
第２７回県卓球ベテラン強化リーグ記録(男子） 4月16日 藤岡市民体育館
シニア男子（５５歳未満）の部 ４８名 ベテラン男子（５５歳以上）の部 ４１名

参加者番号シニア男子（５５歳未満） リーグ組 リーグ戦順位 ベテラン男子（５５歳以上） リーグ組 リーグ戦順位

1 小暮隆一　　邑楽ク 　　　Ａ 2 針谷正紀　　藤岡ク 　　　Ａ 1
2 佐々木修一ＴＣ城東 　　　Ａ 1 牧　洋光　　　子持ク 　　　Ａ 3
3 上田正幸 ＴＴ富岡 　　　Ａ 4 小泉隆宏 丸子町体協 　　　Ａ 5
4 高橋茂樹　高崎ベテラン会 　　　Ａ 3 吉田周平 大森ク 　　　Ａ 6
5 湯浅正幸　高崎ベテラン会 　　　Ａ 5 高橋利通 橘クラブ 　　　Ａ 4
6 井上純市 岩神ク 　　　Ａ 6 野口憲一 ＮＰＣ 　　　Ａ 2
7 野村敬一 ＴＣ城東 　　　Ｂ 1 長南秀雄 月夜野ク 　　　Ｂ 6
8 筑井幸一 ＴＣ城東 　　　Ｂ 6 長谷川喬　　子持ク 　　　Ｂ 1
9 久保貴之 ＴＣ城東 　　　Ｂ 5 森　直樹 森友会 　　　Ｂ 4
10 藤沢健治 高崎ベテラン会 　　　Ｂ 3 伊藤文男 藤岡ク 　　　Ｂ 2
11 花岡　高 長野・東部ク 　　　Ｂ 2 富沢　昭 槻の木ク 　　　Ｂ 5
12 宍戸寿雄 ＴＣ城東 　　　Ｂ 4 斉藤彰一　高崎ベテラン会 　　　Ｂ 3
13 小相沢徳一大森ク 　　　Ｃ 3 石田正太郎永明ク 　　　Ｃ 1
14 三木隆幸 ＴＴ富岡 　　　Ｃ 5 佐々木明 秀卓会 　　　Ｃ 2
15 居川　豊 渋川東ク 　　　Ｃ 6 小池謙治 橘クラブ 　　　Ｃ 3
16 高橋　滋 月夜野ク 　　　Ｃ 4 松田邦弘 卓友会 　　　Ｃ 4
17 養田信行 ＴＴ富岡 　　　Ｃ 1 中野源一 渋川卓愛会 　　　Ｃ 5
18 高田　広 ＴＴ富岡 　　　Ｃ 2 冨田克己 ＧＤＴＣ 　　　Ｃ 6
19 藤井淳史　　子持ク 　　　Ｄ 5 久保田洋司ＴＣ城東 　　　Ｄ 6
20 青山博幸 月夜野ク 　　　Ｄ 6 金井正巳 卓龍会 　　　Ｄ 4
21 駒村栄司 丸子町体協 　　　Ｄ 3 栗本　稔 中川ク 　　　Ｄ 5
22 矢島稔章　　粕遊部 　　　Ｄ 4 都野　実 伊勢崎ク 　　　Ｄ 3
23 佐藤　茂 月夜野ク 　　　Ｄ 1 山岸正道 高崎ベテラン会 　　　Ｄ 2
24 和田光男 高崎ベテラン会 　　　Ｄ 2 小宮正巳 永明ク 　　　Ｄ 1
25 立石宗男 藤岡ク 　　　Ｅ 5 茂木成彦 悠々ク 　　　Ｅ 5
26 村田　隆 渋川東ク 　　　Ｅ 2 平　豊 ＴＣ城東 　　　Ｅ 6
27 星野和彦 粕遊部 　　　Ｅ 6 森田直行 豊受ク 　　　Ｅ 3
28 羽鳥和典 朋友ク 　　　Ｅ 3 西郷末松 永明ク 　　　Ｅ 1
29 永井正治 赤城ク 　　　Ｅ 1 坂本博正 森友会 　　　Ｅ 2
30 安藤　貢 豊受ク 　　　Ｅ 4 小林栄治 高崎ベテラン会 　　　Ｅ 4
31 島田佐登志子持ク 　　　Ｆ 1 大坂昭雄 豊受ク 　　　Ｆ 1
32 樺沢健二 沖電気 　　　Ｆ 6 田中　進 悠々ク 　　　Ｆ 5
33 後藤久志 子持ク 　　　Ｆ 2 柴木行男 沖電気 　　　Ｆ 3
34 佐藤　仁 ＮＰＣ 　　　Ｆ 5 栗原　満 森友会 　　　Ｆ 6
35 武藤友美 吉井卓ク 　　　Ｆ 3 町田芳明 森友会 　　　Ｆ 2
36 坂上正進 藤岡ク 　　　Ｆ 4 宮沢金治 永明ク 　　　Ｆ 4
37 滝沢　博 丸子町体協 　　　Ｇ 4 佐藤正久 ＮＰＣ 　　　Ｇ 2
38 青木佐利志粕遊部 　　　Ｇ 5 堀沢恒美 森友会 　　　Ｇ 　　棄権
39 山口寿郎 荒口ク 　　　Ｇ 6 山嶋敏夫 悠々ク 　　　Ｇ 4
40 友定英貴 吉井卓ク 　　　Ｇ 2 並木冨美夫　　八幡卓友会 　　　Ｇ 1
41 牛房則行 粕遊部 　　　Ｇ 3 矢口泰男 月夜野ク 　　　Ｇ 3
42 糸井寿好 小山卓修会 　　　Ｇ 1 ＊ベテラン上位トーナメント決勝
43 小田桐秀成森友会 　　　Ｈ 　　棄権 針谷正紀 　３－０ 野口憲一
44 小内　満 豊受ク 　　　Ｈ 4 　（藤岡ク） （埼玉・ＮＰＯ）
45 瀬下郁男 ＴＳＴ 　　　Ｈ 3
46 山口雅夫 荒口ク 　　　Ｈ 5 ＊ベテラン下位トーナメント決勝
47 神道政則 子持ク 　　　Ｈ 1 小林栄治 　３－０ 佐藤正久
48 茂木英樹 吉井卓ク 　　　Ｈ 2 （高崎ベテラン会） （埼玉・ＮＰＯ）

＊シニア上位決勝トーナメント
　　　佐々木修一（ＴＣ城東）　３－０　小暮隆一（邑楽ク）

＊シニア下位決勝トーナメント
　　　後藤久志（子持ク）　　　３－２　　吉田誠（ＴＣ城東）　
第２７回県卓球ベテラン強化リーグ記録（女子） 4月16日 藤岡市民体育館



シニア女子（５５歳未満）の部 ４１名 ベテラン女子（５５歳以上）の部 ４０名
参加者番号シニア女子（５５歳未満） リーグ組 リーグ順位 ベテラン女子（５５歳以上） リーグ組 リーグ順位

1 川上恵美子 清友会 　　　Ａ 1 矢辺かほる埼玉・羽生卓友会 　　　Ａ 5
2 廣瀬あい子卓愛会 　　　Ａ 4 中村りき枝 藤岡ク 　　　Ａ 4
3 小沢恵子 長野大森ク 　　　Ａ 3 森田美佐子岩神ク 　　　Ａ 6
4 高橋恵子 卓愛会 　　　Ａ 5 片岡浩子 長野大森ク 　　　Ａ 2
5 波戸場登美江足利レディス　　　Ａ 2 大貫千都子 清友会 　　　Ａ 3
6 松井賢子 下川ク 　　　Ａ 6 谷脇良子 春日部 　　　Ａ 1
7 木崎けい子秀卓会 　　　Ｂ 3 早川アサ江　　昴 　　　Ｂ 5
8 近藤郷子 丸子町体協　　　Ｂ 　　棄権 新井幸子 秀卓会 　　　Ｂ 1
9 岩崎弘美 大泉ク 　　　Ｂ 1 住谷ひろ子 秀卓会 　　　Ｂ 3
10 茶谷喜代子 清友会 　　　Ｂ 2 西村政子 清友会 　　　Ｂ 6
11 松本幸子 ドリームズ 　　　Ｂ 4 石島三枝 レディス太田 　　　Ｂ 4
12 新井美枝子卓愛会 　　　Ｂ 5 市川　英 藤岡ク 　　　Ｂ 3
13 松井みゆき伊勢崎市民ク 　　　Ｃ 1 松本いち子 友富ク 　　　Ｃ 5
14 塚越けい子ＴＣ城東 　　　Ｃ 4 新井みち子藤岡ク 　　　Ｃ 3
15 小倉幸子 森友会 　　　Ｃ 3 小林ふみ江 清友会 　　　Ｃ 1
16 山田宣江 藤岡ク 　　　Ｃ 2 冨田英子 ＧＤＴＣ 　　　Ｃ 4
17 山本かつ美 アットランダム 　　　Ｃ 6 倉持映子 駒形卓ク 　　　Ｃ 6
18 斉藤里江 赤城ク 　　　Ｃ 5 塩野滋子 マエタク 　　　Ｃ 2
19 小島照子 アットランダム 　　　Ｄ 1 小山永子 森友会 　　　Ｄ 2
20 金井栄子 ＴＣ城東 　　　Ｄ 6 横沢久子 長野丸子体協　　　Ｄ 4
21 北爪京子 森友会 　　　Ｄ 3 松本紀子 秀卓会 　　　Ｄ 6
22 根岸みつ枝足利レディス　　　Ｄ 4 広井文枝 悠々ク 　　　Ｄ 3
23 今泉八重子マエタク 　　　Ｄ 2 渡辺登美代森友会 　　　Ｄ 5
24 茂木佳余子 アットランダム 　　　Ｄ 5 堀越美千枝卓愛会 　　　Ｄ 1
25 高橋みどり 埼玉・羽生卓友会 　　　Ｅ 　　棄権 竹内あい子長野大森ク 　　　Ｅ 5
26 斉藤　恵 マエタク 　　　Ｅ 5 白田ハル子 豊受ク 　　　Ｅ 2
27 村田広美 足利レディス　　　Ｅ 2 本間多津子 ＪＴＫ 　　　Ｅ 3
28 長竹喜美子 犬伏ク 　　　Ｅ 1 菊池トシ江 伊勢崎市民ク 　　　Ｅ 1
29 久保田由美子アットランダム 　　　Ｅ 4 池照美智恵 ＪＴＫ 　　　Ｅ 　　棄権
30 斉藤　薫 ＪＴＫ 　　　Ｅ 3 沢野靖子 清友会 　　　Ｅ 4
31 鶴岡真智子 粕友部 　　　Ｆ 3 篠田久江 マエタク 　　　Ｆ 3
32 安田智子 秀卓会 　　　Ｆ 6 小暮君代 豊受ク 　　　Ｆ 5
33 長井はる美 駒形卓ク 　　　Ｆ 4 佐藤美知子 伊勢崎市民ク 　　　Ｆ 2
34 大塚みゆき 荒口ク 　　　Ｆ 5 日野さち子 清友会 　　　Ｆ 1
35 上野幸子 犬伏ク 　　　Ｆ 1 奈良美知子 ＪＴＫ 　　　Ｆ 4
36 佐藤弘子 　昴 　　　Ｆ 2 金井栄子 伊勢崎市民ク 　　　Ｇ 2
37 勅使河原恒子足利レディス　　　Ｇ 3 大本富子 ＪＴＫ 　　　Ｇ 1
38 草生文子 駒形卓ク 　　　Ｇ 4 後藤貞子 伊勢崎市民ク 　　　Ｇ 4
39 矢島三恵 吉井卓ク 　　　Ｇ 1 斉藤喜代子 ＪＴＫ 　　　Ｇ 3
40 萩原久美子永明ク 　　　Ｇ 2 福島しづ江永明ク 　　　Ｇ 5
41 塚本弘美 秀卓会 　　　Ｇ 5

＊シニア女子上位決勝トーナメント ＊ベテラン女子上位トーナメント決勝
　川上恵美子（清友会）　３－０　波戸場登美江（栃木・足利谷脇良子 　３－０ 片岡浩子

埼玉・春日部 長野・大森ク
＊シニア女子下位決勝トーナメント
　上野幸子（栃木・犬伏ク）　３－１　村田広美（栃木・足利＊ベテラン女子下位トーナメント決勝

菊地トシ江 　３－２ 本間多津子
（高崎ベテラン会） 　　ＪＴＫ









　　　　　　　　　参　加　者　名　簿　② 　　　　０５・４・１７

参加者番号シニア女子（５５歳未満） 　予選組 予選順位 ベテラン女子（５５歳以上） 　予選組 予選順位
1 吉武さち子レディス太田 　　　Ａ 森田美佐子 岩神ク 　　　Ａ
2 高橋恵子 卓愛会 　　　Ａ 中村りき枝 藤岡ク 　　　Ａ



3 塚越けい子ＴＣ城東 　　　Ａ 石島三枝 レディス太田 　　　Ａ
4 永井藤子 清友会 　　　Ａ 大貫千都子 清友会 　　　Ａ
5 新井美枝子卓愛会 　　　Ａ 早川アサ江 　　昴 　　　Ａ
6 松井賢子 下川ク 　　　Ａ 神谷恵美子卓伸会 　　　Ａ
7 倉林芳江 フラワーズ 　　　Ｂ 松本いち子 友富レディス 　　　Ｂ
8 佐藤洋子 レディス太田 　　　Ｂ 住谷ひろ子 秀卓会 　　　Ｂ
9 飯塚マサ江マエタク 　　　Ｂ 佐藤美知子 伊勢崎市民ク 　　　Ｂ
10 木崎けい子秀卓会 　　　Ｂ 塩野滋子 マエタク 　　　Ｂ
11 廣瀬あい子卓愛会 　　　Ｂ 松崎ヒサ子 伊勢崎市民ク 　　　Ｂ
12 玉川弘子 レディス太田 　　　Ｂ 横沢久子 丸子体協 　　　Ｂ
13 渡辺真由美フラワーズ 　　　Ｃ 後藤貞子 伊勢崎市民ク 　　　Ｃ
14 井上純子 　金山ク 　　　Ｃ 市川　英 藤岡ク 　　　Ｃ
15 川上恵美子 清友会 　　　Ｃ 土肥宜子 丸子体協 　　　Ｃ
16 小倉幸子 森友会 　　　Ｃ 冨田英子 ＧＤＴＣ 　　　Ｃ
17 今泉八重子マエタク 　　　Ｃ 神吉照枝 リメンク 　　　Ｃ
18 桑原京子 マエタク 　　　Ｃ 白田ハル子 豊受ク 　　　Ｃ
19 清水昭子 レディス太田 　　　Ｄ 横山恵美子 豊受ク 　　　Ｄ
20 小林公子 　　昴 　　　Ｄ 堤ふさ乃　八幡卓友会 　　　Ｄ
21 望月美知代 伊勢崎市民ク 　　　Ｄ 西村政子 清友会 　　　Ｄ
22 高山恭子　　卓水会 　　　Ｄ 村岡やよい 伊勢崎市民ク 　　　Ｄ
23 大沢晴子 下川ク 　　　Ｄ 中　郁子 永明ク 　　　Ｄ
24 小暮君子 豊受ク 　　　Ｄ 小山永子 森友会 　　　Ｄ
25 福島しづ江永明ク 　　　Ｅ 金井栄子 伊勢崎市民ク 　　　Ｅ
26 斉藤　恵 マエタク 　　　Ｅ 篠田久江 マエタク 　　　Ｅ
27 松村和美 マエタク 　　　Ｅ 新井みち子藤岡ク 　　　Ｅ
28 金井栄子 ＴＣ城東 　　　Ｅ 矢口富美子八幡卓友会　　　Ｅ
29 茶谷喜代子 清友会 　　　Ｅ 堀越美千枝卓愛会 　　　Ｅ
30 安田智子 中川ク 　　　Ｆ 石崎アヤ子伊勢崎市民ク 　　　Ｅ
31 青木洋子 森友会 　　　Ｆ 三友えつ子卓愛会 　　　Ｆ
32 諏訪秀子 卓愛会 　　　Ｆ 杉山晴江 八幡卓友会　　　Ｆ
33 江川ゆり子下川ク 　　　Ｆ 吉田米子 秀卓会 　　　Ｆ
34 横田真智子秋桜 　　　Ｆ 菊池トシ江伊勢崎市民ク 　　　Ｆ
35 小暮君代 豊受ク 　　　Ｆ
36 渡辺登美代森友会 　　　Ｆ
女子シニア ３４名 女子ベテラン３６名

男子シニア　４０名　６×５＋５×２　　　７コート 　　*女子シニア上位　　１８名
男子ベテラン３０名　６×５　　　　　　　　５コート 　　*女子シニア下位　　１６名
女子シニア　３４名　６×４＋５×２　　　６コート 　　＊女子ベテラン上位１８名
女子ベテラン３６名　６×６　　　　　　　　６コート 　　＊女子ベテラン下位１８名

　　　　総計１４０名　　　　使用コート　２４



　　　Ｅ 棄権
　　　Ｅ 棄権
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伊勢崎市民ク

大泉ク
アットランダム

アットランダム

清友会
清友会
清友会
清友会
清友会
清友会
丸子体協
　　昴
豊受ク
フラワーズ
フラワーズ
レディス太田

レディス太田

　金山ク
　金山ク
森友会
森友会
森友会
卓愛会
卓愛会
卓愛会
大室ク
大室ク

永明ク

彗星ク
マエタク



嬬恋ク
秀卓会
　　昴
下川ク
下川ク
下川ク


