
 健康麻将全国オープン戦　２０１９年３月役満達成者一覧
一般社団法人日本健康麻将協会

日付 氏名 役満名 会場名 日付 氏名 役満名 会場名

3月1日 須藤　薫 四暗刻 錦江荘 3月12日 町田　角世 四暗刻 錦江荘

3月1日 岩井　久美子 四暗刻 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部 3月12日 山本　都也子 四暗刻 錦江荘

3月1日 小泉　修悟 国士無双 東一曲　松戸店 3月12日 山田　洋子 四暗刻 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部

3月1日 三角　幸聖 国士無双 東一曲　戸畑店 3月12日 斉藤　稔 国士無双 よつば会

3月2日 佐藤　正彦 四暗刻 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部 3月12日 小林　照子 国士無双 よつば会

3月2日 斉藤　正昭 国士無双 東久留米いきいき健康マージャンクラブ 3月12日 古藤　和幸 国士無双 東一曲　松戸店

3月2日 中　和雄 四暗刻 横浜健康麻将同好会 3月13日 谷向　直美 国士無双 杉並いきいき

3月2日 松島　文生 国士無双 東一曲　松戸店 3月13日 斉藤　慎吾 四暗刻 品川区いきいき

3月2日 佐々木　美知代 大三元 越谷ジャン 3月13日 高桑　光子 大三元 品川区いきいき

3月2日 大東　優也 国士無双 東一曲　戸畑店 3月13日 木村　透 国士無双 品川区いきいき

3月3日 熊岡　亜輝子 大三元 品川区いきいき 3月13日 永丘　光行 四暗刻 健康麻将MTKフレンズ

3月3日 平田　仁 四暗刻 麻雀サロン 園 3月13日 日置　美知代 四暗刻 横浜健康麻将同好会

3月3日 畑中　武之 国士無双 麻雀サロン 園 3月14日 木谷　慶子 四暗刻 土浦健康麻雀クラブ

3月3日 岩崎　龍矢 国士無双 東一曲　松戸店 3月14日 福嶋　敏夫 国士無双 麻雀サロン 園

3月4日 小原　成子 大三元 健康麻将ガラパゴス 3月14日 河合　賢二 国士無双 岡山・ロイヤル

3月4日 古賀　健司 国士無双 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部 3月14日 宮本　寿子 四暗刻 いでがみ

3月4日 佐々木　千宏 大三元 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部 3月14日 山下　昭 四暗刻 いでがみ

3月4日 真畑　正盛 国士無双 お元気さん 3月15日 小松沢　美沙子 大三元 麻雀エイト

3月4日 善元　成洙 大三元 健康麻将サークル　コクシムソウ 3月15日 配島　一郎 国士無双 麻雀エイト

3月5日 高島　英彰 四暗刻 健康麻将ガラパゴス 3月15日 安藤　威 四暗刻 品川区いきいき

3月5日 飯場　弘美 四暗刻 品川区いきいき 3月15日 角田　国夫 国士無双 品川区いきいき

3月5日 新井　優 小四喜 健康麻将MTKフレンズ 3月15日 吉池　ユキ 大三元 横浜健康麻将同好会

3月5日 大澤　冨士江 大三元 よつば会 3月15日 千葉　秀子 大三元 お元気さん

3月5日 坂口　均 四暗刻 よつば会 3月15日 武藤　正照 大三元 天満橋会館

3月5日 小野　彰宏 国士無双 健康麻将ひろ場　セブン 3月16日 林　永翔 国士無双 土浦健康麻雀クラブ

3月5日 町田　七枝 大三元 東一曲　松戸店 3月16日 柳原　正人 四暗刻 東久留米いきいき健康マージャンクラブ

3月6日 武笠　武人 国士無双 杉並いきいき 3月16日 土門　義 四暗刻 東久留米いきいき健康マージャンクラブ

3月6日 深沢　賢二 四暗刻 品川区いきいき 3月16日 加藤　弓子 字一色 東久留米いきいき健康マージャンクラブ

3月6日 武田　ケイ子 四暗刻 新宿クラブ 3月16日 鈴木　文也 四暗刻 横浜健康麻将同好会

3月6日 岸　憲司 四暗刻 横浜健康麻将同好会 3月17日 塚原　和子 四暗刻 麻雀サロン 園

3月6日 川村　武 四暗刻 東一曲　松戸店 3月17日 末安　健一 国士無双 よつば会

3月7日 加藤　玉枝 大三元 杉並方南クラブ 3月17日 浜田　勝幸 国士無双 花時計

3月7日 長田　綾子 国士無双 杉並東高クラブ 3月17日 上田　正勝 四暗刻 東一曲　松戸店

3月7日 藤井　徹 四暗刻 健康麻将サークル　コクシムソウ 3月18日 武藤　幸好 国士無双 杉並いきいき

3月7日 日向　美香 国士無双 岡山・ロイヤル 3月18日 伊串　正也 四暗刻 杉並いきいき

3月7日 小野　博文 国士無双 岡山・ロイヤル 3月18日 佐々木　徹 国士無双 お元気さん

3月7日 入山　カヨ子 国士無双 いでがみ 3月18日 佐藤　勝郎 大三元 越谷ジャン

3月8日 坂場　久夫 四暗刻 土浦健康麻雀クラブ 3月19日 藤木　芳子 国士無双,国士無双 麻雀クラブ天心

3月8日 多田　信子 大三元 ガラパゴス高田馬場 3月19日 小林　昇 国士無双 麻雀クラブ天心

3月8日 徳江　洋 四暗刻 品川区いきいき 3月19日 須藤　薫 四暗刻 錦江荘

3月8日 越川　英明 四暗刻 麻雀サロン 園 3月19日 菅　るみ子 国士無双 健康麻将MTKフレンズ

3月8日 原田　吉己 国士無双 横浜健康麻将同好会 3月19日 長友　芳正 国士無双 みなみ野カルチャーセンター

3月8日 本間　政則 国士無双 越谷ジャン 3月19日 高橋　英明 大四喜 よつば会

3月8日 後藤　雄矞 国士無双 越谷ジャン 3月19日 秋葉　敬史 国士無双 東一曲　松戸店

3月8日 佐々木　伸 国士無双 健康麻将サークル　コクシムソウ 3月19日 片桐　智子 四暗刻 この指とまれ

3月9日 桑原　勝一 国士無双 麻雀クラブ天心 3月20日 吉川　美代子 国士無双 ガラパゴス高田馬場

3月9日 青木　雄一 国士無双 麻雀クラブ天心 3月20日 園田　久子 国士無双 品川区いきいき

3月10日 島田　暢之 四暗刻 品川区いきいき 3月20日 影山　笑子 四暗刻 品川区いきいき

3月10日 長田　三枝子 国士無双 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部 3月20日 井上　拓 四暗刻 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部

3月10日 児玉　隆幸 清老頭 牌館 3月20日 小栗　武志 小四喜 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部

3月10日 松田　勝己 四暗刻 牌館 3月20日 神谷　守重 四暗刻 健康麻将MTKフレンズ

3月11日 高羽　秀夫 小四喜 麻雀クラブ天心 3月20日 宮　次夫 小四喜 東一曲　松戸店

3月11日 鈴木　輝子 四暗刻 杉並いきいき 3月20日 高橋　一江 国士無双 牌館

3月11日 高橋　高 国士無双 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部 3月20日 佐伯　眞知子 国士無双 健康麻将サークル　コクシムソウ

3月11日 伊木　常治 四暗刻 越谷ジャン 3月21日 倉田　千万子 国士無双 品川区いきいき

3月11日 森岡　洋子 清老頭 健康麻将サークル　コクシムソウ 3月21日 加藤　玉枝 四暗刻 杉並方南クラブ

3月12日 高木　杏子 国士無双 品川区いきいき 3月21日 本田　富士子 国士無双 横浜健康麻将同好会

3月12日 中川　晴秀 国士無双 錦江荘 3月21日 山下　昭 四暗刻 いでがみ



 健康麻将全国オープン戦　２０１９年３月役満達成者一覧
一般社団法人日本健康麻将協会

日付 氏名 役満名 会場名 日付 氏名 役満名 会場名

3月21日 入山　カヨ子 四暗刻 いでがみ 3月29日 鈴木　香代子 小四喜 ガラパゴス高田馬場

3月22日 脇田　実 四暗刻 土浦健康麻雀クラブ 3月29日 藤江　文義 四暗刻 麻雀エイト

3月22日 露崎　絹江 四暗刻 杉並いきいき 3月29日 藤原　美子 大三元 杉並いきいき

3月22日 島野　光次 大三元 品川区いきいき 3月29日 易田　昌則 国士無双 杉並いきいき

3月22日 武正　淑子 小四喜 杉並東高クラブ 3月29日 高橋　浩佑 四暗刻 品川区いきいき

3月22日 室井　満 四暗刻 麻雀サロン 園 3月29日 間宮 国士無双 墨田健康麻将サロン

3月22日 戸高　豊信 大三元 麻雀サロン 園 3月29日 原田　吉己 国士無双 横浜健康麻将同好会

3月22日 松本　一光 国士無双 東一曲　松戸店 3月29日 木村　良博 国士無双 お元気さん

3月22日 上田　保夫 四暗刻 東一曲　松戸店 3月29日 松本　洋 四暗刻 天満橋会館

3月22日 小林　嘉栄 国士無双 越谷ジャン 3月29日 八谷　恭介 小四喜 東一曲　戸畑店

3月22日 工藤　達也 大三元 東一曲　戸畑店 3月30日 川尻　一恵 四暗刻 麻雀クラブ天心

3月23日 山本　秀夫 四暗刻 麻雀クラブ天心 3月30日 山上　寛正 国士無双 東一曲　戸畑店

3月23日 西澤　健治 国士無双 麻雀クラブ天心 3月31日 坂西　和宏 四暗刻 よつば会

3月23日 青田　文雄 大三元 銀嶺 3月31日 小林　尚 国士無双 よつば会

3月23日 福島　照子 国士無双 みなみ野カルチャーセンター

3月23日 横山　和子 九連宝燈 横浜健康麻将同好会

3月23日 志村　亘 国士無双,国士無双 東一曲　松戸店

3月23日 野口　貴希 天和 東一曲　松戸店

3月24日 菅原　四郎 国士無双 土浦健康麻雀クラブ

3月24日 三森　健 四暗刻 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部

3月24日 四茂野　誠 四暗刻 麻雀サロン 園

3月24日 青島　達美 四暗刻 よつば会

3月24日 松田　勝己 国士無双 牌館

3月25日 野口　忠雄 字一色 麻雀エイト

3月25日 野口　久恵 大三元 麻雀エイト

3月25日 近藤　照子 四暗刻 杉並いきいき

3月25日 関口　眞喜子 大三元 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部

3月25日 佐藤　晃史 四暗刻 横浜健康麻将同好会

3月25日 冨田　啓子 国士無双 越谷ジャン

3月25日 河本　志津 国士無双 越谷ジャン

3月25日 安永　英一 四暗刻 健康麻将サークル　コクシムソウ

3月26日 山中　萬里子 国士無双 健康麻将ガラパゴス

3月26日 山浦　通子 国士無双 健康麻将ガラパゴス

3月26日 米良　すみ子 四暗刻 品川区いきいき

3月26日 間宮 四暗刻 墨田健康麻将サロン

3月26日 深谷　信之 大三元 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部

3月26日 倉田　京子 四暗刻 よつば会

3月26日 市川　昭恵 国士無双 よつば会

3月26日 中台　信行 国士無双 東一曲　松戸店

3月26日 中村　勝憲 小四喜 いでがみ

3月27日 吉田　友樹 国士無双 ガラパゴス高田馬場

3月27日 伊藤　実 小四喜 ガラパゴス高田馬場

3月27日 富岡　由美子 四暗刻 ガラパゴス高田馬場

3月27日 小林　スミ子 大三元 品川区いきいき

3月27日 斎藤　一夫 四暗刻 横浜健康麻将同好会

3月27日 加島　均 四暗刻 東一曲　松戸店

3月27日 中台　信行 国士無双 東一曲　松戸店

3月27日 嶺岸　宏輔 小四喜 東一曲　松戸店

3月27日 松田　勝己 国士無双 牌館

3月27日 堀 耕一 国士無双 東一曲　戸畑店

3月28日 島田　久子 国士無双 麻雀クラブ天心

3月28日 小川　修一 大三元 健康麻将ガラパゴス

3月28日 山口　由美子 国士無双 品川区いきいき

3月28日 下倉　幸子 四暗刻 杉並方南クラブ

3月28日 渡邉　ますみ 国士無双 両国カルチャースクール　かぼちゃ倶楽部

3月28日 狩野　英彰 大三元 東一曲　松戸店

3月28日 野中　留吉 四暗刻 いでがみ

3月28日 直塚　辰之 四暗刻 いでがみ

２０１９年３月１日から３１日までの期間

全国オープン戦に参加の皆さんが

１９０の役満を達成されました

役満達成者の皆さん

おめでとうございます！


