
資格番号
 本大会の前年度優勝者 １

２８年度東京都選抜選手権大会 ２ 山中　徹治 中島　梨沙

東京都ジュニア選手権大会 ３ 冨永　達郎 野仲　美咲 古畑　和輝 熊沢　　颯 橘内　誠吾 渡辺　颯太

東京都シニア選手権大会 ４ 松原　　聡 山中　徹治 塩瀬　　昭 丸尾　　豊 石井　清美 井出由紀子 渋谷美千代 安藤いく子

高橋　尚代 市川　健一 田倉　稔 佐藤三津雄 篠原　隆雄 松下　秀雄 浅田　秀則 岡安　清一 本間イツ子 浜中　誠行 平山　大輔

　　依田　宣枝　　上井　達也 坂場　昭一 芳賀　邦彦 山崎　義浩

 平成２９年度 TBA各選手権大会、 中川　正直 佐久間裕二 木村香津美 木村　　仁 三井　和之 松原　　聡 本多　裕典 富山　幸雄 小原　尚士 森野　丈栄 山田　祥徳 大森　　遼

赤津　一幸 大塚　鷹美 鳥本　隆義

 競技大会の優勝～第３位入賞者 東京都ミックスダブルス競技大会 ７ 原　　邦子 吉永　哲哉 野仲　美咲 飯島　祥行 新倉　千秋 鈴木　彪雅

 及びチーム 東京都高等学校対抗競技会 ８ 関口　幸大 天川　　陸 古畑　和輝 鈴木　彪雅 成　　在汎 平野　真希　

オール東京レディーストーナメント 9 原　　邦子 北沢千津子 小西　まや

北村　　恵 山下　諄也 野仲　美咲 近藤　健一 山口　英俊 新井　駿介 森野　丈栄 佐久間裕二 木村　　仁 森野　華世 井出由紀子 塩瀬　　昭

東城　芳弘 正木　安雄 松原　　聡

11 天川　　陸 飯島　祥行 吉永　哲哉 山中　徹治 大塚　鷹美 鳥本　隆義 中川　正直 佐久間裕二 木村香津美 木村　　仁

11 西村　則子 安藤いく子 松原　　聡 富山　幸雄 熊沢　颯 松野　琴美

 平成２９年度東京都選手権大会　マスターズ戦入賞者 12 吉永　哲哉 山中　徹治 熊沢　　颯 鳥本　隆義 田沼　真人 深川　辰夫 木村香津美 西村　則子 松野　琴美

 東京都ジュニア特別強化第５回オリンピアリーグ（優勝～３位） 13 なし

4月 髙橋　尚代 矢末　憲司 篠原　清隆 吉田　　愛 吉田　　慎 中島　梨沙

5月 中川　正直 木村香津美 木村　　仁 戸根　　斉 熊沢　　颯 横山　幸正

6月 青山　葉子 青山　勝春 井口　遼太 木村　　仁 新穂　隼人 十二　　淳

7月 佐藤　一雄 髙垣　眞一 藤沢真理子 吉永　哲哉

8月 木村香津美 本多　裕典 靭　　海翔 大塚　鷹美 塩瀬　　昭 野仲　美咲

9月 木村香津美 佐藤　一雄 佐古美由紀 田中　一成 横山　幸正 鈴木　彪雅

10月 中川　正直 木村香津美 木村　　仁 山城　　雄 近藤　健一 岡田　広行

11月 中川　正直 高橋尚代 井上龍太朗

12月 野口　博信 吉田　章三 猪野　幹夫 熊本　美穂 矢野　彩花 吉永　哲哉

1月 野仲　美咲 松野　琴美 北原　大廉

2月 北村　　恵 木村香津美 丸山　　博 熊沢　颯 荒　　真一

3月

第1回 吉永　哲哉 飯島　祥行

第2回 森野　華世 富山　幸雄

第3回 吉永　哲哉 森野　華世

第4回 進行中

全日本選抜選手権大会 16 新畑　雄飛 北村　　恵

全日本実業団産業別選手権大会 17 坂場　昭一 仲野　祥一 山崎　義浩 田倉　稔 市川　建一 佐藤三津雄
全日本中学選手権大会 18 なし

全日本高校選手権大会 19 なし

全日本小学生競技大会 20 なし

国民体育大会 21 北村　恵 箕輪　加奈 中島　梨沙 吉田　愛 天川　陸 本橋　竜輔

全日本新人選手権大会 22 野仲　美咲 八木　穂香

全日本シニア選手権大会 23 猪野　幹夫 松原　　聡 田倉　稔 佐藤　一雄

 平成２９年度 JBC主催大会の 全国都道府県対抗選手権大会 24 なし

 入賞者及びチーム 全日本実業団選手権大会 25 なし

オールジャパンレディーストーナメント 26 なし

全国高等学校対抗選手権大会 27 関口　幸大 天川　　陸 涌井　梨音 野仲　美咲 越山　舞也　 0

全日本クラブ対抗選手権大会 28 森野　華世 富山　幸雄 本多　裕典 松原　　聡 森野　丈栄 中川　正直 佐久間裕二 木村香津美 木村　　仁 三井　和之

全日本年齢別選手権大会 29 北村　　恵 森野　華世 森野　丈栄

全日本実業団都市対抗選手権大会 30 なし

全日本選手権大会 31 これから

日本スポーツマスターズ 32 本多　裕典 山中　徹治 塩瀬　　昭 石田　　隆 熊本　美穂 針谷　洋子 西村　則子 原　　邦子

東日本選手権大会（入賞者及びチーム） 33 高田　　学

東日本シニア競技大会 34 富山　幸雄 吉村　　悟 飛田　哲男

 国民体育大会 関東ブロック大会　参加者 35

関東地区高等学校対抗競技会 36 関口　幸大 天川　　陸 古畑　和輝 鈴木　彪雅 野仲　美咲 梅澤　　遼

関東地区実業団選手権大会 37 なし

北村　　恵 吉田　　愛 中島　梨沙 木村香津美

 平成２９年度 関東地区連合主催大会

 の入賞者及びチーム 猪野　幹夫 佐藤　一雄 安藤いく子 松原　　聡 深川　辰夫 米島　和弘 吉永　哲哉 山中　徹治 熊本　美穂 石田　　隆 田沼　真人

関東地区ダブルス競技会 41 天川　　陸 本橋　竜輔 北村　　恵 箕輪　加奈

関東地区実業団個人競技大会 ４２ なし

新畑　雄飛 木村　　仁 北村　　恵

富山　幸雄 松原　　聡 森野　華世 窪田　　洋 安藤いく子 飯島　祥行 熊本　美穂 塩瀬　　昭 縣　　孝男 水野　和男 杉田　新二 鈴木　一郎

天川　　陸

 支部(クラブ)・実業団・高等学校登録校推薦(男女各１名以内) ４５ 推薦者名簿

お願いです。上記の参加有資格者一覧表より選手名と資格番号確認し参加申込書をご提出ください。 平成２９年11月15日更新

　　　　　　　　参加資格番号45の支部・クラブ・実業団・高等学校推薦は、男女各1名を選考いただき参加申込書をご提出ください。

43

 平成２９年度 第４回本部リーグ終了時　クラシック３本線以上取得者（現時点確定分） ４４

東京都クラブチーム選手権大会 ６

40

 平成２９年度TBA本部月例競技会優勝者及びチーム 14

 平成２９年度TBA本部リーグ　1・２・３回優勝チーム及び第４回 優勝～6位の選手

 平成２９年度 TBA強化選手

平成29年度 東京都選抜選手権大会　参加有資格者一覧表 (30.3.6現在 )
大会及びリーグ名 選　　　　　　　　　　手　　　　　　　　　　名

15

関東地区選手権大会 38

これから

東京都実業団選手権大会 ５

東京都年齢別競技大会 10

関東地区シニア選手権大会 ３９

オール関東ジュニアトーナメント

東京都選手権大会


