
クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位

第１回 男子35歳以上 大柿町ビーチクラブ 広島県 定塚クラブ 高岡市 宮崎タラ－ズ 朝日町

男子45歳以上 川原ビーチクラブ 高岡市 十二町おにばす 氷見市 宮崎オイボーズ 朝日町

Ｓ５９

女子35歳以上 定塚クラブ 高岡市 梅 朝日町 ハッピー高宮 福光町

女子35～45歳 宮崎城山会 朝日町 金山球友会 朝日町 二上ビーチクラブ 高岡市

女子45歳以上 むぎや 城端町 宮崎浜山会 朝日町 朝日丘ビーチ 氷見市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位

第２回 男子35歳以上 田町ビーチ 大門町 宮崎体協 朝日町 定塚クラブ 高岡市

男子45歳以上 福光水曜クラブ 福光町 川原ビーチクラブ 高岡市 いいちこ 朝日町

Ｓ６０

女子35歳以上 内島レインボー 高岡市 やまぶき 庄川町 宇奈比 氷見市

女子35～45歳 スターダスト 城端町 金山球友会 朝日町 福光婦人スポーツ 福光町

女子45歳以上 スマイルビーチ 朝日町 城端 城端町 舟橋ＢＢクラブ 舟橋村

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位

第３回 男子35歳以上 大門クラブ 大門町 大家庄愛好会－Ａ 朝日町 定塚クラブ 高岡市

男子45歳以上 川原ビーチクラブ 高岡市 福光水曜クラブ 福光町 いいちこ 朝日町

Ｓ６１

女子35歳以上 加納プラザ 氷見市 大家庄ひまわり 朝日町 内島レインボー 高岡市

女子35～45歳 大家庄ニュースマイル 朝日町 スターダスト 城端町 福光婦人スポーツ 福光町

女子45歳以上 大家庄スマイル 朝日町 福光月曜クラブ 福光町 朝日ファイターズ 朝日町

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位

第４回 男子35歳以上 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 大門クラブ 大門町 宮崎ビーチクラブ 朝日町

男子45歳以上 川原ビーチクラブ 高岡市 福光水曜クラブ 福光町 いいちこ 朝日町

Ｓ６２

女子35歳以上 加納プラザ 氷見市 大家庄ニュースマイル 朝日町 ラブリーズ 福光町

女子35～45歳 スターダスト 城端町 大家庄スマイル 朝日町 宮崎ビーチクラブ 朝日町

女子45歳以上 大家庄スマイル 朝日町 福光月曜クラブ 福光町 能町ビーチクラブ 高岡市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

第５回 男子35歳以上 太田はまなす 高岡市 大門クラブ 大門町 大家庄ＢＶＢ愛好会 朝日町 福光ニューカモン 福光町

男子45歳以上 十二町おにばす 氷見市 加積クラブ 魚津市 大家庄ＢＶＢ愛好会 朝日町 サントレ柳 東京都

Ｓ６３

女子35歳以上 加納プラザ 氷見市 宮崎ビーチクラブ 朝日町 ピュアレディー 小杉町 舟橋ＢＢクラブ 舟橋村

女子35歳以上 スターダスト 城端町 大家庄ニュースマイル 朝日町 福光婦人スポーツ 福光町 飯野ビーチ 入善町

女子45歳以上 大家庄スマイル 朝日町 十二町おにばす 氷見市 能町ビーチクラブ 高岡市 加茂ファミリー 小杉町

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

第６回 男子35歳以上 大家庄ＢＶＢ愛好会 朝日町 Ｇ＆Ｂ 新湊市 ゲルメーツ 朝日町 大門クラブ 大門町

男子45歳以上 いいちこ 朝日町 十二町おにばす 氷見市 福光水曜クラブ 福光町 サントレ柳 東京都

Ｓ６４

平成元年 女子18歳以上 フレッシュゲルメイツ 朝日町 内島レインボー 高岡市 四つ葉クラブ 砺波市 大家庄ヤングスマイル朝日町

Ｈ１ 女子35歳以上 戸出西クラブ 高岡市 東ボンバーズ 氷見市 福野レインボー 福野町 リライブルウィミィ 大沢野町

女子45歳以上 上庄クラブ 氷見市 大家庄スマイル 朝日町 ＢＶ水曜会 朝日町 小石川クラブ 東京都
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クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子35歳以上 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 ＦＴＣ砺波 砺波市 加積 魚津市 新町ＢＶＣ 黒部市

第７回 男子45歳以上 加積 魚津市 大家庄ＢＶＢ愛好会 朝日町 いいちこ 朝日町 十二町おにばす 氷見市

Ｈ２ 女子18歳以上 中ノ島とウィンティー 庄川町 城端みずばしょう 城端町 南蟹谷婦人スポーツ 小矢部市 ＹＫＫ東北工場 宮城県

女子35歳以上 レインボー 福野町 ＦＴＣビーチクラブ 高岡市 戸出西クラブ 高岡市 東ボンバーズ 氷見市

女子45歳以上 小石川クラブ 東京都 おれんぢ 朝日町 上庄クラブ 氷見市 南条ビーチクラブ 高岡市

公開競技 男子55歳以上 高岡クラブ 高岡市 さわやか 朝日町

女子55歳以上 朝日丘クラブ 氷見市 いいちこ 朝日町

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子35歳以上 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 太田はまなす 高岡市 城端パワーズ 城端町 大家庄ビーチ愛好会 朝日町

第８回 男子45歳以上 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 加積 魚津市 福野ポストマン 福野町 福光水曜クラブ 福光町

Ｈ３ 女子18歳以上 内島レインボー 高岡市 中ノ島トウェンティー 庄川町 マドンナ 福野町 おおばとピゥアレデぃー小杉町

女子35歳以上 東ボンバーズ 氷見市 城端いいとも 城端町 レインボー 福野町 沖サウスウエーブ 井波町

女子45歳以上 大家庄スマイル 朝日町 林倶楽部 砺波市 朝日丘クラブ 氷見市 小石川クラブ 東京都

公開競技 男子55歳以上 高岡クラブ 高岡市 いいちこ 朝日町

女子55歳以上 朝日丘クラブ 氷見市 戸出ウーマン 高岡市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子30歳以上 般若オールスターズ 砺波市 太田はまなす 高岡市 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 Ｇ＆Ｂクラブ 新湊市

第９回 男子40歳以上 伏木いちのみや 高岡市 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 若林体協 小矢部市 林倶楽部 砺波市

男子50歳以上 三日市体協 黒部市 本江 魚津市 十二町おにばす 氷見市 いいちこ 朝日町

Ｈ４

女子15歳以上 中ノ島トウェンティー 庄川町 レインボー月 福野町 ボビンズ 滑川市 内島レインボー 高岡市

女子30歳以上 加納プラザ 氷見市 石動よつば 小矢部市 飯野ビーチ 入善町 東ボンバーズ 氷見市

女子40歳以上 城端いいとも 城端町 ＥＢＩＥビーチクラブ 新湊市 宮崎ビーチクラブ 朝日町 ファイヤーレディース 福野町

女子50歳以上 小石川クラブ 東京都 能町ビーチクラブ 高岡市 大家庄スマイル 朝日町 ロングビーチクラブ 岩手県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子30歳以上 小矢部指友会 小矢部指 西広谷ビーチクラブ 高岡市 荒木スポーツクラブ 福光町 湖北ビーチクラブ 滋賀県

第１０回 男子40歳以上 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 伏木いちのみや 高岡市 大門クラブ 大門町 ブルボンＢＣ 朝日町

男子50歳以上 本江 魚津市 いいちこ 朝日町 十二町おにばす 氷見市 福光水曜クラブ 福光町

Ｈ５

女子15歳以上 中ノ島トウェンティー 庄川町 リベラル 大島町 フェニックス 小矢部市 内島レインボー 高岡市

女子30歳以上 レインボー星 福野町 ゲルメーツ 朝日町 加納プラザ 氷見市 七美レッドパッション 新湊市

女子40歳以上 上庄ビーチ 氷見市 大家庄ニュースマイル 朝日町 城端いいとも 城端町 ファイヤーレディース 福野町

女子50歳以上 小石川クラブ 東京都 大家庄スマイル 朝日町 堀川南 富山市 大門クラブ 大門町

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子15歳以上 博労ビーチクラブ 高岡市 青組 朝日町 チャンプインターナショナル 小矢部指 加積 魚津市

第１１回 男子3０歳以上 西広谷ビーチクラブ 高岡市 本江 魚津市 般若オールスターズ 砺波市 東ＢＢＣ 氷見市

男子４０歳以上 ねこまんま小矢部 小矢部指 加積 魚津市 井波こしひかり 井波町 伏木クラブ 高岡市

Ｈ６ 男子５０歳以上 本江 魚津市 いいちこ 朝日町 十二町おにばす 氷見市 福光水曜クラブ 福光町

女子15歳以上 中ノ島トウェンティー 庄川町 ヤングスマイル 朝日町 リベラル 大島町 内島レインボー 高岡市

女子30歳以上 京坂レディース 庄川町 レインボー星 福野町 あすなろ倶楽部 小矢部指 ファイヤーレディース 福野町

女子40歳以上 城端いいとも 城端町 ＢＶクイーンズ 井波町 にながわ 富山市 レディース紅 愛知県

女子50歳以上 小石川クラブ 東京都 林倶楽部 砺波市 大家庄スマイル 朝日町 堀川南 富山市

回数
年度

回数
年度

回数
年度

回数
年度

回数
年度
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クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子１５歳以上 博労ビーチクラブ 高岡市 ガッチマン 愛知県 宮崎８９３ 朝日町 Ｙ・Ｓクラブ 福光町

第１２回 男子３０歳以上 沖ＢＢＣ 井波町 西広谷ビーチクラブ 高岡市 ねこまんま小矢部 小矢部市 野村ビーチクラブ 高岡市

男子４０歳以上 加積 魚津市 南条ビーチクラブ 高岡市 石田ＢＢＣ 黒部市 北部ＢＢＣ 福野町

Ｈ７ 男子５０歳以上 ブルーソックス 福野町 いいちこ 朝日町 三日市体協 黒部市 福光水曜クラブ 福光町

女子１５歳以上 朝日クラブ 朝日町 内島レインボー 高岡市 ＢＵＮＫＹＯ 東京都 ＶＥＮＵＳ 朝日町

女子３０歳以上 レインボー星 福野町 宮田ソルジャー 氷見市 七美レッドパッション 新湊市 チームティップトップ 東京都

女子４０歳以上 城端いいとも 城端町 サウスウエーブ 井波町 アタッカーズ 新潟県 花ぐみ 朝日町

女子５０歳以上 しらこばと 埼玉県 上庄バトル 氷見市 小石川クラブ 東京都 福光水曜クラブ 福光町

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子１５歳以上 チームティップトップ 東京都 博労ビーチクラブ 高岡市 ガッチマン 愛知県 伏木クラブ 高岡市

第１３回 男子３０歳以上 伏木クラブ 高岡市 五十嵐工務店 新湊市 本江 魚津市 羽根のんべぇーず 婦中町

男子４０歳以上 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 ねこまんま小矢部 小矢部指 伏木クラブ 高岡市 スーパーコンビ 朝日町

Ｈ８ 男子５０歳以上 本江 魚津市 十二町おにばす 氷見市 ブルーソックス 福野町 福光水曜クラブ 福光町

女子１５歳以上 朝日クラブ 朝日町 えんがわ 庄川町 湖北ＢＢＣ 滋賀県 ピーパルス 新湊市

女子３０歳以上 チームティップトップ 東京都 七美レッドパッション 新湊市 あすなろクラブ 小矢部市 レインボー星 福野町

女子４０歳以上 城端いいとも 城端町 レディース紅 愛知県 サウスウェーブ 井波町 ひのっこ 滋賀県

女子５０歳以上 小石川クラブ 東京都 大家庄スマイル 朝日町 しらこばと 埼玉県 レディース小杉 小杉町

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 チームティップトップ 東京都 ガッチマン 愛知県 ＹＳクラブ 福光町 伏木クラブ 高岡市

第１４回 男子31歳以上 伏木クラブ 高岡市 五十嵐工務店 新湊市 ミナミクラブ 小杉町 ＴＳＫファイターズ 八尾町

男子41歳以上 レフトパーティー 大門町 桜町スーパーコンビ 朝日町 林倶楽部 砺波市 山室中部ビーチクラブ 富山市

Ｈ９ 男子51歳以上 伏木クラブ 高岡市 本江 魚津市 ＹＢＣフィフティー 東京都 ブルーソックス 福野町

女子18歳以上 朝日クラブ 朝日町 ＴＮＢＢＣ 高岡市 すくえあ 井波町 Ｘ－ファイル 福野町

女子31歳以上 ラッキーズ 高岡市 レインボー星 福野町 加納プラザ 氷見市 オムライス 滋賀県

女子41歳以上 リンクス 小矢部市 ゆうゆう 高岡市 清水町 朝日町 になかわ 富山市

女子51歳以上 レディース小杉 小杉町 しらこばと 埼玉県 大家庄スマイル 朝日町 上庄バトル 氷見市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 ウルトラマン 愛知県 伏木クラブ 高岡市 宮崎ＢＢＣ・Ｈ 朝日町 ビーチボーィズ 岩手県

第１５回 男子31歳以上 五十嵐工務店 新湊市 伏木クラブ 高岡市 オムライス 滋賀県 ゴジラ 福野町

男子41歳以上 博労ビーチクラブ 高岡市 加積 魚津市 ねこまんま小矢部 小矢部市 ヤッターマン 愛知県

Ｈ１０ 男子51歳以上 本江 魚津市 ブルーソックス 福野町 福光水曜クラブ 福光町 大家庄ビーチ愛好会 朝日町

女子18歳以上 ひかりあさひ 新潟県 モンキーズ 大沢野町 伏木クラブ 高岡市 Ｘ－ファイル 福野町

女子31歳以上 ＰＡＬあすなろ 小矢部市 ラッキーズ 高岡市 えんがわ 庄川町 遊夢 朝日町

女子41歳以上 になかわ 富山市 城端いいとも 城端町 リンクス 小矢部市 火の鳥 愛知県

女子51歳以上 大家庄スマイル 朝日町 しらこばと 埼玉県 オリーブ 愛知県 小石川クラブ 東京都

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 Ｎ・Ｗ・Ｏ 朝日町 鷹バッドボーイズ 小矢部市 宮田ビッケ 氷見市 伏木クラブ 高岡市

第１６回 男子31歳以上 ねこまんま小矢部 小矢部市 シロウマサイエンス 入善町 沖ＢＢＣ 井波町 伏木クラブ 高岡市

男子41歳以上 ＦＢＣ 福野町 野村ビーチクラブ 高岡市 ＣＨａ３デビル 愛知県 林倶楽部 砺波市

Ｈ１１ 男子51歳以上 伏木クラブ 高岡市 本江 魚津市 青海ハイテクファイター東京都 大家庄ビーチ愛好会 朝日町

女子18歳以上 安全第一 東京都 ひかりあさひ 新潟県 すくえあ 井波町 朝日クラブ 朝日町

女子31歳以上 本江 魚津市 にながわ 富山市 井波オリーブ 井波町 クロス 小矢部市

女子41歳以上 遊夢 朝日町 にながわ 富山市 飯野さくら組 入善町 ゆうゆう 高岡市

女子51歳以上 オリーブ 愛知県 ＯＴＯＷＡ 東京都 本江 魚津市 大家庄スマイル 朝日町
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クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 チームティップトップ 東京都 博労ビーチクラブ 高岡市 ＡＢＡＹＯＪｒ 愛知県 ＢＡＤ　ＢＯＹＳ 愛知県

第１７回 男子31歳以上 伏木クラブ 高岡市 あーくおかちめんこ 東京都 大家庄ビーチ愛好会 朝日町 ねこまんま小矢部 小矢部市

男子41歳以上 アルファー一番星 東京都 ウインク　レオ 愛知県 広田Ｂ・Ｂ・Ｃ 富山市 井波コシヒカリ 井波町

Ｈ１２ 男子51歳以上 林倶楽部 砺波市 伏木クラブ 高岡市 ＮＳＣふくの 福野町 ＹＢＣフィフティー 福野町

女子18歳以上 チームティップトップ 東京都 ひかりあさひ 新潟県 すくえあ 井波町 モンキーズ 大沢野町

女子31歳以上 ラッキーズ 高岡市 Ｔｅａｔｓ 大門町 ワープス 福野町 Ｋ・Ｂ・Ｃ 富山市

女子41歳以上 宮田ソルジャー 氷見市 ミレニアム城端 城端町 フラッシュ 愛知県 マドンナ 福野町

女子51歳以上 クイーンズ 愛知県 ラック紅 愛知県 本江 魚津市 四つ葉クラブ 砺波市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 Ｎ・Ｗ・Ｏ 朝日町 ブルーブラッズ 愛知県 庄下ＢＣ 砺波市 チームティップトップ 東京都

第１８回 男子31歳以上 伏木クラブ 高岡市 沖ＢＢＣ 井波町 ハンマーズ 新潟県 野村ビーチクラブ 高岡市

男子41歳以上 相撲舞踏隊 井波町 伏木クラブ 高岡市 加積 魚津市 林倶楽部 砺波市

Ｈ１３ 男子51歳以上 伏木クラブ 高岡市 林倶楽部 砺波市 三島野ＢＢＣ 大島町 西桜谷クラブ 滋賀県

女子18歳以上 朝日クラブ 朝日町 福光水曜クラブ 福光町 チームティップトップ 東京都 ＲＥＤ　ＬＡ　ＢＯＮＢＡＲ福野町

女子31歳以上 ラッキーズ 高岡市 リベラル 大島町 新庄 富山市 マナティー 石川県

女子41歳以上 マドンナ 福野町 サウスウエーブ 井波町 宮田ソルジャー 氷見市 新庄 富山市

女子51歳以上 本江 魚津市 オリーブ２ 愛知県 ミックス 朝日町 飯野ダイアナ 入善町

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 Ｎ・Ｗ・Ｏ 朝日町 チームティップトップ 東京都 博労ビーチクラブ 高岡市 羽根倶楽部 婦中町

第１９回 男子31歳以上 ＨＵＭＡＮ 氷見市 伏木クラブ 高岡市 逆転イッパツマン 愛知県 五十嵐工務店 新湊市

男子41歳以上 般若クラブ 砺波市 広田ＢＢＣ 富山市 すもうダンサーズ 井波町 さくらサーファーズ 大沢野町

Ｈ１４ 男子51歳以上 伏木クラブ 高岡市 アローズ 高岡市 弩羅夢 小矢部市 キャッツ

女子18歳以上 チームティップトップ 東京都 岩槻ＢＥＡＣＨＢＯＹＳ 埼玉県 ＰｅｅＫ－Ａ－Ｂｏｏ 朝日町 ＴＭＢＢＣ 高岡市

女子31歳以上 井波オリーブ 井波町 ワープス 福野町 ラッキーズ 高岡市 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 朝日町

女子41歳以上 レイラおおやま 大山町 林倶楽部 砺波市 サウスウエーブ 井波町 えんがわ 庄川町

女子51歳以上 音羽あい 東京都 キラァズ 東京都 クイーンズ 愛知県 摩天楼 新潟県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 チームティップトップ 東京都 ＢＡＤ　ＢＯＹＳ 愛知県 紅麦酒 愛知県 ＮＳＫ武蔵 滋賀県

第２０回 男子31歳以上 ＨＵＭＡＮ 氷見市 西地区ＢＢＣ 滑川市 ＴＭＢＢＣ 高岡市 うさぎさん 滋賀県

男子41歳以上 ドリーム 小杉町 ねこまんま小矢部 小矢部市 Ｃｈａ３デビル 愛知県 西五位クラブ 福岡町

Ｈ１５ 男子51歳以上 アローズ 高岡市 牛卯猪虎 大門町 伏木クラブ 高岡市 ふくの 福野町

女子18歳以上 ＢＥＡＣＨ　ＢＯＹＳ 埼玉県 ＰｅｅＫ－Ａ－Ｂｏｏ 朝日町 ＭＡＸ 愛知県 ｃＬＵＢ　ＥＡＳＴＢＡＢＹ 東京都

女子31歳以上 ベルデ・クラージュ 愛知県 クラブイースト 東京都 ラッキーズ 高岡市 井波オリーブ 井波町

女子41歳以上 新庄 富山市 ベルデ・ドリーム 愛知県 遊夢 朝日町 セルフィッシュ 小矢部市

女子51歳以上 ミックス 朝日町 ラック紅 愛知県 定塚クラブ 高岡市 オリーブ 愛知県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 チームティップトップ 東京都 Ｎ・Ｗ・Ｏ 朝日町 ＮＳＫ武蔵 滋賀県 庄下ＢＢＣ 砺波市

第２１回 男子31歳以上 ＨＵＭＡＮ 氷見市 氷見南 氷見市 羽根倶楽部 婦中町 西地区ＢＢＣ 滑川市

男子41歳以上 五十嵐工務店 新湊市 すもうダンサーズ 井波町 尾久フィーバー 東京都 さくらとジョーズ 大沢野町

Ｈ１６ 男子51歳以上 林倶楽部 砺波市 牛卯猪虎 大門町 博労ビーチクラブ 高岡市 コシヒカリ 井波町

女子18歳以上 チームティップトップ 東京都 朝日クラブ 朝日町 ＰｅｅＫ－Ａ－Ｂｏｏ 朝日町 すくえあ 井波町

女子31歳以上 五十嵐工務店 新湊市 ＭＯＮＤＡＹＳ　ＰＩＮＫ 滋賀県 新庄 富山市 クラブイースト 東京都

女子41歳以上 ラッキーズ 高岡市 リリーズ 井波町 セルフィッシュ 小矢部市 ソルジャー 氷見市

女子51歳以上 大家庄スマイル 朝日町 音羽・フォレスター 東京都 飯野ダイアナ 入善町 卑弥呼 愛知県

回数
年度

回数
年度

回数
年度

回数
年度

回数
年度
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クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 庄下ＢＢＣ 砺波市 ＢＡＤ　ＢＯＹＳ 愛知県 ハリケーン 長野県 広田ＢＢＣ 富山市

第２２回 男子31歳以上 ＨＵＭＡＮ 氷見市 羽根倶楽部 婦中町 ＸＰ．ＣＯＭ 岩手県 なめりＣＡＮ倶楽部 滑川市

男子41歳以上 ピース 滋賀県 ＤＲＥＡＭ 小杉町 伏木クラブ 高岡市 五十嵐工務店 新湊市

Ｈ１７ 男子51歳以上 博労ビーチクラブ 高岡市 西五位クラブ 福岡町 牛卯猪虎 大門町 キャッツ 愛知県

女子18歳以上 チームティップトップ 東京都 Ｂｅａｒｓ 東京都 女神 朝日町 朝日クラブ 朝日町

女子31歳以上 チーム・ラボ 氷見市 トップスライム 大門町 ワープス 南砺市 井波オリーブ 南砺市

女子41歳以上 ラッキーズ 高岡市 チームティップトップ 東京都 マドンナ 南砺市 スーパードライレディース愛知県

女子51歳以上 堀川南 富山市 ともともＣＫ 高岡市 サウスウエーブ 南砺市 アプローズ 愛知県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 山室 富山市 庄下ＢＣ 砺波市 チーム・ティップ・トップ 東京都 青空会 射水市

第２３回 男子31歳以上 ミラクルＲ 高岡市 SQUARE BBC 射水市 羽根倶楽部 富山市 LｉｂｅｒｔｙMAX 奈良県

男子41歳以上 ピース 滋賀県 伏木クラブ 高岡市 DREAM 射水市 西五位クラブ 高岡市

Ｈ１８ 男子51歳以上 こしひかり 南砺市 加積 魚津市 蛹 朝日町 牛卯猪虎 射水市

女子18歳以上 朝日クラブ 朝日町 ごふく 富山市 ぶーたラピッツ 氷見市 Peek-A-Boo 黒部市

女子31歳以上 ビームス 福岡県 SRC 滑川市 女神 朝日町 Bigwave 砺波市

女子41歳以上 ラッキーズ 高岡市 マドンナ 南砺市 CLEYON 射水市 Tink 東京都

女子51歳以上 サウスウェーブ 南砺市 ひのっこ 滋賀県 摩天楼 新潟県 ツイスター 愛知県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 team one 小矢部市 山室 富山市 n．W．o 朝日町 Pajjog 広島県

第２４回 男子31歳以上 HUMAN 氷見市 羽根倶楽部 富山市 加積 魚津市 蜷川 富山市

男子41歳以上 和香奈 高岡市 五十嵐工務店 射水市 ピース 滋賀県 DREAM 射水市

Ｈ１９ 男子51歳以上 三原ＢＢＣ 広島県 こしひかり 南砺市 キャッツ 愛知県 南砺 南砺市

女子18歳以上 朝日クラブ 朝日町 BMS 東京都 piyopiyo 愛知県 ごふく 富山市

女子31歳以上 チーム・ラボ 氷見市 女神 朝日町 ミラクルR 高岡市 ワープス 南砺市

女子41歳以上 ラッキース 高岡市 チームティップトップ 東京都 スーパードライレディース 愛知県 八人町 富山市

女子51歳以上 サウスウェーブ 南砺市 凛空 朝日町 大家庄スマイル 朝日町 林倶楽部 砺波市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 styles 東京都 DANGERS 東京都 No Limit 射水市

第２５回 男子31歳以上 颯 氷見市 HUMAN 氷見市 博労ビーチボールクラブ 高岡市 うさぎさん 滋賀県

男子41歳以上 加積 魚津市 和香奈 高岡市 R・B・C 高岡市 Cha3デビル 愛知県

Ｈ２０ 男子51歳以上 加積 魚津市 牛卯猪虎 射水市 博労ビーチボールクラブ 高岡市 ZERO-1 東京都

女子18歳以上 WILL 高岡市 PUB RIPS 埼玉県 海神 射水市 アルファ・プロキオン 東京都

女子31歳以上 セルフィッシュ 小矢部市 May Kiss 埼玉県 チーム・ラボ 氷見市 新庄 富山市

女子41歳以上 ジュピター 滑川市 SRP 射水市 DREAM麗 射水市 井波オリーブ 南砺市

女子51歳以上 凛空 朝日町 サウスウェーブ 南砺市 ビライズ 砺波市 摩天楼 新潟県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位
男子18歳以上 山室 富山市 チーム・ティップ・トップ 東京都 n．W．o 朝日町 府中MCD 広島県

第２６回 男子31歳以上 ど真ん中 岩手県 排球会　新湊 射水市 蜷川 富山市 みあも 氷見市

男子41歳以上 灘 氷見市 うさぎさん 滋賀県 RBF・JACK 滋賀県 五十嵐工務店 射水市

Ｈ２１ 男子51歳以上 三原BBC 広島県 大家庄ビーチ愛好会朝日町 加積 魚津市 ヤッターマン 愛知県

女子18歳以上 BMS 東京都 Peek-A-Boo 朝日町 ピンクラビッツ 氷見市 BEACH BOYS 埼玉県

女子31歳以上 アポロ 滋賀県 チームラボ 氷見市 絆 高岡市 ベルディリバティ 愛知県

女子41歳以上 八人町 富山市 ｱﾙﾌｧカロン 東京都 リリーズ 南砺市 Cha-O' 愛知県

女子51歳以上 摩天楼 新潟県 パステル 砺波市 ハーモニー 東京都 サウスウェーブ 南砺市

回数
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回数
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クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 山室 富山市 チーム・ティップ・トップ 東京都 大蛇 滋賀県 UP SET 東京都

第２７回 男子31歳以上 n．W．o 朝日町 颯 氷見市 テング 射水市 わん・ないと・すたんど 東京都

男子41歳以上 宮田 氷見市 XP.COM 岩手県 ピース 滋賀県 一世風靡 滑川市

Ｈ２２ 男子51歳以上 こしひかり 南砺市 富山東部 富山市 Cah3デビル 愛知県 スパーク 黒部市

女子18歳以上 BMS 東京都 lose夢心 東京都 ピンクラビッツ 氷見市 ロコア 射水市

女子31歳以上 絆 高岡市 Cah3 Fuzzy 愛知県 Tink-Alice 東京都 XP.COM 岩手県

女子41歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 新庄北 富山市 グラシア 愛知県 ウルトラセブン 入善町

女子51歳以上 ＭＫＣ 東京都 凛空 朝日町 博労クラブ 高岡市 スーパードライクリア愛知県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 山室 富山市 大蛇 滋賀県 Hirosima 広島県 ACT2 長野県

第２８回 男子30歳以上 n．W．o 朝日町 羽根倶楽部 富山市 わん・ないと・すたんど、 東京都 零・３０ 東京都

男子40歳以上 蜷川 富山市 アルファーサタン 東京都 XP．com 岩手県 GOD事業部　風神 埼玉県

Ｈ２３ 男子50歳以上 西五位 高岡市 こしひかり 富山市 新旋組５０ 滋賀県 博労クラブ 高岡市

女子18歳以上 ピンクラビッツ 氷見市 ZIPANG 広島県 GOD事業部　龍神 埼玉県 BMS 東京都

女子30歳以上 絆 高岡市 ウィル 高岡市 CUSTOM 東京都 東部 富山市

女子40歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 スーパードライレディース 愛知県 ハリケーン 長野県 グラシアス 愛知県

女子50歳以上 Tinkポピンズ 東京都 蜷川 富山市 ミラクル 愛知県 アルファ★シェダル 東京都

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 山室 富山市 ACT-Ⅱ 長野県 UP SET 東京都 大蛇 滋賀県

第２９回 男子30歳以上 n．W．o 朝日町 颯 氷見市 零・３０ 東京都 羽根倶楽部 富山市

男子40歳以上 蜷川 富山市 NARUTO 滋賀県 XP．com 岩手県 新庄 富山市

Ｈ２４ 男子50歳以上 近江　新旋組　五獣滋賀県 新庄 富山市 ねこまんまおやじ 小矢部市 ビーチブラザーズ 射水市

女子18歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 ピンクラビッツ 氷見市 西尾久エイトガールズ 東京都 白龍 広島県

女子30歳以上 朝日クラブ 朝日町 絆 高岡市 Kirara 東京都 チーム・ティップ・トップ 東京都

女子40歳以上 東部 富山市 グラシアス 愛知県 ウィンズ 立山町 ベルディリバティ 愛知県

女子50歳以上 チャチャチャエンジェル 愛知県 Tinkポピンズ 東京都 蜷川 富山市 新庄北 富山市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 山室 富山市 北斗 広島県 わん・ないと・すたんど 東京都 海神 射水市

第３０回 男子30歳以上 乱舞 愛知県 螺旋 小矢部市 羽根倶楽部 富山市 OGRE 東京都

男子40歳以上 ４７年会 奈良県 蜷川G・G・Z 富山市 NARUTO 滋賀県 G・O・I 高岡市

Ｈ２５ 男子50歳以上 近江　新旋組　五獣 滋賀県 ねこまんま 小矢部市 こしひかり 富山市 東部 富山市

女子18歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 ロコア 射水市 ZIPANG 広島県 ノーティ 小矢部市

女子30歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 egg 岩手県 朝日クラブ 朝日町 KIRA 愛知県

女子40歳以上 Tink-Fairy 東京都 DANGERS 東京都 CRAG 埼玉県 豊田 富山市

女子50歳以上 新庄北 富山市 Tinkポピンズ 東京都 鷹ワンピース 小矢部市 呉羽 富山市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 NAUGHTY 小矢部市 北斗 広島県 大蛇 滋賀県 海神 射水市

第３１回 男子30歳以上 羽根倶楽部。 富山市 みあも 氷見市 ノーティ 小矢部市 チーム・ティップ・トップ 東京都

男子40歳以上 XP.com 岩手県 蜷川G・G・Z 富山市 NARUTO 滋賀県 び～わん 南砺市

Ｈ２６ 男子50歳以上 近江　新旋組　五獣 滋賀県 和香奈 高岡市 ねこまんま 小矢部市 三原 広島県

女子18歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 NAUGHTY 小矢部市 ロコア 射水市 ピーカーブー 黒部市

女子30歳以上 朝日クラブ 朝日町 林倶楽部 砺波市 堀川 富山市 Pajjog 広島県

女子40歳以上 XP.com 岩手県 グラシアス 愛知県 ティアラ 愛知県 蜷川 富山市

女子50歳以上 リリーズ 南砺市 DANGERS 東京都 新庄北 富山市 豊田 富山市
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年度

回数
年度

回数
年度

回数
年度

回数
年度
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クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 ブレイブ 射水市 Initium 東京都 ジプシー 滋賀県 大蛇 滋賀県

第３２回 男子30歳以上 颯 氷見市 チーム・ティップ・トップ 東京都 now 朝日町 埼武士 埼玉県

男子40歳以上 47年会 奈良県 龍輝 高岡市 九喇嘛 南砺市 蜷川 富山市

Ｈ２７ 男子50歳以上 和香奈 高岡市 近江　新旋組　五獣 滋賀県 ねこまんま 小矢部市 ムーミン50 岩手県

女子18歳以上 ロコア 射水市 Peek-A-Boo 黒部市 NAUGHTY 小矢部市 iris 東京都

女子30歳以上 朝日クラブ 朝日町 ユナイト 愛知県 custom 東京都 堀川 富山市

女子40歳以上 グラシアス 愛知県 XP.com 岩手県 チーム・ティップ・トップ 東京都 キャッツアイ 立山町

女子50歳以上 リリーズ 南砺市 新庄北 富山市 スーパーミラクル 南砺市 豊田 富山市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 山室 富山市 大蛇 滋賀県 海神 射水市 raQct 広島県

第３３回 男子30歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 みあも 氷見市 そらまめ 岩手県 ZIPANG 広島県

男子40歳以上 匠 氷見市 蜷川 富山市 ky 東京都 ど真ん中 岩手県

Ｈ２８ 男子50歳以上 和香奈 高岡市 近江　新旋組 滋賀県 五十嵐工務店 射水市 わんないと・すたんど・ふらち 東京都

女子18歳以上 NAUGHTY 小矢部市 侘助 埼玉県 ロコア 射水市 ＧＡＰ 愛知県

女子30歳以上 ＳＦＣ 砺波市 custom 東京都 MOXIE 東京都 XP.com 岩手県

女子40歳以上 グラシアス 愛知県 東部 富山市 天神 魚津市 ティアラ 愛知県

女子50歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 笑舞 滋賀県 SPICY NEO 東京都 和香奈 高岡市

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 大蛇 滋賀県 山室 富山市 raQct 広島県 ブレイブ 射水市

第３４回 男子30歳以上 紅蓮 愛知県 こんてぃにゅう 射水市 クラルックス 愛知県 バレンシア 射水市

男子40歳以上 颯 氷見市 ど真ん中 岩手県 排球会 新湊 射水市 蜷川 富山市

Ｈ２９ 男子50歳以上 和香奈 高岡市 風神 埼玉県 一世風靡 滑川市 くぼたＴＫ 山形県

女子18歳以上 ＫＢＣ 広島県 Resurrection 滋賀県 ユナイト 愛知県 侘助 埼玉県

女子30歳以上 ＳＦＣ 砺波市 朝日クラブ 朝日町 チーム・ティップ・トップ 東京都 サボテン 富山市

女子40歳以上 NEXP LIMITED 岩手県 わんぴーす 滋賀県 XP.com 岩手県 スウィッシュ 黒部市

女子50歳以上 新庄北 富山市 チーム・ティップ・トップ 東京都 DANGERS 東京都 ことり 東京都

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 大蛇 滋賀県 ACT-Ⅱ 長野県 天和 東京都 ブレイブ 射水市

第３５回 男子30歳以上 ZIPANG 広島県 大和 滋賀県 みあも 氷見市 零・３０ 東京都

男子40歳以上 颯 氷見市 蜷川 富山市 ４７年会 奈良県 芋焼酎 愛知県

Ｈ３０ 男子50歳以上 ＮＡＲＵＴＯ 滋賀県 新庄 富山市 和香奈 高岡市 リジーズ 東京都

女子18歳以上 ピーカーブー 黒部市 ＪＯＫＥＲ 高岡市 Resurrection 滋賀県 あろは 愛知県

女子30歳以上 チーム・ティップ・トップ 東京都 custom 東京都 朝日クラブ 朝日町 サボテン 富山市

女子40歳以上 堀川 富山市 極 愛知県 つぅぶい 射水市 笑神 愛知県

女子50歳以上 東部 富山市 リリーズ 南砺市 エックス 東京都 笑神 滋賀県

クラス区分 優　　　勝 次　　　勝 ３位 ３位

男子18歳以上 山室 富山市 ACT-Ⅱ 長野県 岳 愛知県 ジョーカー 高岡市

第３６回 男子30歳以上 北斗 広島県 チーム・ティップ・トップ 東京都 ブレイブ 射水市 錦 滑川市

男子40歳以上 天馬 南砺市 チーム・ティップ・トップ 東京都 ど真ん中 岩手県 颯 氷見市

Ｒ１ 男子50歳以上 XP.com 岩手県 RBF　一球 滋賀県 ＮＡＲＵＴＯ 滋賀県 五十嵐工務店 射水市

女子18歳以上 Peek-A-Boo 黒部市 天神 魚津市 ノーティ 小矢部市 ロコア 射水市

女子30歳以上 ＳＦＣ 砺波市 ユナイト 愛知県 朝日クラブ 朝日町 DANGERS30 東京都

女子40歳以上 極 愛知県 sagamix 神奈川県 つぅぶい 射水市 Gwiz 東京都

女子50歳以上 新庄 富山市 キャッツアイ 立山町 高岡ラッキーズ 高岡市 ピンクラビット 東京都
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回数
年度
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年度


