ⑧-1 浅野 島津 6-⑧ 西井
鬼澤 5-⑧ 増尾 鬼澤 1-⑧ 田高 鬼澤 ⑨-7 西塔

オシキリ 0-⑤ オイレス オシキリ ⑤-0 シダーズA 池上通信機A 0-⑤ 市役所A
入部・原 0-⑧ 高田・萩原 DEF DEF

島津・鮫島 3-⑧ 工藤・久住
原 0-⑧ 工藤

鮫島 6-⑧ 萩原
島津 4-⑧ 高田

池上通信機A 2-③ 荏原E 池上通信機A 2-③ オイレス 池上通信機A 0-⑤ シダーズA
増尾・瓦井 ⑨-7 松田・西井 増尾・瓦井 1-⑧ 工藤・久住 増尾・瓦井 2-⑧ 三富・長田
辻・谷田部 2-⑧ 上山・大橋 長橋・辻 7-⑨ 萩原・藤井 長橋・谷田部 1-⑧ 中丸・大菅

瓦井 6-⑧ 佐藤 瓦井 4-⑧ 久住 瓦井 2-⑧ 長田
長橋 2-⑧ 大橋 辻 5-⑧ 工藤 長橋 2-⑧ 三富
増尾 ⑧-1 上山 増尾 ⑧-4 萩原 増尾 1-⑧ 中丸

市役所A 1-④ 荏原E 市役所A 1-④ オイレス 市役所A 1-④ シダーズA
宇野・杉山 0-⑧ 西井・佐藤 宇野・杉山 ⑧-3 山根・杉谷 宇野・杉山 1-⑧ 三富・長田
小野・山出 6-⑧ 松田・上山 小野・田高 3-⑧ 高田・萩原 高橋・山出 0-⑧ 横尾・大菅

田高 ⑧-0 江刺家 山出 4-⑧ 山根 小野 0-⑧ 三富
高橋 5-⑧ 佐藤 浅野 4-⑧ 萩原 田高 ⑧-6 大菅
石井 6-⑧ 上山 田高 6-⑧ 高田 石井 2-⑧ 横尾

荏原E 1-④ オイレス 荏原E 1-④ シダーズA オイレス 1-④ シダーズA
松田・佐藤 1-⑧ 萩原・工藤 松田・上山 2-⑧ 三富・長田 杉谷・久住 2-⑧ 中丸・長田
上山・大橋 ⑧-5 高田・久住 関野・佐藤 2-⑧ 中丸・大菅 萩原・工藤 1-⑧ 横尾・三富

江刺家 0-⑧ 工藤 佐藤 2-⑧ 長田 工藤 ⑧-6 長田
西井 6-⑧ 萩原 関野 0-⑧ 三富 萩原 3-⑧ 三富
西塔 2-⑧ 高田 上山 ⑧-6 大菅 高田 0-⑧ 中丸



男子7部
いすゞF ③-2 プレス工業 いすゞF 2-③ HGST D いすゞF ③-2 エコシステムB

小池・大倉 8(4)-⑨ 細谷・内藤 斉藤・内藤 5-⑧ 荻原・有友 斉藤・横井 ⑧-5 國保・福高
斉藤・横井 ⑧-4 福澤・渡辺(剛) 金田・大倉 ⑧-3 笠原・藤田 金田・大倉 ⑧-6 山本・三舛

内藤 ⑨-7 杉山 横井 ⑧-3 及川 内藤 8(7)-⑨ 鈴木
横井 4-⑧ 福澤 金田 6-⑧ 井戸端 金田 ⑧-3 山口
金田 ⑧-3 細谷 小池 4-⑧ 荻原 小池 3-⑧ 國保

いすゞF 2-③ FKC A いすゞF ③-2 OAS A プレス工業 1-④ HGST D
斉藤・横井 3-⑧ 崎野・渡辺 金田・横井 ⑧-2 高橋・弦巻 内藤・細谷 1-⑧ 荻原・及川
金田・大倉 4-⑧ 篠田・三好 大倉・内藤 6-⑧ 戸上・高井 渡辺(剛)・福澤 ⑧-1 笠原・澤

横井 ⑧-5 堀 横井 ⑧-4 弦巻 渡辺(剛) 2-⑧ 前田
金田 ⑧-2 鈴木 金田 ⑧-1 高橋 福澤 3-⑧ 井戸端
小池 0-⑧ 関 小池 0-⑧ 戸上 細谷 0-⑧ 荻原

プレス工業 1-④ エコシステムB プレス工業 1-④ FKC A プレス工業 1-④ OAS A
渡辺(正)・細谷 6-⑧ 國保・山口 細谷・内藤 1-⑧ 篠田・三好 渡辺(正)・内藤 1-⑧ 伊藤・若林
渡辺(剛)・福澤 4-⑧ 山本・細沼 福澤・渡辺(剛) 3-⑧ 崎野・堀 渡辺(剛)・福澤 5-⑧ 戸上・高橋

渡辺(剛) 6-⑧ 三舛 杉山 2-⑧ 高木 渡辺(剛) ⑧-1 高橋
福澤 ⑨-8(0) 山口 福澤 ⑧-6 鈴木 福澤 1-⑧ 伊藤
細谷 8(2)-⑨ 國保 細谷 1-⑧ 関 細谷 1-⑧ 戸上

HGST D 2-③ エコシステムB HGST D ③-2 FKC A HGST D 1-④ OAS A
井戸端・笠原 8(7)-⑨ 山本・福高 有友・及川 0-⑧ 崎野・渡辺 荻原・井戸端 ⑧-2 野澤・高橋
荻原・藤田 3-⑧ 國保・山口 佐藤・澤 3-⑧ 篠田・三好 笠原・有友 3-⑧ 戸上・伊藤

澤 4-⑧ 山本 前田 ⑧-5 堀 澤 1-⑧ 若林
井戸端 ⑨-7 山口 井戸端 ⑨-8(4) 高木 井戸端 7-⑨ 伊藤
荻原 ⑧-5 國保 荻原 ⑧-6 鈴木 荻原 4-⑧ 戸上

エコシステムB 1-④ FKC A エコシステムB 1-④ OAS A FKC A 1-④ OAS A
國保・山口 6-⑧ 堀・渡辺 山本・細沼 ⑧-5 高橋・弦巻 渡辺・堀 ⑧-4 野澤・弦巻
山本・細沼 4-⑧ 篠田・三好 國保・山口 1-⑧ 村中・戸上 篠田・三好 4-⑧ 村中・伊藤

三舛 ⑨-8(6) 高木 三舛 1-⑧ 若林 堀 6-⑧ 村中
山口 4-⑧ 鈴木 藤原 1-⑧ 伊藤 高木 2-⑧ 若林
國保 4-⑧ 関 三宅 0-⑧ 戸上 鈴木 2-⑧ 伊藤



男子8部1回戦
Roots B 2-③ アズビルD STELS B 2-③ エコシステムC いすゞB 0-⑤ 公立共済B

北村・梅澤 ⑧-1 市川・百瀬 成毛・齋場 ⑧-4 長野・工藤 鈴木・深井 3-⑧ 岡本・山本
岡野・廣岡 2-⑧ 図師・水上 能登・浅野 3-⑧ 沖・村田 小林・柳沼 4-⑧ 大槻・小玉

野口 ⑧-2 百瀬 齋場 ⑧-6 工藤 深井 3-⑧ 西村
北村 5-⑧ 水上 成毛 5-⑧ 沖 柳沼 6-⑧ 熊谷
梅澤 4-⑧ 図師 勝村 4-⑧ 村田 小林 1-⑧ 大槻

いすゞC ③-2 アズビルC 市役所B ⑤-0 荏原D 東レC 0-⑤ STELS A
佐藤・ウィルン ⑧-3 梶浦・堀内 星崎・小池 ⑧-1 大野・中出 五明・児玉 1-⑧ 加賀美・浅野

隼田・小黒 5-⑧ 沖田・小川 渡辺・橋口 ⑧-6 大田・竹本 松浦・越本 0-⑧ 関川・白井
隼田 ⑧-4 梶浦 小池 ⑧-3 中出 泉本 0-⑧ 加賀美

ウィルン ⑧-4 小川 星 ⑧-3 寺光 森 1-⑧ 関川
山之内 1-⑧ 沖田 原田 ⑧-5 竹本 五明 0-⑧ 浅野

OAS B ⑤-0 日本ギア 遠パブB ⑤-0 日本精工C セルダム ⑤-0 荏原C
菅野(孝)・村上 ⑧-0 梶原・吉田 佐藤・原田 ⑧-1 丹野・小堀 松永・山崎 ⑧-1 清水・露木
菅野(紘)・高橋 ⑧-1 川端・澤口 山崎・村中 ⑧-3 川口・内田 三本木・原田 ⑧-2 横井・石森

森岡 ⑧-3 吉田 中見 ⑧-1 下野 西村 ⑧-4 中鉢
高橋 ⑧-2 川端 藤肥 ⑧-3 松本 加藤 ⑧-2 丹内

菅野(紘) ⑧-4 澤口 原田 ⑧-0 内田 松永 ⑧-5 清水

KAS C ④-1 Roots A
大谷・亀井 ⑧-6 畠山・大久保
伊藤・中野 ⑧-4 中澤・内田

亀井 2-⑧ 番匠
中野 ⑧-0 山田
伊藤 ⑨-7 中澤

男子8部2回戦
NOK B 0-⑤ アズビルD エコシステムC 2-③ 公立共済B FCT B ④-0 いすゞC

松原・水上 3-⑧ 鈴木・市川 丸林・工藤 ⑧-2 岡本・山本 大谷・村田 ⑧-6 隼田・ウィルン
中島・室田 0-⑧ 図師・水上 村田・沖 ⑧-5 大槻・熊谷 大竹・銘苅 ⑧-1 野田・山之内

中村(英) 3-⑧ 百瀬 工藤 0-⑧ 熊谷 銘苅 ⑧-3 隼田
中村(健) 2-⑧ 水上 沖 3-⑧ 小玉 日下部 ⑨-7 ウィルン
中北 2-⑧ 図師 村田 4-⑧ 大槻 大竹 4-0 山之内

打ち切り

市役所B 1-③ 東レB STELS A 2-③ OAS B 遠パブB ③-1 いすゞD
小池・原田 5-⑧ 後藤・浅野 白井・加賀美 ⑧-4 菅野(孝)・森岡 大沼・村中 1-⑧ 折井・菅谷
渡辺・生川 5-⑧ 岡本・鈴木 大舘・関川 3-⑧ 菅野(紘)・金田 水谷・藤肥 ⑨-7 浅見・清水

小池 5-⑧ 浅野 白井 4-⑧ 村上 水谷 ⑧-4 平川
橋口 ⑨-7 鈴木 加賀美 ⑧-1 森岡 藤肥 ⑧-0 菅谷
渡辺 打ち切り 岡本 関川 1-⑧ 菅野(紘) 原田 打ち切り 浅見

FCT A ④-1 セルダム KAS C ④-1 アズビルA
山内・坂間 ⑧-0 西村・原田 亀井・市川 3-⑧ 岡本・杉本

落合・中元寺 ⑧-1 加藤・岡村 伊藤・中野 ⑧-0 加藤・加藤
坂間 ⑧-2 三本木 亀井 ⑧-4 加藤(淳)

落合 ⑧-1 西村 中野 ⑧-1 岡本
山内 5-⑧ 加藤 伊藤 ⑧-3 加藤(誠)

男子8部準々決勝 男子8部準々決勝 男子8部準々決勝
アズビルD ④-1 公立共済B FCT B ④-1 東レB OAS B 2-③ 遠パブB
鈴木・百瀬 ⑧-4 岡本・西村 高田・石津 4-⑧ 岡本・鈴木 高橋(優)・宮本 8(4)-⑨ 中見・藤肥
図師・水上 ⑧-5 大槻・小玉 龍・銘苅 ⑧-0 浅野・後藤 菅野(孝)・金田 8(7)-⑨ 原田・水谷

百瀬 ⑧-5 西村 銘苅 ⑧-2 後藤 森岡 ⑨-8(3) 水谷
図師 ⑧-2 小玉 日下部 ⑧-4 鈴木 宮本 2-⑧ 藤肥
鈴木 7-⑨ 大槻 大竹 ⑧-0 岡本 菅野(紘) ⑧-5 原田

男子8部準々決勝 男子8部準決勝　（6ゲームマッチに変更） 男子8部準決勝　（6ゲームマッチに変更）
FCT A 2-③ KAS C アズビルD ③-1 FCT B 遠パブB ③-0 KAS C

落合・中元寺 ⑧-1 亀井・小俣 鈴木・市川 ⑥-4 大竹・銘苅 藤肥・中見 ⑥-4 中野・須藤
中務・坂間 3-⑧ 伊藤・中野 図師・水上 2-⑥ 村田・日下部 水谷・原田 ⑥-4 市川・亀井

坂間 ⑧-0 亀井 水上 ⑥-4 銘苅 水谷 ⑥-3 市川
落合 2-⑧ 中野 図師 2-4打ち切り 日下部 藤肥 打ち切り 小俣
中務 1-⑧ 伊藤 鈴木 ⑥-3 大竹 原田 打ち切り 須藤

男子8部決勝　（6ゲームマッチに変更） 男子8部3位決定戦 （1/13に実施）
アズビルD ③-0 遠パブB FCT B 2-③ KAS C
鈴木・市川 ⑥-2 山崎・大沼 村田・日下部 ⑧-6 亀井・市川
図師・水上 ⑦-6(1) 藤肥・原田 龍・銘苅 1-⑧ 伊藤・中野

百瀬 ⑥-2 水谷 銘苅 ⑧-0 亀井
図師 打ち切り 藤肥 龍 1-⑧ 中野
鈴木 打ち切り 原田 日下部 1-⑧ 伊藤



女子1部
FKC 1-② アプティ FKC 1-② MMT A FKC 1-② STELS A

脇田・水野 ⑨-8(3) 青木・中谷 森・高尾 7-⑨ 渡辺・桜井 水野・武富 7-⑨ 井上・山下
森 3-⑧ 青木 水野 ⑧-6 佐藤 森 3-⑧ 江川

武富 1-⑧ 川島 武富 1-⑧ 桜井 脇田 ⑨-8(3) 塩谷

FKC 0-③ シダーズ FKC ③-0 メルシャン アプティ ②-1 MMT A
武富・森 1-⑧ 高橋・小松 武富・水野 ⑧-3 川上・奥井 中谷・植田 ⑧-6 渡辺・桜井

水野 0-⑧ 渡辺 浅井 ⑧-6 石井 青木 1-⑧ 渡辺
高尾 1-⑧ 高橋 森 ⑨-7 須永 植田 ⑧-5 桜井

アプティ ③-0 STELS A アプティ 0-③ シダーズ アプティ ②-1 メルシャン
植田・中谷 ⑧-6 山下・塩谷 鶴久・中谷 4-⑧ 小松・山田 鶴久・中谷 ⑧-3 須永・川上

中谷 ⑧-2 篠田 青木 4-⑧ 藤野 鶴久 3-⑧ 石井
植田 ⑧-4 江川 植田 0-⑧ 渡辺 川島 ⑧-4 須永

MMT A ②-1 STELS A MMT A 1-② シダーズ MMT A ②-1 メルシャン
横田・廣瀬 ⑧-3 井上・山下 広瀬・渡辺 4-⑧ 山田・藤野 広瀬・渡辺 ⑧-2 川上・奥井

廣瀬 ⑧-5 波多野 横田 ⑧-4 桜庭 佐藤 8(2)-⑨ 川上
桜井 4-⑧ 江川 桜井 1-⑧ 高橋 横田 ⑧-2 須永

STELS A 0-③ シダーズ STELS A ②-1 メルシャン シダーズ ③-0 メルシャン
井上・江川 2-⑧ 横尾・山田 井上・篠田 ⑧-3 石井・須永 小松・山田 ⑧-1 川上・奥井

篠田 5-⑧ 小松 江川 ⑧-5 石井 渡辺 ⑧-0 石井
塩谷 3-⑧ 渡辺 塩谷 2-⑧ 須永 高橋 ⑧-1 須永



女子2部
アズビル ②-1 市役所A アズビル ③-0 MMT B アズビル ②-1 HGST
山田・金 ⑧-5 秋津・畑沢 山田・金 ⑧-1 野村・野口 堰合・金 ⑧-4 市川・鈴木

山田 ⑧-1 小松原 山田 ⑧-1 高城 山田 ⑧-0 山口
乙山 6-⑧ 伊達 乙山 ⑧-5 石津 乙山 4-⑧ 國崎

アズビル 1-② 荏原 アズビル 1-② 公立共済 市役所A ③-0 MMT B
金・堰合 3-⑧ 秋山・竹内 山田・金 4-⑧ 水野・鈴木 畑沢・伊達 ⑧-2 野口・石津

山田 6-⑧ 秋山 山田 ⑨-7 山口 小松原 ⑧-0 横井
乙山 ⑧-2 粂川 乙山 5-⑧ 山内 畑沢 ⑨-7 石津

市役所A ③-0 HGST 市役所A 1-② 荏原 市役所A ②-1 公立共済
畑沢・伊達 ⑧-4 市川・矢野 畑沢・小松原 2-⑧ 竹内・秋山 伊達・小松原 ⑧-4 鈴木・水野

小松原 ⑧-3 芝田 伊達 5-⑧ 三田村 伊達 ⑧-2 山口
伊達 ⑧-5 國崎 畑沢 ⑧-5 粂川 畑沢 4-⑧ 山内

MMT B ②-1 HGST MMT B 1-② 荏原 MMT B ②-1 公立共済
野村・野口 ⑧-2 山口・芝田 野口・石津 ⑧-1 秋山・荒木 野村・石津 ⑧-2 鈴木・水野

高城 ⑧-3 鈴木 高城 4-⑧ 三田村 野村 3-⑧ 山口
石津 2-⑧ 國崎 石津 5-⑧ 粂川 高城 ⑧-4 山内

HGST 1-② 荏原 HGST ③-0 公立共済 荏原 0-③ 公立共済
矢野・芝田 6-⑧ 秋山・竹内 鈴木・國崎 ⑧-4 鈴木・石田 粂川・竹内 4-⑧ 鈴木・水野

後藤 6-⑧ 竹内 矢野 ⑧-4 石田 竹内 2-⑧ 山口
國崎 ⑧-2 粂川 國崎 ⑨-7 山内 粂川 2-⑧ 山内



女子3部A
いすゞ ②-1 タイホー いすゞ 1-② 薬師寺TC いすゞ ③-0 エコシステム

市田・村山 ⑨-7 石野・梅田 市田・阿部 ⑧-2 亀井・岩田 村山・市田 ⑨-7 大柿・金久保
阿部 8(3)-⑨ 梅田 阿部 4-⑧ 酒出 阿部 ⑧-5 奈良
村山 ⑧-1 石野 市田 3-⑧ 菊池 村山 ⑧-1 清水

いすゞ ②-1 鵠沼平本 タイホー 0-③ 薬師寺TC タイホー 0-③ エコシステム
村山・阿部 ⑧-5 児玉・結城 石野・梅田 3-⑧ 菊池・亀井 石野・梅田 2-⑧ 鈴木(美)・鈴木(真)

市田 3-⑧ 金津 梅田 0-⑧ 酒出 梅田 5-⑧ 奈良
村山 ⑧-1 渡辺 石野 6-⑧ 岩田 石野 3-⑧ 清水

タイホー 1-② 鵠沼平本 薬師寺TC ②-1 エコシステム 薬師寺TC ③-0 鵠沼平本
石野・梅田 1-⑧ 渡辺・結城 亀井・杉本 6-⑧ 杉本・金久保 亀井・杉本 ⑧-3 結城・渡辺

梅田 5-⑧ 林 岩田 ⑧-1 奈良 岩田 ⑧-2 金津
石野 ⑧-4 児玉 菊池 ⑧-4 清水 菊池 ⑧-2 林

エコシステム 0-③ 鵠沼平本
DEF

女子3部B
NOK ②-1 ラウダ NOK ②-1 Roots NOK ②-1 FCT

高木・上原 6-⑧ 木村・大友 上原・中村 ⑧-6 高野・森田 伊佐・上原 ⑧-5 大迫・大谷
高木 ⑧-3 木村 折田 ⑧-1 谷藤 高木 ⑧-3 岡井
伊佐 ⑧-2 小林 伊佐 4-⑧ 塩川 伊佐 7-⑨ 三田

NOK ②-1 市役所B ラウダ ②-1 Roots ラウダ ③-0 FCT
上原・中村 5-⑧ 山本・篠原 木村・大友 ⑧-2 谷藤・石川 関口・大友 ⑧-2 岡井・岡井

折田 ⑧-4 篠原 木村 ⑧-2 高野 木村 ⑧-1 助川
伊佐 ⑧-1 羽根 関口 2-⑧ 塩川 関口 ⑧-1 大迫

ラウダ 0-③ 市役所B Roots 1-② FCT Roots ②-1 市役所B
関口・志村 2-⑧ 山本・篠原 谷藤・石川 ⑧-6 岡井・岡井 塩川・森田 ⑧-5 山本・加藤

志村 4-⑧ 篠原 谷藤 2-⑧ 三田 石川 4-⑧ 篠原
関口 6-⑧ 加藤 高野 2-⑧ 大迫 塩川 ⑧-5 山本

FCT 1-② 市役所B
大谷・三田 4-⑧ 山本・篠原

大谷 ⑨-8(1) 加藤
三田 2-⑧ 羽根

女子3部優勝決定戦
薬師寺TC 0-③ NOK
亀井・菊池 8(3)-⑨ 伊佐・高木

酒出 0-⑧ 高木
岩田 2-⑧ 伊佐



第５回チャンピオンリーグ（2012年）　選手名簿　男子１～７部
部 チーム名 チーム責任者 選手登録No.1 選手登録No.2 選手登録No.3 選手登録No.4 選手登録No.5 選手登録No.6 選手登録No.7 選手登録No.8 選手登録No.9

男子１部 エコシステムA 大川　隆行 内海　元希 大川　隆行 松下　哲也 吉池　隆 小間　一幸 布施　浩隆 山本　泰右 大原　真一 森　照夫
男子１部 市役所E 指籏　博 野場　悠司 青木　明彦 指籏　博 杉山　喜哉 嶽山　彦忠 平沢　智樹 広瀬　稔 桐ヶ谷　留夫 山木　貴祐
男子１部 HGST B 後藤　和之 城戸　俊之 後藤　和之 小島　琢也 吉田　仁 安那　啓 松田　浩 松元　洋 矢野　良彦 坪井　晋作
男子１部 アプティ 植松　準 谷　英三 松井　章浩 赤沼　孝太郎 植松　準 柏野　淳 板垣　進哉 中谷　仁志 青木　啓友 山田　義文
男子１部 荏原A 林　雄一郎 林　雄一郎 一寸木　克行 塚本　輝彰 千種　耕一郎 佐々木　望 草　宏明 塚田　昇 上遠野　望 米倉　潤
男子１部 MMT 横井　信一 石津　知幸 東海林　吉充 濱田　正紀 服巻　勇希 鈴木　行介 原　邦和 森　祐二 横井　信一
男子２部 アズビルB 八尾　健史 森岡　浩 山口　友哉 八尾　健史 福山　隆 安河内　昭彦 福岡　崇介 千村　暢孝 内田　佳克
男子２部 池上通信機B
男子２部 NOK A 藤澤　直広 宮城　康 藤澤　直広 若菜　岳史 工藤　正嗣 東　洋幸 安富　隆明 瀬戸口　知巳 古賀　正太郎
男子２部 公立共済A 本間　興一 島田　聡司 南　久男 磯部　和宏 阿部　嘉人 甲田　靖 本間　興一 佐々木　桂吾 杉山　安博
男子２部 城南A 沓掛　一良 佐藤　光秀 吉岡　健 今西　幸市 市川　明 久保田　隆之 沓掛　一良 中井　雅春 田中　和之 三輪　裕
男子２部 KAS A 室町　純也 鬼原　賢 伊藤　淳 室町　純也 水谷　隼也 小林　直貴 程島　観 小池　京平 佐々木　嶺人 奥村　仁
男子３部 いすゞA 山田　哲治 原　建 津村　拓朗 山田　哲治 皆川　祐二 足立　守 佐藤　浩至 田村　一平
男子３部 いすゞE 田島　勝美 原　和彦 田島　勝美 鳥谷部　俊司 浅野　裕一 山下　仁 玉井　康夫 木村　明夫
男子３部 薬師寺TC湘南 薬師寺　一彦 川角　武史 中森　健介 樋田　光一 栗田　康章 高須賀　祐介 大門　伸男 菅谷　亮太 平尾　啓祐 岩瀬　悠
男子３部 グラフテック 鈴木　安隆 鈴木　安隆 高田　学 笠間　信一郎 井田　真司 清水　賢治 黒崎　幸喜 波多　滋雄 菊地　優二
男子３部 日本精工A 元田　智弘 安藤　尚人 元田　智弘 伴野　晋二郎 船津　隆弘 山本　徹 平山　康浩 竹内　匠
男子３部 遠パブA 持丸　昌己 岡田　要 山澤　毅 白石　啓介 山岡　郁雄 持丸　昌己 中村　洋也 志気　一顕 田渕　収 塩田　達雄
男子４部 タイホー 林　晋也 原村　諭考 林　晋也 高野　伸二 山本　啓介 小野沢　光雄 落合　哲也
男子４部 東レA 長田　祐二 松井　義定 志保　孝介 長田　祐二 高橋　英喜 廣川　順一 中村　史夫 高橋　弘純
男子４部 鵠沼平本 岡田　朋広 粕谷　研之 加藤　大智 芦原　宏昴 黄野　達也 吉田　隼 久住　祝生 尾股　啓次郎 宇野　光男 山本　宗学
男子４部 アズビルE 中　慎也 近田　智洋 伊藤　靖志 平松　利治 本田　光弘 林　庸平 中　慎也 真木　義郎 森　誠司
男子４部 荏原B 栗田　要 柏木　誠 三木　亮太 添田　信也 長井　歩 中川　創太 栗田　要 秋山　登 富岡　賢哉
男子４部 FKC B 田中　一彦 長岐　祐良 松岡　晃平 鈴木　秀幸 高野　晋一 大原　聡晃 望月　信幸 中村　俊徳 鈴木　康友 田中　一彦
男子５部 メルシャン 黒田　真司 鳥海　哲也 足海　洋史 黒田　真司 小山　貴也 杉浦　彰彦 出口　弘樹 松下　剛 松本　陽 田端　志光男子５部 メルシャン 黒田　真司 鳥海　哲也 足海　洋史 黒田　真司 小山　貴也 杉浦　彰彦 出口　弘樹 松下　剛 松本　陽 田端　志光
男子５部 HGST A 鬼澤　光崇 柿崎　吉孝 山本　雅禎 吉川　克己 奥田　光彦 樋渡　淳一 小和　嗣明 木寺　啓治 宇治　義明 鬼澤　光崇
男子５部 日本精工D 宮坂　孝範 宮坂　孝範 兼松　隆之 根岸　武司 前島　武始 倉沢　文雄 大六野　智 中尾　宏志
男子５部 佐藤設計A 佐藤　雄司 尾崎　伸二 浅井　克也 加藤　大志 今井　寛太郎 佐藤　雄司 森田　常正
男子５部 KAS B 榛葉　太郎 大沼　陽 宮内　邦典 磯田　剛 榛葉　太郎 船津　将弘 川田　龍 松本　大毅 平野　健介 上田　和明
男子５部 辻堂アップ 小川　尚彦 名古　悟 小川　尚彦 林　哲郎 大野　陽平 渡辺　勉 楯谷　信一郎 池辺　義則 鈴木　秀之 菅　美博
男子６部 オシキリ 原　祐治 鬼澤　正男 島津　義彦 鮫島　健二 池田　純 原　祐治 入部　修一
男子６部 池上通信機A 辻　常明 増尾　正博 長橋　哲郎 辻　常明 瓦井　宏和 谷田部　一弘 岸田　康史 藤山　英史 大久保　隆弘 高草木　和孝
男子６部 市役所A 田高　敏也 石井　直樹 高橋　寛治郎 田高　敏也 小野　秀樹 浅野　秀朗 杉山　典久 宇野　哲央 山出　峰士 山中　浩之
男子６部 荏原E 佐藤　伸樹 上山　浩幸 西塔　康晴 西井　啓典 稲井　恒 大橋　知範 関野　孝久 佐藤　伸樹 松田　富男 江刺家　慎也
男子６部 オイレス 久住　美朗 高田　桂太 萩原　浩史 工藤　乃祐 久住　美朗 山根　敏博 杉谷　剛志 幸山　県相 横山　勝 藤井　浩一
男子６部 シダーズA 小山　紀三男 横尾　厚志 小山　紀三男 福嶋　圭介 阿部　祐士 中丸　秀和 大菅　伸英 三冨　敬 清水　要 長田　岳海
男子７部 いすゞF 大倉　由喜路 小池　健一 大倉　由喜路 齊藤　和洋 金田　高幸 横井　健 内藤  隆
男子７部 プレス工業 福澤　祐一郎 細谷　拓 福澤　祐一郎 渡辺   剛士 杉山　弘之 内藤　稔 金子　秀彦 渡辺　正義 佐藤  貴英 矢野　克彦
男子７部 HGST D 前田　竜平 荻原　聡 井戸端　紀彰 前田　竜平 及川　智哉 佐藤　昌志 有友　秀樹 笠原　良行 澤　健一 藤田　悟
男子７部 エコシステムB 山本　勝 國保　健司 三宅　修三 山口　裕二 藤原　強 山本　勝 細沼　信行 福高　浩 三舛　佳生 鈴木　原野
男子７部 FKC A 堀　隆弘 関　充 鈴木　道明 高木　亨 堀　隆弘 米光　敏 篠田　敏 崎野　邦一 渡辺　一郎 三好　尚彦
男子７部 OAS A 高井　健太 國次　俊輔 戸上　大輔 伊藤　峻 若林　俊和 村中　剛 野澤　翔吾 高井　健太 高橋　祐介 弦巻　優矢



第５回チャンピオンリーグ（2012年）　選手名簿　男子８部
部 チーム名 チーム責任者 選手登録No.1 選手登録No.2 選手登録No.3 選手登録No.4 選手登録No.5 選手登録No.6 選手登録No.7 選手登録No.8 選手登録No.9

男子８部 FCT A 坂間　聡 堤　和之 山内　英夫 中務　光規 中元寺　大和 高橋　正雄 落合　裕貴 坂間　聡 伊藤　俊夫 細井　啓行
男子８部 FCT B 石津　泰之 加藤　恵 大竹　将史 日下部　優介 龍　雅仁 銘苅　裕二 村田　光範 大谷　行慰 石津　泰之 高田　隆
男子８部 NOK B 藤澤　直広 中北　里志 中村　健二 村田　諒 松原　朝雄 中島　靖章 水上　訓 室田　雄輝 中村　英二
男子８部 Roots A 山田　英之 中澤　周 畠山　大輔 山田　英之 大久保　陽介 内田　恵介 番匠　達也 菅野　瑠一
男子８部 Roots B 梅澤　崇明 香山　淳 梅澤　崇明 青木　佑介 野口　智弘 北村　裕気 廣岡　朋之 岡野　健一
男子８部 STELS A 渡辺　薫 瀬戸　和也 浅野　翔太 関川　俊史 加賀美　健一 白井　浄 香西　義之 瀬戸　英俊 大舘　貞好 渡辺　薫
男子８部 STELS B 齋場　正弘 勝村　則和 成毛　辰徳 藤本　俊 齋場　正弘 渡辺　治 小林　洋隆 能登　直彦 浅野　哲司
男子８部 アズビルA 加藤　誠司 加藤　誠司 岡本　秀樹 加藤　敦之 杉本　丈幸 五十嵐　健二
男子８部 アズビルC 沖田　祐二 根本　敦之 沖田　祐二 小川　真吾 梶浦　孝一 根本　政幸 堀内　健吾
男子８部 いすゞB 深井　泰雄 小林　一 柳沼　謙三 鈴木　芳雄 兼　直史 深井　泰雄
男子８部 いすゞC 山之内　大介 山之内　大介 ウィルン　クナーノンシリクン 野田　隆昭 隼田　昌広 小黒　龍児　 佐藤　孝夫 畠山　光男
男子８部 いすゞD 折井　望 浅見 好洋 菅谷　佑樹 平川　宣彦 宗村　昌幸 清水　仁 田中　大樹 折井　望
男子８部 公立共済B 小玉　敏幸 大槻　秀行 加藤　利文 小玉　敏幸 熊谷　友寿 岡本　聡 西村　浩之 山本　徹
男子８部 荏原C 中鉢　文孝 柴田　達也 横井　啓之助 石森　昭 清水　覚 丹内　幸男 露木　岳 中鉢　文孝 　
男子８部 荏原D 寺光　岳夫 後藤　央門 竹本　正男 大田　孝司 寺光　岳夫 山本　光男 小川　正也 大野　佳彦 中出　友範 　
男子８部 遠パブB 村中　博 原田　英和 藤肥　勉 水谷　泰巳 安斎　高司 中見　光生 村中　博 山崎　哲二 大沼　豊 佐藤　隆
男子８部 市役所B 指籏　博 野場　悠司 青木　明彦 指籏　博 杉山　喜哉 嶽山　彦忠 平沢　智樹 広瀬　稔 桐ヶ谷　留夫 山木　貴祐
男子８部 東レB 岡本　二郎 岡本　二郎 鈴木　紳也 清水　浩之 浅野　真吾 後藤　健治
男子８部 東レC 五明　昌也 五明　昌也 森　龍真 松浦　博敏 泉本　直樹 越本　恭平 児玉　尚士
男子８部 日本ギア 川端　恵吾 澤口　大介 川端　恵吾 吉田　翔太　 梶原　大樹 矢部　勇二 田久保　勇亮 久保田　博
男子８部 日本精工C 内田　茂 内田　茂 松本　修 小堀　一也 丹野　晃彦 川口　幹夫 藤沢　幸雄 下野　勉
男子８部（新） KAS C 中野　文雄 伊藤　礼央 中野　文雄 大谷　栄二 亀井　恒之 須藤　裕太 小俣　和宏 市川　淳一 真野　禎久 高橋　智喜
男子８部（新） OAS B 菅野　紘平 菅野　紘平 宮本　和明 高橋　優爾 菅野　孝二 森岡　隆介 村上　毅 金田　亨 小泉　諒治
男子８部（新） アズビルD 鈴木　伸 加藤　瑞樹 加藤　範行 鈴木　伸 図師　信彦 水上　正 百瀬　修 市川　裕悟 山脇　健人 
男子８部（新） エコシステムC 長野　年男 村田　翔 斉藤勝美 高橋　進 沖　弘志 丸林　徹 長野年男 工藤昭英
男子８部（新） セルダム 山崎　雄二 松永　正利 加藤　久典 西村　功 原田　浩次 川崎　雄大 三本木　国雄 岡村　聡 中山　伸二 山崎　雄二
男子８部 シダーズB
男子８部 ラウダ男子８部 ラウダ
男子８部 城南B
男子８部 タイホーB
男子８部 NOK C
男子８部 NOK D
男子８部 日立GST C
男子８部 市役所C



第５回チャンピオンリーグ（2012年）　選手名簿　女子
部 チーム名 チーム責任者 選手登録No.1 選手登録No.2 選手登録No.3 選手登録No.4 選手登録No.5 選手登録No.6 選手登録No.7

女子１部 FKC 水野　貴子 脇田　真弓 武富　由美 森　　裕美 高尾　裕美子 水野　貴子 浅井　志子 　
女子１部 アプティ 植松　準 深沢　愛 鈴　素子 植田　めぐみ 中谷　真由美 青木　有宇子 川島　美央 鶴久　幸代
女子１部 MMT A 桜井　茂美 桜井　茂美 横田　由華 大森　智美 廣瀬　純子 渡辺　みゆき 佐藤　ひさの
女子１部 STELS A 波多野　千代子 塩谷　洋子 江川　典子 篠田　美穂登 波多野　千代子 山下　桂子 井上　佳子 岩田　恵子
女子１部 シダーズ 山田　環 高橋　友紀 渡辺　友子 桜庭　日登美 藤野　恵美 山田　環 小松　美千代 横尾　奈美
女子１部 メルシャン 奥井　弥生 須永　和子 石井　由美子 川上　結 奥井　弥生 藤原　頼子
女子２部 アズビル 金　裕子 乙山　新子 山田　孝江 金　裕子 堰合　和泉
女子２部 市役所A 小松原　典子 秋津　淑美 畑沢　美恵子 伊達　佳代子 小松原　典子
女子２部 MMT B 高城　清香 石津　さおり 高城　清香 野村　紀子 野口　万里 横井　朱美
女子２部 HGST 國崎　史子 國崎　史子 市川　夕子 矢野　由美子 後藤　安紀乃 鈴木　愛子 山口　ひとみ 芝田　味妹
女子２部 荏原 粂川　生実 粂川　生実 永原　靖子 竹内　静代 秋山　朋子 三田村　雅美 荒木　紀子
女子２部 公立共済 山内　幸枝 山内　幸枝 山口　真由美 鈴木　証子 石田　敦美 水野　ひろの
女子３部 FCT 三田　郁穂 大迫　美智子 三田　郁穂 助川　直美 大谷　典子 岡井　美郷 岡井　香澄 高濱　昌
女子３部 NOK 藤澤　直広 伊佐　美紀 高木　直子 折田　美代子 上原　奈津子 中村　真由美
女子３部 Roots A 森田　めぐみ 塩川　嶺花 高野　優香里 石川　美紀 谷藤　杏奈 森田　めぐみ
女子３部 いすゞ 山田　久美子 山田　久美子 村山　有紀 市田　優子 阿部　千鶴 神酒　沙緒理 菅原　珠江
女子３部 エコシステム 清水　晶子 清水　晶子 奈良　茂子 杉本　はるひ 鈴木　真由美 鈴木　美貴 大柿　直子 金久保　純子 　　 　　
女子３部 タイホー 石野　利佳 橋口　義恵 石野　利佳 梅田　季里
女子３部 ラウダ 大友　範子 関口　萌仁香 土屋　庸子 小林　千秋 木村　由香里 志村　知美 大友　範子 芝本　弥生
女子３部（新） 鵠沼平本 岡田　朋広 兼子　真理 渡辺　やすえ 結城　治代 児玉　真弓 林　友佳子 金津　絢子
女子３部（新） 市役所B 篠原　美紀 山本　あゆみ 羽根　志美 加藤　悠子 篠原　美紀
女子３部（新） 薬師寺TC湘南 薬師寺　一彦 菊池　恵 岩田　匡代 酒出　孝子 亀井　めぐみ 杉本　亜希
女子３部 東レ
女子３部 Roots B
女子３部 PサポートB




