
種目

年度

宮崎 克巳 富田・谷島(電電) 原口 恵子 平・河村 宮本・石川
(サントリー) 和田・松口(中央) (サントリー) (三洋電機) （北清水クラブ）
宮崎 克巳 富田・吉兼 葛西 明子 岩見・西村 宮本・石川
(サントリー) (電電近畿) (サントリー) (サントリー) （北清水クラブ）
森下 一夫 和田・松口 岩見 洋子 岩見・西村 梅津・阿部
(サントリー) (中央ホーム) (サントリー) (サントリー) （住金大阪）
森下 一夫 森下・和田 鴻原 春美 西村・菊池
(サントリー) (ｻﾝﾄﾘｰ・中央) (四条畷学園高) (サントリー)
森下 一夫 守安・松重 北本 久美子 福田・平山 廣瀬・廣瀬
(サントリー) (電電近畿) (サントリー) (三洋電機) （北清水クラブ）
森下 一夫 森下・谷田 鴻原 春美 高峯・星
(サントリー) (ｻﾝﾄﾘｰ・此花教員) (四条畷女短大) (サントリー)
江藤 裕樹 森下・谷田 小泉 陽子 小泉・田代 和田・金井
(近畿大学) (ｻﾝﾄﾘｰ・此花教員) (三洋電機) (三洋電機) ＴＢＣ・鶴の子ＢＣ
辻田 泰昌 富田・辻田 新木 貴子 鴻原・新木 井谷・松井
(ＮＴＴ関西) (ＮＴＴ関西) (三洋電機) (三洋電機) （大阪フェニックス･ﾌﾘｰ)
江藤 裕樹 江藤・早戸 利川 貴子 南里・南里 斎藤・宮崎
(近畿大学) (近畿大学) (四条畷女短大) (四条畷女短大) 北清水C・桜ｹ丘C
辻田 泰昌 奥野・辻田 岩田 良子 利川・三ツ川 小玉・菊池
(ＮＴＴ関西) (ＮＴＴ関西) (四条畷女短大) (四条畷女短大) （なかよしクラブ）
辻田 泰昌 早戸・辻田 北浦 道代 北浦・秋元 和田・高田
(ＮＴＴ関西) (ＮＴＴ関西) (三洋電機) (三洋電機) （TBC・なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ)
辻田 泰昌 奥野・辻田 北浦 道代 北浦・秋元 弓削・河村
(ＮＴＴ関西) (ＮＴＴ関西) (三洋電機) (三洋電機) (なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ）
除 彪 辻田・今井 大田 貴子 西田・下川 谷田・大田
(Ｔ・Ｂ・Ｃ) (ＮＴＴ関西) (四天王寺高校) (四条畷女短大) （此花教・四天王寺高）
辻田 泰昌 辻田・今井 水井 泰子 小池・磯崎 谷田・鬼池
(ＮＴＴ関西) (ＮＴＴ関西) (四条畷学園高) (サントリー) （此花教・四天王寺高）
常山 兼二 辻田・今井 中山 智香子 宮村・宮村 喜多・冨田
(松下電器) (ＮＴＴ関西) (三洋電機) (サントリー) （三洋電機）
姜  維 早戸・常山 中山 智香子 井田・中山 蘇・下川
(Ｔ・Ｂ・Ｃ) (ＮＴＴ関西・松下電器) (三洋電機) (三洋電機) （TBC・ｺｽﾓ石油）
姜  維 渡辺・岸田 中山 智香子 村上・貴田 喜多・太田
(Ｔ・Ｂ・Ｃ) (ＮＴＴ関西) (三洋電機) (三洋電機) （三洋電機）

平成4年度

平成5年度

平成6年度

平成7年度

平成8年度

昭和57年度

昭和58年度

昭和59年度

昭和60年度

昭和62年度

昭和63年度

平成元年度

平成2年度

平成3年度

昭和61年度

昭和55年度

昭和56年度

栄  光  の  あ  と
一般男子単(MS) 一般男子複(MD) 一般女子単(WS) 一般女子複(WD) 混合複(XD)

(Ｔ・Ｂ・Ｃ) (ＮＴＴ関西) (三洋電機) (三洋電機) （三洋電機）
植村 昭彦 岸田・平井 山本 静香 山田・村上 早戸・山田
(ＮＴＴ関西) (ＮＴＴ関西) (コスモ石油) (三洋電機) （NTT関西・三洋電機）
沈 逸峰 松井・川口 安城 美華 井田・田中 有田・有田
(Ｔ・Ｂ・Ｃ) (ＮＴＴ関西) (四天王寺高校) (三洋電機) (FKC・大阪フェニックス）
川口 馨士 岸田・平井 関本 祥子 鬼池・森 喜多・増茂
(ＮＴＴ西日本大阪) (ＮＴＴ西日本大阪) (三洋電機) (三洋電機) （三洋電機）
川口 馨士 川口・平井 森 かおり 鬼池・森 平井・鬼池
(ＮＴＴ西日本大阪) (ＮＴＴ西日本大阪) (三洋電機) (三洋電機) （NTT西日本大阪・三洋）
松下 文雅 松下・中村 関本 祥子 田上・西 一宮・西
(近畿大学) (近畿大学) (三洋電機) (三洋電機) （NTT西日本大阪・三洋電機）
川口 馨士 川口・一宮 関本 祥子 小椋・潮田 宮田・松田
(NTT西日本大阪) (NTT西日本大阪) (三洋電機) (三洋電機) （フリー）
山口 公洋 伊藤・西峯 廣瀬 栄理子 田中・廣瀬 宮田・松田
(近畿大学) (近畿大学) (三洋電機) (三洋電機) （シャトルクラブ大阪）
山口 公洋 大滝・山口 松尾 静香 松尾・恵良 宮田・宮田
(近畿大学) (近畿大学) (此花学院高校) (此花学院高校) （シャトルクラブ大阪）
井谷 和弥 櫻井・川口　 今別府 香里 脇坂・多谷 宮田・宮田
(柏原高校) (大阪トリッキーパンダース) (三洋電機) (三洋電機) （シャトルクラブ大阪）
山口 公洋 梅林・浦窪 作山 智美 山田・脇坂 上地･上地
(近畿大学) (近畿大学) (四條畷学園高校) (三洋電機) （泉北バード・スクラッチ）
古川 裕輔 井谷・巽 今別府 香里 今別府・作山 岡野・薦田
(大阪トリッキーパンダース) (近畿大学) (三洋電機) (三洋電機) （童心クラブ・ATM）
浦窪 文也 井谷・巽 村松 瑞穂 三木・脇坂 虻川・都志
(近畿大学) (近畿大学) (三洋電機) (三洋電機) （三国クラブ・ﾌﾘｰ）
辻 岳尋 川口・中村 今別府 香里 脇坂・森 古川・古川
(近畿大学) (大阪トリッキーパンダース) (三洋電機) (三洋電機) (大阪府実連)
坂本 健 井谷・巽 福万 尚子 三木・米元 岡野・蘆田　
(近畿大学) (近畿大学) (三洋電機) (三洋電機) （童心クラブ・大阪フェニックス）
福田 真也 井谷・高階 木戸 美咲 樋口・宮原 都志・虻川
(トリッキーパンダース) (トリッキーパンダース) (四天王寺高校) （樟蔭東高校） (Freeクラブ・三国クラブ)
井谷 和弥 井谷・高階 森 みず穂 木戸・今井 古川・古川
(トリッキーパンダース) (トリッキーパンダース) (四天王寺高校) (四天王寺高校) (大阪府実連)
下農 走 井谷・高階 森 みず穂 森・今井 古川・古川
(東大阪大学柏原高校) (トリッキーパンダース) (四天王寺高校) (四天王寺高校) (ﾖﾈｯｸｽ･大阪府実連)
下農 走 福田・米田 高橋 はるか 鈴木・新藤 鈴木・五島
(東大阪大学柏原高校) (トリッキーパンダース) (四天王寺高校) (プレンティグローバルリンクス) (プレンティグローバルリンクス･童心クラブ)

福田 春樹 福田・米田 明地 七海 鈴木・春木 山田・米田
(トリッキーパンダース) (トリッキーパンダース) (瓜破西SSC) (プレンティグローバルリンクス) (関西大学･トリッキーパンダース)
福田 春樹 福田・米田 小林 栞菜 新藤・早川 髙田・松本
(トリッキーパンダース) (トリッキーパンダース) (アナン学園高校) (PLENTY GLOBAL LINX) (KATSUYAMA OBC･枚方殿一クラブ)

福田 春樹 高階・福田 早川 紗保里 早川・春木 興梠・辻本
(トリッキーパンダース) (トリッキーパンダース) (PLENTY GLOBAL LINX) (PLENTY GLOBAL LINX) (B WAY･枚方殿一クラブ)
福田 春樹 宇治・佐野 酒瀬川 美波 春木・早川 八木・在間

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成22年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成26年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成9年度

平成10年度

福田 春樹 宇治・佐野 酒瀬川 美波 春木・早川 八木・在間
(トリッキーパンダース) (東大阪大学柏原高校) (PLENTY GLOBAL LINX) (PLENTY GLOBAL LINX) (三国クラブ･天然素罪)
高橋 洸士 寺田・平本 中村 優里 早川・中村 寺脇・宇都宮
(東大阪大学柏原高校) (東大阪大学柏原高校) (PLENTY GLOBAL LINX) (PLENTY GLOBAL LINX) (BWAY･PLENTY GLOBAL LINX)

令和元年度

平成30年度



種目

年度
山路 栄三郎 北原・三町
（ＹＭＣＡ） （池田クラブ）
北原 健二 北原・三町
（池田クラブ） （池田クラブ）
宇治 収 宇治･篠原 御前・広瀬
（三洋電機） （三洋電機） （桜ケ丘クラブ）
宇治 収 北原・松村 池田・広瀬
（三洋電機） （池田クラブ） （桜ケ丘クラブ）
田中 博正 松浪・尾崎 池田・広瀬
（池田クラブ） （ＳＢＣ） （桜ケ丘クラブ）
宇治 収 梅本・角田
（三洋電機） （住金大阪・ｺﾞｰｾﾝ）
山口 博 山口・斎藤 飯山・大塚
（中央ホーム） （中央ﾎｰﾑ・北清水） （大阪ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰC）
松重 恵三 川前・三坪 飯山・大塚
（ＮＴＴ大阪） （大阪フェニックス･弥生C） （大阪ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰC）
川前 明裕 川前・三坪 飯山・大塚
（大阪フェニックス） （大阪フェニックス･弥生C） （大阪ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰC）
三坪 吉行 川前・三坪
（弥生クラブ） （大阪フェニックス･弥生C）
三坪 吉行 喜多・幡野 勝見・寺部
（弥生クラブ） （飛羽会） （吹田ミセス）
三坪 吉行 川前・三坪 松田・森元
（弥生クラブ） （大阪フェニックス・弥生C） （東大阪MBC）
中角 好男 川前・井谷 石崎・西村
（松下電器大阪） （大阪フェニックス） （清水クラブ）
中角 好男 川前･井谷 弓矢・西林
（松下電器大阪） （大阪フェニックス） （泉ケ丘クラブ）
中角 好男 喜多・幡野 井上・宇川
（松下電器大阪） （飛羽会） （ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰクラブ）
三坪 吉行 川前・田中 井上・宇川
（なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ） （大阪フェニックス） （ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰクラブ）
楠本 直樹 川前・田中 松本・竹田
（三国クラブ） （大阪フェニックス） （東大阪MBC）

平成元年度

平成2年度

平成3年度

平成4年度

昭和56年度

平成6年度

平成7年度

平成8年度

昭和55年度

平成5年度

昭和57年度

昭和58年度

昭和59年度

昭和60年度

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

栄  光  の  あ  と
成年男子単

(MS30)
成年男子複

(MD30)
成年女子単

(WS30)
成年女子複

(WD30)

（三国クラブ） （大阪フェニックス） （東大阪MBC）
谷田 尚嗣 川前・田中 松本・竹田
（教職員連盟） （大阪フェニックス） （東大阪MBC）
長谷 浩道 川前・田中 平井・山下
（松下電子部品） （大阪フェニックス） （Yクラブ・和光クラブ）
長谷 浩道 和田・蘇 松本・竹田
（松下電子部品） （ＴＢＣ） （東大阪MBC）
長谷 浩道 村松・早水 松下・阿納田
（松下電子部品） （ｺﾞｰｾﾝ･大阪ガス） （交野クラブ）
長谷 浩道 村松・早水 保田・上地
（松下電子部品） （ｺﾞｰｾﾝ･大阪ガス） （大浜・スクラッチ）
山岸 巌郎 保田・上池 保田・上地
（大浜クラブ） （泉北バード） （大浜・スクラッチ）
山岸 巌郎 山岸・林 永田・平生
（大浜クラブ） （大浜・泉北バード） （MBC・清水クラブ）
保田 正人 木田・山本 弓矢 美妃子 井波・長谷
（泉北バード） （大阪フェニックス） （岸和田クラブ） (桜ヶ丘クラブ･フレンドリークラブ)
山岸 巌郎 小山・虻川　 上地 友佳子 保田・上地
（大浜クラブ） （松下電器高槻・三国クラブ） （スクラッチ） （大浜クラブ・スクラッチ）
北辻 和孝 虻川･林 上地 友佳子 保田・上地
（大阪フェニックス） （三国クラブ・泉北バード） （スクラッチ） （大浜クラブ・スクラッチ）
竹下 裕二 虻川・林 西林 知子 保田・上地
(北清水クラブ ) (三国クラブ・泉北バード) (ふるーる ) (大浜クラブ・スクラッチ)
堀田 又治 野田・千菊 常井・長谷
(ミズノ ) (泉北バード) (桜ヶ丘クラブ･フレンドリークラブ)
堀田 又治 虻川・林 上山 あずみ 常井・長谷
(ミズノ ) (三国クラブ・泉北バード) (ＦＩＯＲＥ) (桜ヶ丘クラブ･フレンドリークラブ)
荒木 直人 園部・赤川 上山 あずみ 砂川・松本
（勝山OB会） (三国クラブ・Yクラブ) (ＦＩＯＲＥ) (茨木クラブ)
荒木 直人 園部・赤川 福井 菜々子 常井・濵上
（勝山OB会） (三国クラブ・Yクラブ) （ＳＯＢ） (桜ヶ丘クラブ)
赤川　誠 朝田・藤田 橋詰 久美 元木・梶原
（Ｙ　ＣＬＵＢ） (三国クラブ) （Ｙ　ＣＬＵＢ） (友鳩サークル)
木村 寛 岡田・松下 御前 美希 元木・梶原
（大阪府教職員） (ニッケグループゴーセン･相生クラブ) (豊中シスターズ) (友鳩サークル)
恵良 哲哉 藤田・佐海 吉岡 久美子 吉岡・木下
（新日鐵住金製鋼所） (三国クラブ･ＫＡＮＳＡＩ　ＣＬＵＢ) (ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ　ＰＯＷＥＲＳ) (ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ　ＰＯＷＥＲＳ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ)

喜來 順司 三好・松下 山崎 悦子 元木・岡田
（KATSUYAMA OBC） (相生クラブ) (おはようゴリラ) (友鳩サークル)
伊藤 雅俊 岡田・多谷 大久保 聖子 御前・森田
（童心クラブ） (相生クラブ･北清水クラブ) （Ｙ　ＣＬＵＢ） (豊中シスターズ)
伊藤 雅俊 岡田・多谷 眞野 由布子 岡田・塩川
（童心クラブ） (相生クラブ･KATSUYAMA OBC) （なでしこ） (友鳩サークル)
伊藤 雅俊 岡田・多谷 安倍・末吉

平成23年度

平成27年度

平成16年度

平成28年度

平成26年度

平成24年度

平成25年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成17年度

平成9年度

平成29年度

伊藤 雅俊 岡田・多谷 安倍・末吉
（童心クラブ） (相生クラブ･KATSUYAMA OBC) (ＳＯＢ)
伊藤 雅俊 大滝・大佛 青木・谷山
（童心クラブ） (瓜破西ＳＳＣ) (天然素罪･Ｒ・Ｈ・Ｋ)

令和元年度

平成30年度



種目

年度

林 潤一 木田・山本 西林 知子 保田・上地

(泉北バード) (大阪フェニックス) (ふるーる) (大浜クラブ・スクラッチ)

仲田 真基 國信・畑下 夏原 やよい 利川・有田

(池田クラブ) (ＡＴＭ・中央ホーム) (桜ヶ丘クラブ) (大阪フェニックス)

有田 浩史 有田・有田 利川 三貴 常井・岡田

(大阪フェニックス) (大阪フェニックス) (大阪フェニックス) （桜ヶ丘クラブ･清水クラブ）

有田 圭一 有田・有田 利川 三貴 宇野・尾鷲

(大阪フェニックス) (大阪フェニックス) (大阪フェニックス) （門真クラブ）

仲田 真基 有田・有田 常井・岡田

(池田クラブ) (大阪フェニックス) （桜ヶ丘クラブ･清水クラブ）

赤川 誠 有田・虻川 常井・岡田

(Ｙ ＣＬＵＢ) (大阪フェニックス･三国クラブ) （桜ヶ丘クラブ･清水クラブ）

木村 寛 有田・虻川 上山 あずみ 常井・岡田

(大阪府教職員) (大阪フェニックス･三国クラブ) (Ｙ ＣＬＵＢ) （桜ヶ丘クラブ･清水クラブ）

恵良 哲哉 渡辺・松井 福井 菜々子 常井・岡田

(新日鐵住金製鋼所) (トリッキーパンダース) (ＳＯＢ) （桜ヶ丘クラブ･清水クラブ）

恵良 哲哉 櫻井・中村 山崎 悦子 草薙・門野

(新日鐵住金) (トリッキーパンダース) (おはようゴリラ) （ＣＡＲＲＯＴ　ＣＬＵＢ）

恵良 哲哉 櫻井・中村 山崎 悦子 明地・尾後

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

栄  光  の  あ  と
成年男子単

(MS35)
成年男子複

(MD35)
成年女子単

(WS35)
成年女子複

(WD35)

(新日鐵住金) (トリッキーパンダース) (おはようゴリラ) （東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ）

植田 悟 中村・櫻井 山崎 悦子 松田・鈴木

(Ｙ ＣＬＵＢ) (Ｔｒｉｃｋｙｐａｎｄｅｒｓ) (おはようゴリラ) （熊取クラブ）

前田 哲宏 佐海・岡田 御前 美希 安倍・末吉

(畷シャトルズ) （ＫＡＮＳＡＩ ＣＬＵＢ･相生クラブ） (豊中シスターズ) （ＳＯＢ）
令和元年度

平成30年度

平成29年度



種目

年度
堤 博愛 堤・山川
（北清水クラブ） （北清水クラブ）
堤 博愛 堤・山川
（北清水クラブ） （北清水クラブ）
西野 幸雄 堤・山川
（大阪ガス） （北清水クラブ）
三坂 光弘 堤・山川
（吹田クラブ） （北清水クラブ）
三坂 光弘 堤・山川
（吹田クラブ） （北清水クラブ）
三坂 光弘 廣瀬・三坂
（吹田クラブ） （北清水C,吹田C）
三坂 光弘 松浪・榎谷 原田・中井
（吹田クラブ） (S.B.C・I.B.L） （清水クラブ）
松浪 新治 松浪・榎谷 原田・中井
（ＳＢＣ） （S.B.C・I.B.L） （清水クラブ）
東 寿一 松浪・榎谷 原田・中井
（ミドリＢ．Ｃ） （S.B.C・I.B.L） （清水クラブ）
北出 隆 松浪・榎谷
(Ｙクラブ） （S.B.C・I.B.L）
北原 健二 北出・北原 山下・木原
（池田クラブ） （Yクラブ・池田クラブ） （東大阪MBC）
北原 健二 楠戸・穂谷 廣瀬・木田
（池田クラブ） （ｺｽﾓ石油） （清水クラブ）
永澤 康弘 松村・北原 森元・松田
（中央ホーム） （池田クラブ） （東大阪MBC）
永澤 康弘 松浪・上田 廣瀬・木田
（中央ホーム） （S.B.C･F.B.C） （清水クラブ）
橘 功章 松浪・上田 廣瀬・木田
（泉北バード） （S.B.C・F.B.C） （清水クラブ）
幡野 幸夫 喜多・幡野 廣瀬・木田
（飛羽会） （飛羽会） （清水クラブ）
中角 好男 菅原・松口 森元・松田
（松下電器大阪） （中央ﾎｰﾑ） （東大阪MBC）

平成８年度

平成９年度

平成２年度

平成４年度

平成５年度

平成６年度

平成７年度

平成３年度

昭和56年度

昭和57年度

昭和58年度

昭和59年度

昭和60年度

平成元年度

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

壮年女子複
(WD45)

壮年女子単
(WS45)

壮年女子複
(WD40)

栄  光  の  あ  と
壮年男子単

(MS40)
壮年男子複

(MD40)
壮年男子単

(MS45)
壮年男子複

(MD45)
壮年女子単

(WS40)

（松下電器大阪） （中央ﾎｰﾑ） （東大阪MBC）
幡野 幸夫 中角・山川 森元・槙村
（飛羽会） （松下電器大阪） （東大阪MBC）
中角 好男 菅原・松口 森元・槙村
（松下電器大阪） （中央ﾎｰﾑ） （東大阪MBC）
中角 好男 弓削・松重 土屋・植田
（松下電器大阪） （なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ･NTT大阪） （清水クラブ･門真クラブ）

中角 好男 佐藤・宮本 土屋・植田
（松下電器大阪） （塩野義製薬･ＳＯＢ） （清水クラブ･門真クラブ）

幡野 幸夫 川前・田中 石崎・未岡
（飛翔会） （大阪フェニックス） （清水クラブ）
安宅 稔和 川前・田中 中角 好男 弓削・中角 植田・河村 宇衛・植野
（松下電器高槻） （大阪フェニックス） （松下電器大阪） (なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ・松下電器大阪) （門真クラブ・ゴーセン） （神津クラブ）
楠本 直樹 川前・田中 中角 好男 宮本・佐藤 植野・弓矢 土屋・森田
（三国クラブ） （大阪フェニックス） （松下電器大阪） （SOB・塩野義製薬） （神津クラブ・岸和田クラブ） （清水クラブ・泉ヶ丘クラブ）

槇納 正　 村松・田中　 幡野 幸夫 佐藤・宮本 松本・弓矢 河村・植田
（大阪ガス平野） （ゴーセン・大阪フェニックス） （飛羽会） (塩野義製薬・ＳＯＢ) （東大阪MBC・岸和田） （東大阪MBC・門真クラブ）

藤田 久 村松・田中　 楠本 直樹 佐藤・宮本 石崎・弓矢 西林･山口
（三国クラブ） （ゴーセン・大阪フェニックス） （三国クラブ） (塩野義製薬・ＳＯＢ) （清水クラブ･岸和田クラブ） （岸和田クラブ）
田中 隆行 田中・棟居 野牧 喜幸 佐藤・宮本 山田・弓矢 植野・宇衛
( プレンティ) (プレンティ・プレンティ ) (ＳＯＢ ) (塩野義製薬・ＳＯＢ) (池田クラブ・岸和田クラブ ) (神津クラブ )
田中 隆行 田中・村松 大野 孝二 佐藤・宮本 竹田・成平 宇川・井上
( プレンティ) (大阪フェニックス･ゴーセン ) (阪急電鉄) (塩野義製薬･ＳＯＢ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ) (フレンドリークラブ)

正岡 毅 田中・棟居 楠本 直樹 佐藤・宮本 竹田・成平 西林 知子 石崎・弓矢
（飛羽会） (プレンティ・プレンティ ) （三国クラブ） (塩野義製薬･ＳＯＢ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ) (ふるーる) （清水クラブ・岸和田クラブ）

大井 貴夫 辻本・高橋 楠本 直樹 田中・村松 竹田・成平 弓矢 美妃子 石崎・福井
（大阪ガス） （大阪フェニックス） （豊中クラブ） (大阪フェニックス･ゴーセン ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ) （岸和田クラブ） （清水クラブ・河内長野クラブ）

大井 貴夫 上地・真野 正岡 毅 正岡・見市 竹田・成平 谷 玉恵 石本・松本
（大阪ガス） （泉北バード・飛羽会） (畷シャトルズ ) (畷シャトルズ ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ) （堺商クラブ） （高嶺クラブ・鴨谷クラブ）

永田　一郎 國信・小山 正岡 毅 正岡・見市 竹田・成平 東郷・阪東
（Y CLUB） （ATM・ILLC） (畷シャトルズ ) (畷シャトルズ ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ) （茨木クラブ）
林 潤一 有田・林 正岡 毅 見市･正岡 有田・利川 竹田・成平
(泉北バード) (大阪フェニックス･泉北バード) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (大阪フェニックス) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ)

林 潤一 有田・林 佐藤 俊哉 見市･正岡 上地 友佳子 鎌田・千菊 石山 奈津子 竹田・成平
(泉北バード) (大阪フェニックス･泉北バード) (阪急電鉄) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (SCRATCH) (SOB･SCRATCH) （堺枚方殿一クラブ） (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･門真クラブ)

林 潤一 有田・虻川 大井 貴夫 見市･正岡 佐藤 明子 利川・横内 上地 友佳子 有田・上地
(泉北バード) (大阪フェニックス･三国クラブ) (大阪ガス) (ＨＩＷＡＫＡＩ) (塩野義製薬) (大阪フェニックス･SOB) （SCRATCH） (大阪フェニックス･SCRATCH)

林 潤一 有田・虻川 大井 貴夫 岩津･米野 八島 友子 利川・横内 上地 友佳子 有田・上地
(泉北バード) (大阪フェニックス･三国クラブ) (大阪ガス) (ＡＴＭ･中之島クラブ) (PLENTY GLOBAL LINX) (大阪フェニックス･SOB) （SCRATCH） (大阪フェニックス･SCRATCH)

林 潤一 有田・虻川 永田 一郎 寺尾･門野 八島 友子 常井・岡田 上地 友佳子 有田・上地
(泉北バード) (大阪フェニックス･三国クラブ) （Y CLUB） (ＫＡＥＲＵＤＡＮ･Ｇｒａｎ Ｓｈｕｔｔｌｅｓ) (PLENTY GLOBAL LINX) (桜ケ丘クラブ･清水クラブ) （SCRATCH） (大阪フェニックス･SCRATCH)

竹下 裕二 松井・高橋 市井 隆文 有田・林 宇野 真弓 辻・宇野 小笠原 明子 横内・脇
(北清水クラブ) (Ｔｒｉｃｋｙｐａｎｄｅｒｓ･三国クラブ) （KATSUYAMA OBC） (大阪フェニックス･泉北バード) (門真クラブ) (門真クラブ) (西クラブ) (ＳＯＢ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ)

平成30年度

平成21年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成26年度

平成15年度

平成14年度

平成19年度

平成20年度

平成28年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成27年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成29年度

(北清水クラブ) （KATSUYAMA OBC） (大阪フェニックス･泉北バード) (門真クラブ) (門真クラブ) (西クラブ) (ＳＯＢ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ)

木村 寛 有田・虻川 林 潤一 有田・林 上山 あずみ 常井・岡田 希有 ユミ子 脇・横内
(大阪府教職員) (大阪フェニックス･三国クラブ) （大阪フェニックス） (大阪フェニックス) (Y CLUB) (桜ケ丘クラブ･清水クラブ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ･ＳＯＢ)

令和元年度



種目

年度

片山・嘉生
（電電近畿・中之島C）

中島・高谷
（川崎重工）

高谷 明 片山・高谷
（川崎重工） （NTT大阪・川重）
姫野 欣也 片山・高谷
（松下中妍） （NTT大阪・川重）
高谷 明 片山・高谷
（川崎重工） （NTT大阪・川重）
高谷 明 片山･高谷
（川崎重工） （NTT大阪・川重）
堤 博愛 四方・堤
（北清水クラブ） （池田C・北清水C）

四方 光市 四方・堤
（池田クラブ） （池田C・北清水C）

姫野 欣也 岡上・堤
（松下中妍） （北清水クラブ）
堤 博愛 久保川・廣瀬 上辻・兼田
（北清水クラブ） （Yクラブ・清水クラブ） （豊中ｼｽﾀｰｽﾞ・清水クラブ)

西野 幸雄 片岡・高田 上辻・兼田
（大阪ガス） （池田C･箕面C） （豊中ｼｽﾀｰｽﾞ・清水クラブ)

杉谷 義昭 岡上･杉谷 糀・兼田
（北清水クラブ） （北清水クラブ） （高槻クラブ・清水クラブ）

辻 芳雄 片岡・高田 中井・兼田
（中之島クラブ） （箕面クラブ） （清水クラブ）
岡本 哲男 松浪・藤林 中井・兼田
（北清水クラブ） （Ｓ．Ｂ．Ｃ） （清水クラブ）
仲田 康英 松浪・藤林 中井・兼田
（松下電子工業） （Ｓ．Ｂ．Ｃ） （清水クラブ）

平成８年度

平成９年度

平成10年度

平成５年度

平成元年度

平成２年度

平成６年度

平成７年度

昭和61年度

昭和62年度

平成３年度

平成４年度

昭和63年度

昭和58年度

昭和59年度

昭和60年度

栄  光  の  あ  と
実年男子単

（MS50)
実年男子複

（MD50)
実年男子単

（MS55)
実年男子複

（MD55)
実年女子複

（WD50)
実年女子単

（WS50)
実年女子複

（WD55）

（松下電子工業） （Ｓ．Ｂ．Ｃ） （清水クラブ）
東 寿一 江崎・北出 木田・堂尾
（ミドリＢＣ） （サンクラブ･Ｙクラブ） （清水クラブ・桜ケ丘クラブ）

東 寿一 江崎・北出 木田・廣瀬
（ミドリＢＣ） （ＴＷＢ･Ｙクラブ） （清水クラブ）
東 寿一 江崎・北出 木田・廣瀬
（ミドリＢＣ） （ＴＷＢ･Ｙクラブ） （清水クラブ）
仲田 康英 北村・松村 木田・廣瀬
（松下電器高槻） （池田クラブ） （清水クラブ）
北出 隆 山口・菅原 東 寿一 森元・松田 御前・木田
（Yクラブ） （中央ホーム） （ミドリＢＣ） （東大阪MBC) （桜ヶ丘・豊中シスターズ）

永澤 康弘 北原・松村 東 寿一 北出・江崎 森元・松田 宮崎・原田
（中央ホーム） （池田クラブ） （ミドリＢＣ） （Yクラブ・TWB） （東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ） （中之島クラブ）
佐竹 安登 川前・弓削 東 寿一 松浪・島田 藤井・森永 木田・西澤
（北清水クラブ） (大阪フェニックス・なかよしパワーズ ) （ミドリＢＣ） （ＳＢＣ・Yクラブ） （高嶺クラブ） （豊中シスターズ）

三坪 吉幸 川前・弓削 岡本 哲男 松浪・島田 北原・和中 木田・岡田
（なかよしパワーズ） (大阪フェニックス・なかよしパワーズ ) （北清水クラブ） （ＳＢＣ・Yクラブ） （桜ケ丘クラブ） （豊中シスターズ･熊取クラブ）

松重 惠三 川前・弓削 東 寿一 松浪・島田 北原・井上 森元・松田
(大阪府実連 ) (大阪フェニックス・なかよしパワーズ ) （ミドリＢＣ） (ＳＢＣ・Ｙクラブ) (桜ヶ丘クラブ・フレンドリークラブ ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ)

中角 好男 川前・弓削 日下 英明 松浪・島田 土屋・森田 木田・和中
(松下電器大阪) (大阪フェニックス･なかよしパワーズ) (大阪府実連) (ＳＢＣ･Ｙクラブ) (ＧＡＮＢＡＲＯ) (豊中シスターズ･フリー)

幡野 幸夫 渋谷・中野 日下 英明 松浪・島田 北原・井上 森元・松田
（飛羽会） (弥生クラブ・ＦＢＣ) (大阪府実連) (ＳＢＣ･Ｙクラブ) (桜ヶ丘クラブ・フレンドリークラブ ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ)

野牧 喜幸 宮本・佐藤 中角 好男 川前・弓削 北原・井上 藤井・森永
（SOB） （SOB・塩野義製薬） (パナソニック大阪) (大阪フェニックス・なかよしﾊﾟﾜｰｽﾞ ) (桜ヶ丘クラブ・フレンドリークラブ ) （高嶺クラブ）
楠本 直樹 田中・松口 幡野 幸夫 川前・弓削 西林・森田 藤井・森永
（豊中クラブ） （大阪フェニックス・中央ホーム） （飛羽会） (大阪フェニックス・ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ　ＰＯＷＥＲＳ) (ふるーる・泉ヶ丘クラブ ) （高嶺クラブ）
楠本 直樹 田中・岡 野牧　喜幸 川前・弓削 西林・森田 広瀬・常行
（豊中クラブ） （大阪フェニックス・SBC） （SOB） (大阪フェニックス・ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ　ＰＯＷＥＲＳ) (ふるーる・泉ヶ丘クラブ ) （豊中シスターズ）

楠本 直樹 早水・宮本 幡野 幸夫 野牧・幡野 松本・山下 松本・井上
（豊中クラブ） (大阪ガス･ＩＬＬＣ) (HIWAKAI) (ＳＯＢ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (鴨谷クラブ･Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ) (神津クラブ･フレンドリークラブ)

上地 稔 田中・上地 野牧 喜幸 野牧・幡野 松本・山下 田原・川本
（泉北バード） (大阪フェニックス･泉北バード) （SOB） (ＳＯＢ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (鴨谷クラブ･Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ) (河内長野クラブ)
田中 隆行 田中・上地 野牧 喜幸 宮本・佐藤 松本・山下 森 美妃子 森田・西林
（プレンティグローバルリンクス） (大阪フェニックス･泉北バード) （SOB） (ＩＬＬＣ･塩野義製薬) (鴨谷クラブ･Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ) (岸和田) (泉ヶ丘･ふるーる)
正岡 毅 見市･正岡 楠本 直樹 宮本・佐藤 竹田・中村 松本 美和 秋山・桐原
(HIWAKAI) (HIWAKAI) （豊中クラブ） (ＩＬＬＣ･Ｓｈｉｏｎｏｇｉ) (池田クラブ･スウィング) (鴨谷クラブ) (熊取クラブ･鴨谷クラブ)

正岡 毅 見市･正岡 楠本 直樹 佐藤・宮本 竹田・沼田 小牧 有加里 森田・西林
(HIWAKAI) (HIWAKAI) （豊中クラブ） (Ｓｈｉｏｎｏｇｉ･ＩＬＬＣ) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (鴨谷クラブ) (泉ヶ丘･ふるーる)
田中 隆行 見市･正岡 大野 孝二 早水・宮本 成平・竹田 谷 玉恵 山下・松本
（PLENTY GLOBAL LINX） (HIWAKAI) （阪急電鉄） (大阪ガス･ＩＬＬＣ) (門真クラブ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (堺商クラブ) (Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ･鴨谷クラブ)

平成28年度

平成30年度

平成22年度

平成29年度

平成23年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成11年度

平成17年度

平成12年度

平成16年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

（PLENTY GLOBAL LINX） (HIWAKAI) （阪急電鉄） (大阪ガス･ＩＬＬＣ) (門真クラブ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (堺商クラブ) (Ｗａｋｏｕ Ｃｌｕｂ･鴨谷クラブ)

正岡 毅 田中・棟居 大野 孝二 田中・上地 成平・竹田 石山 奈津子 中村・竹田
(HIWAKAI) （PLENTY GLOBAL LINX） （阪急電鉄） (大阪フェニックス) (門真クラブ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ) (枚方殿一クラブ) (スウィング・池田クラブ)

令和元年度



種目

年度

高谷・片山

（大阪実連・NTT大阪）

姫野 欣也 山川・松田

（松下電器Ｒ＆Ｄ） （北清水・ＳＯＢ）

久保川 正啓 久保川・廣瀬

（Ｙクラブ） （Ｙクラブ・北清水クラブ）

四方 光市 山川・松田

（池田クラブ） （北清水クラブ・ＳＯＢ）

岡　国臣 岡上・四方 片山・高谷

（阪南クラブ） （北清水クラブ・池田クラブ） （NTT大阪・大実連）

杉谷 義明 片岡・高田 四方 光市 姫野・本摩

（九中クラブ） （池田クラブ・箕面クラブ） （池田クラブ） （松下電器Ｒ＆Ｄ・塩野義製薬）

久保川 正啓 辻・松田 四方 光市 谷口・四方

（Ｙクラブ） （中之島クラブ・SOB) （池田クラブ） （九中クラブ･池田クラブ）

岡本 哲男 竹下・岡本 岡 国臣 久保川・廣瀬

(北清水クラブ) (北清水クラブ) (阪南クラブ ) (Ｙクラブ・北清水クラブ)

岡本 哲男 竹下・岡本 岡 国臣 片岡・高田

(北清水クラブ) (北清水クラブ) (阪南クラブ) (池田クラブ･箕面クラブ)

東 寿一 竹下・岡本 岡 国臣 岡・杉谷 広海・岡田

（ミドリＢＣ） (北清水クラブ・飛羽会) (阪南クラブ) (阪南クラブ・九中クラブ) (熊取クラブ)

東 寿一 松浪・島田 岡 国臣 岡・杉谷 木田・和中

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

栄  光  の  あ  と
熟年男子単

(MS60)
熟年男子複

(MD60)
熟年男子単

(MS65)
熟年男子複

(MD65)
熟年女子複

（WD65）
熟年女子複

(WD60)
熟年女子単

(WS65)

（ミドリＢＣ） （SBC･Yクラブ） (阪南クラブ) (阪南クラブ・九中クラブ) （豊中ｼｽﾀｰｽﾞ・スワロウ）

東 寿一 山川・松浪 岡 国臣 木田・和中 兼田・吉田

（ミドリＢＣ） （Ｐａｎａｓｏｎｉｃ生産革新本部･ＳＢＣ） (阪南クラブ) （豊中ｼｽﾀｰｽﾞ・スワロー） （清水クラブ・せっつクラブ）

東 寿一 山川・松浪 岡本 哲男 杉谷・伊藤 森元・松田

（ミドリＢＣ） （Ｐａｎａｓｏｎｉｃ生産革新本部･ＳＢＣ） (HIWAKAI) （丸中クラブ・Red Shuttle） （東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ）

山川 正一 島田・原 岡本 哲男 竹下・岡本 森元・松田 木田・岡田

(パナソニックモノづくり本部) (Y CLUB･HIWAKAI) (HIWAKAI) (北清水クラブ･ＨＩＷＡＫＡＩ) （東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ） (豊中シスターズ･熊取)

松口 金彦 川前・松口 東 寿一 北出・東 宮本 真知子

(CHUO HOME) (大阪フェニックス･CHUO HOME) (MiDoRi BC) (Y CLUB･MiDoRi BC) (あいＣＬＵＢ)

中角 好男 川前・松口 東 寿一 東･杉谷 森元・松田 髙木･山辺

(パナソニック大阪) (大阪フェニックス･CHUO HOME) (MiDoRi BC) (MiDoRi BC･九中クラブ) （東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ） (泉ヶ丘･フレンドリークラブ)

中角 好男 川前・松口 岡本 哲男 島田･原 中嶋・森永 西澤･木田

(パナソニック大阪) (大阪フェニックス･ILLC) (HIWAKAI) (Y CLUB･HIWAKAI) (高嶺クラブ) (もっけい･如月クラブ)

松口 金彦 川前・松口 東 寿一 山田･手島 槙村・真鍋

(ＩＬＬＣ) (大阪フェニックス･ILLC) (MiDoRi BC) (さくら･鴨谷グース) （東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ）

松口 金彦 川前・松口 原 健 島田･原 井上・松宮

(ＩＬＬＣ) (大阪フェニックス･ILLC) (HIWAKAI) (Y CLUB･HIWAKAI) （清水クラブ）

中角 好男 佐藤・宮本 松口 金彦 川前・松口 井上・松本 森元・松田

(パナソニック) (Ｓｈｉｏｎｏｇｉ･ＩＬＬＣ) (ILLC) (大阪フェニックス･ILLC) （フレンドリークラブ･神津クラブ） （東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ）

平成28年度

平成27年度

平成23年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

平成26年度

平成25年度

平成22年度

平成24年度



種目

年度

姫野 欣也

(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ Ｒ＆Ｄ)

四方 光市

（池田クラブ）

四方 光市 谷口・四方 上辻・小坂

（池田クラブ） （九中クラブ・池田クラブ） （豊中シスターズ・四条畷クラブ）

岡 国臣 岡上・松田 兼田・高澤

（阪南クラブ） （北清水クラブ・SOB） （清水クラブ・フレンドリークラブ）

岡 国臣 岡上・岡 高澤･兼田

（阪南クラブ） (北清水クラブ･阪南クラブ) (フレンドリークラブ･清水クラブ)

杉谷 義明 杉谷・伊藤

（九中クラブ） (九中クラブ･Red Shuttｌｅ)

熟年女子単
(WS70)

熟年女子複
(WD70)

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

熟年男子単
(MS70)

熟年男子複
(MD70)

栄  光  の  あ  と

平成25年度

平成26年度

平成19年度

平成20年度

（九中クラブ） (九中クラブ･Red Shuttｌｅ)

児玉 洋子

(吹田ミセス)

兼田･高澤

(清水クラブ･フレンドリークラブ)

岡本 哲男 竹下・岡本 吉田･大川

(HIWAKAI) (北清水クラブ･HIWAKAI) (せっつクラブ)

岡本 哲男 岡・松浪 大川･木田

(HIWAKAI) (阪南舞･SBC) (せっつクラブ･如月クラブ)

東 寿一 松浪・岡

(MiDoRi BC) (ＳＢＣ･阪南舞)

令和元年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度



種目

年度

島田・山下

（Yクラブ・和光クラブ）

島田・山下

（Yクラブ・和光クラブ）

千菊・千菊 有田・有田 竹田・村松 上枝・安宅

(スクラッチ・泉北バード) (大阪フェニックス) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ・ゴーセン) (フリー・ＩＬＬＣ)

千菊・千菊 横内・國信 有田・田中 真本・生田

(スクラッチ・泉北バード) (SOB・ATM) (大阪フェニックス) (枚方殿一クラブ)

千菊・千菊 八島・畑下 有田・田中 島田・山下

(スクラッチ・泉北バード) (プレンティ･中央ホーム) (大阪フェニックス) （Yクラブ・和光クラブ）

梶原・岡田 横内・福井 上地・上地 真本・生田

(友鳩クラブ・ゴーセン) (SOB) (SCRATCH・泉北バード) (枚方殿一クラブ)

梶原・岡田 千菊・千菊 利川・田中 林田・田中

(友鳩サークル･ニッケグループゴーセン) (ＳＣＲＡＴＣＨ･泉北バード) (大阪フェニックス) (ＩＬＬＣ･プレンティグローバルリンクス)

脇坂・薄 太田・有田 利川・有田 有田・田中

(大阪府実連･西クラブ) (ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ　ＰＯＷＥＲＳ･大阪フェニックス) (大阪フェニックス) (大阪フェニックス)

脇坂・薄 市井･谷藤 利川・有田 保田・徳田

(大阪府実連･西クラブ) (ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ･童心クラブ) (大阪フェニックス) (泉ヶ丘･鴨谷グース)

草薙・岡田 松田･園部 利川・有田 有田・田中

(ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ･相生クラブ) (熊取クラブ･ＢＩＧＳ) (大阪フェニックス) (大阪フェニックス)

川村・波多 園部･松田 有田・有田 見市・横内

(ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ) (ＢＩＧＳ･熊取クラブ) (大阪フェニックス) (ＨＩＷＡＫＡＩ･ＳＯＢ)

川村・波多 園部･門野 有田・有田 岩津・希有

(ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･ＫＥＣＨＩＫＯＭＩ) (ＢＩＧＳ･ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (大阪フェニックス) (ＡＴＭ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ．)
平成30年度

平成23年度

平成29年度

壮年混合複
(XD40)

平成20年度

平成21年度

壮年混合複
(XD45)

栄  光  の  あ  と

平成19年度

成年混合複
(XD35)

成年混合複
(XD30)

平成27年度

平成28年度

平成26年度

平成24年度

平成22年度

平成25年度

(ＢＩＧＳ･ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (大阪フェニックス) (ＡＴＭ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ．)

髙田・辰奥 三ｹ田･布目 虻川・古川 米野・脇

(ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ ＯＢＣ･枚方殿一クラブ) (箕面クラブ･ＣＡＲＲＯＴ ＣＬＵＢ) (三国クラブ･鴻池組) (中之島クラブ･東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ．)

種目

年度

明野・井上 久保川・吉田

(大阪府実連・フレンドリークラブ ) (Ｙクラブ・せっつクラブ )

明野・井上 歌野・杉谷

(大阪府実連・フレンドリークラブ ) (ＯＳＬ・九中クラブ)

北原・松村 歌野・杉谷

(桜ヶ丘クラブ・池田クラブ) (ＯＳＬ・九中クラブ)

北原・岸本 木田･仲田

(桜ヶ丘クラブ・S.B.C) (豊中ｼｽﾀｰｽﾞ・北清水クラブ)

田原・中野

(河内長野クラブ・FBC)

森田・岡 井上・明野 木田・松村

(泉ケ丘クラブ・SBC) (フレンドリー・大阪府実連) （豊中シスターズ・池田クラブ）

松本・渋谷 森田・弓削 木田・松村 渡辺・杉谷

(鴨谷クラブ･弥生クラブ) (泉ヶ丘･ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ　ＰＯＷＥＲＳ) （豊中シスターズ・池田クラブ） (せっつクラブ･九中クラブ)

松本・槇納 秋山・中村

(鴨谷クラブ･童心クラブ) (熊取クラブ･Red Shuttｌｅ)

林田・宮本 森田･岡 森永･山川

(ＯＬＬＣ) (泉ヶ丘･ＳＢＣ) （パナソニック大阪･高嶺クラブ）

石崎・石崎 森田･岡 小谷･弓削

(清水クラブ･北清水クラブ) (泉ヶ丘･ＳＢＣ) （高石クラブ･ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ　ＰＯＷＥＲＳ）

寺尾・竹内 岡･森田 中西･和中 杉谷･吉田

(ＫＡＥＲＵＤＡＮ･ＨＩＷＡＫＡＩ) (ＳＢＣ･泉ヶ丘) （鴻池組･ＧＡＮＢＡＲＯ） （九中クラブ･せっつクラブ）

喜多・竹内 石崎･石崎 明野･井上 山田･藤井

(北清水クラブ･清水クラブ) （さくら･高嶺クラブ）

平成23年度

平成19年度

平成30年度

平成25年度

平成26年度

平成24年度

平成22年度

熟年混合複
(XD60)

熟年混合複
(XD65)

熟年混合複
(XD70)

熟年混合複
(XD55)

熟年混合複
(XD50)

令和元年度

平成27年度

平成20年度

平成21年度

平成29年度

平成28年度

(大阪府教職員･ＨＩＷＡＫＡＩ) (北清水クラブ･清水クラブ) （大阪府実連･フレンドリークラブ） （さくら･高嶺クラブ）

寺尾・小船 岡･松本 中村･秋山

(ＫＡＥＲＵＤＡＮ･中之島クラブ) (ＳＢＣ･鴨谷クラブ) （Ｒｅｄ Ｓｈｕｔｔｌｅ･熊取クラブ）
令和元年度

平成30年度


