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北海道 滝本　宗彦 神奈川県 深野　恵一 愛知県 辻野　真一
北海道 黒畑　幸作 神奈川県 満渕　茂樹 愛知県 手島　登
岩手県 下田　栄彦 神奈川県 古舘　秀二 愛知県 一佛　朋亮
岩手県 北川　鉄夫 神奈川県 氏家　政春 愛知県 酒井　孝司
福島県 猪狩　清己 神奈川県 柳原　聡 愛知県 小幡　章夫
福島県 佐野恭一郎 神奈川県 岩崎　正光 愛知県 新妻　良信
栃木県 高橋　清 神奈川県 菊地　馨 愛知県 白羽　俊之
栃木県 山本　耕平 神奈川県 川南由紀男 愛知県 黒栁　智人
群馬県 佐藤　敏明 神奈川県 山岡　祥郎 愛知県 桐生　広司
群馬県 今井　中 山梨県 田中　豊 愛知県 桑原　浩彰
埼玉県 後藤　光司 山梨県 伊藤　出 愛知県 榊原　誠
埼玉県 久保田克彦 長野県 両角　英樹 愛知県 赤尾　昇一
埼玉県 山口　好宏 長野県 池谷　信一 愛知県 猪村　壱尋
埼玉県 大竹　祥一 富山県 古本　彰 愛知県 山川真一郎
埼玉県 中尾　浩士 富山県 扇谷　久範 愛知県 中島　淳二
埼玉県 吉田　聖司 富山県 窪田　勉 三重県 飯田　剛
埼玉県 金子　正春 富山県 鈴木　茂明 三重県 梅田　久徳
埼玉県 髙橋　洋 富山県 舘　典一 三重県 稲垣　勝久
埼玉県 野末　喜弘 富山県 野瀬　雅弘 三重県 佐々木秀明
埼玉県 寺田　一保 富山県 高原　勝 三重県 堀田　賢司
千葉県 谷川　有司 富山県 水野　峰一 三重県 髙木　重光
千葉県 増田　一義 富山県 保田　利博 岐阜県 薮下　浩一
千葉県 加藤　　肇 富山県 石須　剛 岐阜県 吉村　直人
千葉県 大網　松夫 富山県 境　明 岐阜県 渡辺　浩一
東京都 山中　徹治 富山県 武田　孝史 岐阜県 井上　幸人
東京都 大塚　鷹美 富山県 池田　次男 岐阜県 小松　満明
東京都 桑山　敦 富山県 窪田　悟 滋賀県 浦部　年男
東京都 岡田　広行 石川県 河合　昭彦 滋賀県 竹﨑　寿征
東京都 中島　正美 石川県 魚　雅章 京都府 小堀　康司
東京都 石田　隆 石川県 泉　真也 京都府 森下　潤
東京都 宿谷　政文 石川県 蔵野　博久 京都府 辻　康博
東京都 久保　謙吾 石川県 大丸谷　悟 京都府 内藤　茂
東京都 荒　真一 石川県 藤田　朝人 京都府 木下三起雄
東京都 近藤　等 静岡県 北風　慎雄 京都府 福家　英樹
東京都 青木　伸顕 静岡県 小林　愼治 京都府 栂尾　正弘
神奈川県 瀬野　和博 愛知県 山本　一俊 京都府 堀　泰之
神奈川県 川島　徹 愛知県 吉田　幸司 京都府 岡部　俊樹
神奈川県 近江　雅久 愛知県 川口　浩樹 京都府 長谷川清忠
神奈川県 斎藤　有作 愛知県 吉田　豊 京都府 東海　信昭
神奈川県 今原　伸幸 愛知県 小林　浩 京都府 梅原　秀夫
神奈川県 小島　功 愛知県 松岡　富綱 京都府 丹羽　和昭
神奈川県 西島　浩一 愛知県 園田　陽久 京都府 井上　豊
神奈川県 浅賀　祝一 愛知県 赤井　克守 大阪府 有賀　徹
神奈川県 里見　宏 愛知県 小坂　達也 大阪府 長島　則夫
神奈川県 若狭　達弘 愛知県 椎野　秀樹 大阪府 村野　茂二
神奈川県 高橋　隆 愛知県 中野　伸彦 大阪府 新山　信二
神奈川県 緑川　久美 愛知県 三村　哲司 大阪府 滝　伸敬
神奈川県 田辺　昇 愛知県 徳永　幸一 大阪府 足立　光弘
神奈川県 田村　正義 愛知県 西村　由彦 大阪府 大野　政明
神奈川県 関川　譲治 愛知県 足立　謙二 大阪府 髙橋　宏冶
神奈川県 村上　哲明 愛知県 山内　博之 大阪府 川添　賢
神奈川県 後藤　努 愛知県 近藤　克生 大阪府 清田　信秀



第55回全日本シニア選手権大会
参加者名簿（男子）

所属 選手名 所属 選手名 所属 選手名
大阪府 上松　正幸 青森県 小比類巻正昭 神奈川県 石黒英二郎
大阪府 土屋　利夫 宮城県 伊藤　恭充 神奈川県 齊藤　弘三
兵庫県 吉田  聡司 宮城県 熊谷　芳行 神奈川県 水野　浩二
兵庫県 道林　政広 宮城県 小野寺昌伸 神奈川県 和田　司
兵庫県 仲植　広宣 宮城県 佐藤　宣達 長野県 川上　秀樹
兵庫県 前川　哲 福島県 佐々木利明 長野県 伊藤　健市
和歌山県 和田　譲治 福島県 遠藤　邦夫 富山県 八田　満男
和歌山県 山本　満 福島県 伏見　正人 富山県 川原　肇一
和歌山県 金谷　佳哉 福島県 中田　明 石川県 太田　一哉
和歌山県 山口　厚司 群馬県 斉藤　操 石川県 東　秀雄
和歌山県 森本　眞司 群馬県 鎌田　政善 石川県 前田　良一
和歌山県 福島　正久 群馬県 金井　正夫 石川県 西川外志雄
和歌山県 柴田　浩一 群馬県 中澤　俊樹 石川県 仲島　安昭
岡山県 上岡　幸高 埼玉県 千葉　信夫 石川県 塚　良雄
岡山県 奥山　新吾 埼玉県 上山　正 石川県 西村　隆政
岡山県 猪木　信一 埼玉県 坂本　則行 石川県 前田　知一
岡山県 藤井　進介 埼玉県 小畑　幸二 石川県 永原　到
岡山県 森本　達則 埼玉県 糸賀　祥雄 石川県 渡辺　正広
岡山県 松本　一朗 埼玉県 沼上　孝幸 静岡県 森岡　晴彦
広島県 越智　克明 埼玉県 長沢　弘志 静岡県 衣川　正紀
広島県 難波江康雄 埼玉県 中野　正 静岡県 北出　次男
広島県 山根　浩 千葉県 野澤　俊之 静岡県 板垣　幸吉
広島県 作田　孝之 千葉県 前田　長一 静岡県 増田　直秀
山口県 境田　育男 千葉県 西林　康憲 静岡県 馬島　義和
香川県 国宗　光彰 東京都 富山　幸雄 静岡県 杉山　憲良
香川県 篠原　毅 東京都 松原　聡 静岡県 深澤　智秀
愛媛県 西山　史浩 東京都 猪野　幹夫 愛知県 栗田　賢一
愛媛県 由中　信安 東京都 竹本　憲司 愛知県 西山　邦雄
愛媛県 髙須賀祐作 東京都 佐藤　一雄 愛知県 北方　淳幸
愛媛県 武内　英和 東京都 米島　和弘 愛知県 旭　賢司
愛媛県 矢野　大洋 東京都 石崎　正美 愛知県 淀川　清登
愛媛県 西原　真吾 東京都 松尾　邦俊 愛知県 水口　慶吾
高知県 篠田　正近 東京都 吉永　哲哉 愛知県 高須　覚
高知県 田中　伸明 東京都 愛久沢信雄 愛知県 鎌田　幸博
高知県 前田　哲 東京都 吉村　悟 愛知県 大山　秋夫
高知県 池田　充 東京都 森野　清一 愛知県 岩月　文彦
高知県 正木　知幸 東京都 三好　將義 愛知県 鷹羽　孝
福岡県 田村　満 東京都 武藤　愼一 愛知県 渡辺　覚
福岡県 宮本　信吾 東京都 山野本克俊 愛知県 藤原　隆
長崎県 福田　裕健 東京都 石川　明 愛知県 牧野　光男
長崎県 辻　貴司 東京都 安田　重雄 愛知県 五島　利夫
長崎県 本松　智 東京都 野口　幸彦 愛知県 西尾　覚
長崎県 久保　和幸 東京都 水野　和男 三重県 中村　謙
熊本県 井上　博明 東京都 野崎耕一郎 三重県 伊藤　重夫
熊本県 吉本　隆夫 神奈川県 土田　孝一 三重県 鈴木　隆博
熊本県 椿原　正弘 神奈川県 村上　悦男 三重県 柳川　弘行
大分県 安藤　覚 神奈川県 三嶋　正志 三重県 坂東　直人
大分県 緒方　正 神奈川県 西川　薫 三重県 澤田賢二郎
沖縄県 友寄　永盛 神奈川県 宮戸　康次 滋賀県 小林　幹雄
沖縄県 佐藤吾一郎 神奈川県 押切　功 滋賀県 山本　道弘

神奈川県 豊浦　健 滋賀県 藤田　忠志
神奈川県 山崎　勝治 京都府 吉川　伸一

以上、シニア部門
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京都府 市川　正明 長崎県 野口　明廣 愛媛県 玉岡　武雄
京都府 佐藤　正典 長崎県 堀　　晃 愛媛県 斉藤　勝
京都府 藤川　潔 長崎県 徳永　美晴 高知県 宮定　巌
京都府 高田　勇 大分県 太田　裕規 福岡県 清水　丈夫
京都府 村上　功晃 大分県 河野　智憲 長崎県 松尾　勝利
京都府 芦田　利行 沖縄県 桃原　鐵一 長崎県 菊川　隆行
京都府 小柴　輝夫 沖縄県 上原　利雄
大阪府 吉田　勝
大阪府 濱田　常男
大阪府 槌谷　敏
大阪府 松井　正信
大阪府 尾辻　利章
大阪府 三輪谷安弘
兵庫県 竹内　隆司
兵庫県 山田　勉 所属 選手名
兵庫県 加地　敏浩 北海道 笹森　武雄
兵庫県 橋本　敏 青森県 幸林　周逸
兵庫県 藪内　賢一 宮城県 尾野　豊春
兵庫県 大城戸和義 群馬県 喜多　利春
兵庫県 冨田　進 群馬県 町田　康夫
奈良県 渡辺　辰男 埼玉県 阿部　　清
和歌山県 江川　雅博 埼玉県 鈴木　光弌
和歌山県 川口　勝洋 千葉県 浅田　俊夫
和歌山県 大浦　正美 千葉県 山口　五郎
和歌山県 仲岡　伸哲 東京都 丸尾　豊
鳥取県 新井　正雄 東京都 渡邊　勝助
島根県 林田　栄三 東京都 近藤　功
島根県 村上　賀章 神奈川県 小玉　眞
岡山県 堀　久之 神奈川県 高橋　賢二
岡山県 洲脇　正 神奈川県 貝谷　和秋
岡山県 宮武　芳美 神奈川県 片野　素允
岡山県 北村　巧眞 富山県 岩井　親孝
岡山県 下岡　吉美 富山県 大角　廣司
岡山県 長﨑　達志 石川県 竹田　源作
広島県 溝口　芳明 静岡県 小石　敏興
広島県 松田　弘之 愛知県 鈴木千恵彦
広島県 川本　達夫 愛知県 水谷　恒夫
広島県 石井　浩次 三重県 磯部　恭万
山口県 久賀　泰郎 三重県 栗林　隆行
徳島県 阿部　一雄 京都府 蓬莱　富蔵
高知県 柴岡　邦雄 京都府 三谷　繁雄
高知県 柿原　昇 京都府 長谷川良一
高知県 別役　壽章 京都府 安田　孝司
福岡県 福田　雅仁 京都府 渡辺　祐博
福岡県 大賀　保文 京都府 播本　雄輔
福岡県 伊達　俊幸 京都府 西村　正
福岡県 馬場　豊 大阪府 米澤　満
佐賀県 廣川　陽三 兵庫県 松原　暉
佐賀県 久保　信行 奈良県 山中　俊明
長崎県 服部　良成 岡山県 木村　堅司
長崎県 藤山　篤美 岡山県 田中　嵩
長崎県 本田　博次 広島県 林原　護

以上、ハイシニア部門
以上、マスターズシニア部門


