
女子

１部 ２部

昭和４６年 土浦 第１回

昭和４７年 横浜 第２回

昭和４８年 前橋 第３回

昭和４９年 府中 第４回

昭和５０年 浦和 第５回

昭和５１年 栃木 第６回

昭和５２年 甲府 第７回

昭和５３年 市川 第８回

昭和５４年 笠間 第９回

昭和５５年 坂戸 第１０回

昭和５６年 前橋 第１１回 御殿場 第１回

昭和５７年 立川 第１２回 大津 第２回

昭和５８年 横浜 第１３回 岐阜 第３回

昭和５９年 石橋 第１４回 徳山 第４回

昭和６０年 市原 第１５回 立川 第５回

昭和６１年 笠間 第１６回 福井 第６回

昭和６２年 塩山 第１７回 湯沢 第７回

昭和６３年 草加 第１８回 松山 第８回

平成元年 富岡 第１９回 大阪 第９回

平成２年 立川 第２０回 前橋 第１０回

平成３年 横浜 第２１回 ２位　佳英クラブ 佐賀 第１１回

平成４年 栃木 第２２回 優勝　佳英クラブ 氷見 第１２回

平成５年 柏 第２３回 優勝　佳英クラブ 横浜 第１３回

平成６年 笠間 第２４回 本宮 第１４回

平成７年 塩山 第２５回 高松 第１５回

平成８年 草加 第２６回 ３位　４６Ｇ会 ３位　佳英クラブ 第１回 優勝　埼玉フェニックス ３位　自衛隊体育学校 本宮 第１６回 大阪 第１回 優勝　埼玉フェニックス

平成９年 富岡 第２７回 ３位　佳英クラブ 第２回 ２位　自衛隊体育学校 本宮 第１７回 優勝　佳英クラブ 神奈川 第２回

平成１０年 八王子 第２８回 優勝　蓮田クラブ ２位　佳英クラブ 第３回 ２位　埼玉教員クラブ 優勝　自衛隊体育学校 本宮 第１８回 優勝　蓮田クラブ 優勝　佳英クラブ 鹿児島 第３回

平成１１年 藤沢 第２９回 ３位　４６Ｇ会 第４回 ２位　自衛隊体育学校 本宮 第１９回 富山 第４回

平成１２年 栃木 第３０回 第５回 ３位　自衛隊体育学校 本宮 第２０回 宮城 第５回

平成１３年 市川 第３１回 第６回 本宮 第２１回 高知 第６回

平成１４年 麻生 第３２回 第７回 本宮 第２２回 静岡 第７回

平成１５年 草加 第３３回 優勝　蓮田クラブ 第８回 本宮 第２３回 埼玉 第８回

平成１６年 甲府 第３４回 第９回 本宮 第２４回 岡山 第９回

平成１７年 富岡 第３５回 第１０回 本宮 第２５回 ３位　ＲＥＤＳ 兵庫 第１０回

平成１８年 新宿 第３６回 第１１回 本宮 第２６回 秋田 第１１回

平成１９年 藤沢 第３７回 ２位　蓮田クラブ 第１２回 本宮 第２７回 優勝　蓮田クラブ ３位　ＲＥＤＳ 大分 第１２回

平成２０年 栃木 第３８回 ２位　蓮田クラブ 第１３回 本宮 第２８回 富山 第１３回

平成２１年 水海道 第３９回 第１４回 本宮 第２９回 ２位　ＲＥＤＳ 千葉 第１４回

平成２２年 成田 第４０回 ３位　ＲＥＤＳ 第１５回 本宮 第３０回 ３位　ＲＥＤＳ 山口 第１５回

平成２３年 熊谷 第４１回 ２位　蓮田クラブ 第１６回 本宮 第３１回 ３位　蓮田クラブ 岐阜 第１６回

平成２４年 甲府 第４２回 ３位　蓮田クラブ 第１７回 本宮 第３２回 優勝　蓮田クラブ 東京 第１７回

平成２５年 富岡 第４３回 ３位　蓮田クラブ 第１８回 本宮 第３３回 ３位　蓮田クラブ 長崎 第１８回

平成２６年 新宿 第４４回 第１９回 本宮 第３４回 優勝　ＲＥＤＳ 和歌山 第１９回

平成２７年 藤沢 第４５回 第２０回 ３位　埼玉・白小鳩 甲府 第３５回 優勝　ＲＥＤＳ 岩手 第２０回

平成２８年 栃木 第４６回 ２位　ＲＥＤＳ 第２１回 ２位　埼玉クラブ ２位　埼玉・白小鳩 函館 第３６回 愛媛 第２１回

平成２９年 水海道 第４７回 ２位　蓮田クラブ 第２２回 ２位　埼玉クラブ 湯沢 第３７回 福井 第２２回

平成３０年 千葉 第４８回 ３位　HC.Saitama 第２３回 茨城 第２３回
令和元年 埼玉 第４９回 ２位　蓮田クラブ ２位　ＲＥＤＳ 第２４回

年度 会場 回数 回数 会場
男子

女子男子 回数 男子 女子

関東クラブ 関東社会人 全国クラブ ジャパンオープン

回数 男子 女子 会場


