
開催年度

第1回 勇田 稲葉 茂木 上原 稲垣 野口 高原 増田 阿部 川島 飯塚 宮内
2000.Ｈ12
第2回 市田 田子 太田 小芝 秋山 石津 児玉 平野 南雲 浦川 川島 高橋
2001.Ｈ13 （ｺﾐｽﾎﾟ・すかい）
第3回 川島 小芝 野口 室井 西村 土信田 村上(祐) 村上(洋) 持田 今田 八城 小林
2002.Ｈ14
第4回 御代 後藤 赤井 木村 村上(祐)村上(洋) 土井 渡辺 土信田 志籐 檜山 川原田
2003.Ｈ15
第5回 村上(祐) 菅原 新井 染谷 檜山 川原田 小林 渡辺 南雲 浦川 原 増田
2004.Ｈ16
第6回 秋山 木村 平野 中村 染谷 本田 大山 小俣 乾 武田 飯沼 秦
2005.Ｈ17
第7回 中村 土井 片田 川合 染谷 本田 内田 吉野 森田 高田 越川 川上
2006.Ｈ18 （L.ｺｰﾗﾙ・Bｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰ） （パコン王国）
第8回 長井 今田 橋本 山崎 上野 田口 高橋 仲川 新井 増田 清水 麻上
2007.Ｈ19
第9回 上野 田口 霧生 渡部 増田 郷野 石津 秋山 田辺 秦 渡辺 麻上
2008.Ｈ20
第10回 伊達 松崎 前野 渡部 渡辺 村上 染谷 増田 檜山 川合 仲野 越川
2009.Ｈ21 (ｱﾊﾞｳﾄ・すかい)

第11回 前野 渡部 増田 志方 石津 秋山 松尾 檜山 小高 水谷 白井 本多
2010.H22
第12回 北嵐 麻上 大村 村上 霧生 増田 柿崎 利岡 澤田 袴田 山崎 石塚
2011.H23
第13回 霧生 増田 川原田 高梨 林 山崎 宮崎 筒井 澤田 利岡 井上 笈川
2012.H24 （ｱﾊﾞｳﾄ･江戸川ﾛｰﾝ）

第14回 宮本 伴 青木 村上 川原田 松井 隆杉 正留 須賀 本多 渡辺 石井(秋)

2013.H25 (Aﾊﾟｰﾃｨｰ･ﾁｰﾑｱﾊﾞｳﾄ)

第15回 西谷 水谷 隆杉 正留 鈴木 都築 武井 六角 杉浦 仲野 西野 秋山
2014.H26
第16回 久間木 須永 広瀬 曽我 村山 佐藤 川原田 高梨 田辺 本井 伊藤 石井
2015.H27
第17回 小原 松岡 飯沼 本井 川原田 高梨 松井 伝田 藤森 八木 秋山 石津
2016.H28
第18回 村山 佐藤 原田 今井 矢野 本井 村山 新井 野田 大塚 藤井 石井(秋)

2017.H29
第19回 矢野 中村 油屋 原 本井 坂田 村山 新井 峠 大井 相原 織戸
2018.H30
第20回 須賀 阿波 荒川 大塚 原 藤澤 杉浦 仲野 本井 田辺 石井 井上
2019.R01
第21回
2020.R02

第22回 ｺﾛﾅ感染拡大防止対策の為、午前.午後の2部開催。変則ラウンドロビン後順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

2021.R03 1位 鵜飼.岩倉(ﾄﾘｺﾛｰﾙ)。2位 池口.宗像(ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳ)。 3位 原田.名児耶(JB)。4位 田中.安西(ﾕﾝｸﾞ)

上段午前 1位 宮下.浅海(ｱﾏｰﾚ)。2位 大村.山崎(すかい)。3位 庄司.村本(ﾋﾟﾝｸﾗｹｯﾂ)。4位 斉藤.西山(ｽﾃｯﾌﾟ)

ｺﾛﾅ感染拡大防止対策の為、午前.午後の2部でトーナメント開催。3位の表記は無。ｺﾝｿﾚ優勝者のみ。

第23回 午前 板垣 井垣 午後 山本 藤澤 午前優勝 渡邊 押田 午後優勝 六角 利岡
2022.R04 優勝 優勝 ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ(ﾋﾞッｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨ-) (すかい．ﾋ゜ﾝｸﾗｹｯﾂ) (ﾋﾟﾝｸ･ﾗｹｯﾂ)(JB.ﾘﾝﾘﾝｽﾞ)

(L..コーラル)

（すかい） （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） (Fｳｨﾝﾄﾞ.BW) (T-Rush.ｴﾒﾗﾙﾄﾞ) （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） (アマーレ)

（ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） (ﾌｪｱｳｨﾝﾄﾞ) （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） (ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳ) (アマーレ)

(ﾏｯｸ・いーがーひーばー) (江戸川ﾛｰﾝ・ｽﾗﾝﾌﾟ) （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） (ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳ) （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） (ｽﾃｯﾌﾟ)

(With) （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） （ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （江戸川ﾛｰﾝ） (L.コーラル) (ﾋﾞッｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨ-)

（ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） (QUEST) (ﾏｯｸ・いーがーびーばー) （ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） (アマーレ)

(Stray Duck's・江戸川ﾛｰﾝ) (Team-Rush) (江戸川ﾛｰﾝ･ﾁｰﾑｱﾊﾞｳﾄ) (ﾋﾟﾝｸ･ﾗｹｯﾂ) (Team-Rush) (ﾁｰﾑｱﾊﾞｳﾄ・ビッグｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨ)

（ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （すかい） (トリコロール) (ピンクラケッツ) (アマーレ)

(Aﾊﾟｰﾃｨｰ・QUEST) （ﾋﾞｯｸﾞW･江戸川ﾛｰﾝ） (Team-Rush) （すかい） (ｽﾃｯﾌﾟ)

(ピンクラケッツ) （すかい）

(Stray Duck's) (アバウト) (すかい・ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ) (江戸川ﾛｰﾝ・ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾀｳﾝ) (L..コーラル)

(アバウト) （ﾋﾞｯｸﾞW・ｱﾊﾞｳﾄ） （ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） (ｺｰﾗﾙ・江戸川ﾛｰﾝ) (京葉アクト)

（J.ｽﾄﾘｰﾑ・Bﾀｳﾝ） （江戸川ﾛｰﾝ） （ﾄﾘｺﾛｰﾙ） （ﾌﾗｲﾃﾞｰ・ｺﾐｽﾎﾟ）

（T.ｱﾊﾞｳﾄ・ｺｰﾗﾙ） （アマーレ） （ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ）（ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （コミスポ） （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ）

(ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞ･Tｱﾊﾞｳﾄ)（ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （ステップ） （ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ）

アザレア杯　優勝・入賞者年表

優勝 準優勝 三位 コンソレ優勝 コンソレ準優勝

（トライアンフ）

（ﾌｪｱｳｨﾝﾄﾞ･S.ﾀｯｸｽ) （ﾒｲﾃﾞﾝ・ｺﾅﾐ） （コミスポ） （ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （コーラル） （メイデン）

（すかい） （ﾋﾞｯｸﾞｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） （Ｌ．コーラル） （ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ） （クィーン）

（アバウト） （アバウト） （コーラル） （すかい） （コーラル）

（ｽﾄﾚｲﾀﾞｯｸｽ）

新型コロナ感染拡大防止緊急事態宣言発出により、大会中止

（コーラル） （アバウト） （なぎさローン） （クィーン） （ユングフラウ）

(い-が-び-ば-･ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ) （ｱﾊﾞｳﾄ･江戸川ﾛｰﾝ） （江戸川ﾛｰﾝ） （Ｗｉｔｈ） （ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞ） （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ）

（ｺﾐｽﾎﾟ・ｼｪｲｸﾊﾝｽﾞ） （すかい） （江戸川ﾛｰﾝ） （ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） （ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ） （すかい）

（ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ）

（すかい）

（ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ） （すかい） （ｱﾊﾞｳﾄ･江戸川ﾛｰﾝ） (ピンクラケッツ)


