
第１回群馬オープン年齢別団体卓球大会記２００６・６・２５藤岡市民体育館

　　　　　　①ホープス男子 決勝リーグ ２コート

　　益子ジュニアＡ 　　藤岡ジュニア 　　益子ジュニアＢ 　熊谷卓連ジュニア

優勝　益子ジュニアＡ 準優勝　益子ジュニアＢ

　②ホープス女子 決勝リーグ ７コート

　　藤岡ジュニア 　　吉岡ジュニア 　　あがつまクラブ

優勝　　藤岡ジュニア

　　　　　　　　　　　　　　　　　③一般男子 決勝トーナメント

ＮＯＭ 前橋市役所 熊谷卓連Ｄ Ａ－１

立正大 ＦＵＪＩＣＯ① 熊谷卓連Ｂ Ｆ－２ 1

青卓塾 タカナシハーゲン 熊谷卓連Ｃ Ｂ－２
3

益子ジュニアＡ 藤岡ジュニア 益子ジュニアＢ 熊谷卓連ジュニア Ｅ－１

熊谷卓連Ａ ＦＵＪＩＣＯ② 子持中 Ｃ－２
3

埼玉工大 吉岡ク ＴＴ富岡 Ｄ－１ 埼玉工大

熊谷卓連Ａ ＦＵＪＩＣＯ② 子持中 Ｃ－１

埼玉工大 吉岡ク ＴＴ富岡 Ｄ－２ 2

立正大 ＦＵＪＩＣＯ① 熊谷卓連Ｂ Ｆ－１ 2

ＮＯＭ 前橋市役所 熊谷卓連Ｄ Ａ－２

ＢＹＥ Ｅ－２
3

青卓塾 タカナシハーゲン 熊谷卓連Ｃ Ｂ－１

優勝 埼玉工大 準優勝 タカナシハーゲン ３位 ＮＯＭ ３位 熊谷卓連Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　③一般男子 コンソレーション

ＮＯＭ 前橋市役所 熊谷卓連Ｄ Ａ－３

益子ジュニアＡ 藤岡ジュニア 益子ジュニアＢ 熊谷卓連ジュニア Ｅ－４

益子ジュニアＡ 藤岡ジュニア 益子ジュニアＢ 熊谷卓連ジュニア Ｅ－２

埼玉工大 吉岡ク ＴＴ富岡 Ｄ－３
子持中

熊谷卓連Ａ ＦＵＪＩＣＯ② 子持中 Ｃ－３

立正大 ＦＵＪＩＣＯ① 熊谷卓連Ｂ Ｆ－３

益子ジュニアＡ 藤岡ジュニア 益子ジュニアＢ 熊谷卓連ジュニア Ｅ－３

青卓塾 タカナシハーゲン 熊谷卓連Ｃ Ｂ－３ １位 子持中

　　　　　　　　　　　　　　　　　④一般女子 決勝トーナメント



⑥　　　　1 藤岡ク 高崎東高 玉村南中Ｂ 玉村南中Ｃ Ａ－１
3

2 玉村南中Ａ 藤岡ジュニア吉岡ジュニアあがつまク Ｂ－２
高崎東高

3 藤岡ク 高崎東高 玉村南中Ｂ 玉村南中Ｃ Ａ－２
0

⑦　　　　4 玉村南中Ａ 藤岡ジュニア吉岡ジュニアあがつまク Ｂ－１

優勝 高崎東高 準優勝 藤岡ク

　　　　　　　　　　　　　　　　　④一般女子 コンソーレーション

1 藤岡ク 高崎東高 玉村南中Ｂ 玉村南中Ｃ Ａ－３

2 玉村南中Ａ 藤岡ジュニア吉岡ジュニアあがつまク Ｂ－４
玉村南中Ｂ

3 藤岡ク 高崎東高 玉村南中Ｂ 玉村南中Ｃ Ａ－４

4 玉村南中Ａ 藤岡ジュニア吉岡ジュニアあがつまク Ｂ－３

１位 玉村南中Ｂ

　　　　　　　　　　　　⑤ 男子１２０歳代 決勝トーナメント

⑧　　　　1 玉村スペシャル 藤岡ク 上里卓連Ｂ Ａ－１

2 子持ク 前橋市役所 豊受ク Ｃ－２ 1

3 邑楽ク 上里卓連Ａ マエタク 月夜野ク Ｂ－２
上里卓連Ａ

⑨　　　　4 子持ク 前橋市役所 豊受ク Ｃ－１

5 玉村スペシャル 藤岡ク 上里卓連Ｂ Ａ－２
3

⑩　　　　6 邑楽ク 上里卓連Ａ マエタク 月夜野ク Ｂ－１

優勝 準優勝 ３位 ３位

　　　　　　　　　　　　⑤ 男子１２０歳代 コンソーレーション

1 玉村スペシャル 藤岡ク 上里卓連Ｂ Ａ－３

2 邑楽ク 上里卓連Ａ マエタク 月夜野ク Ｂ－４
子持ク

3 子持ク 前橋市役所 豊受ク Ｃ－３

4 邑楽ク 上里卓連Ａ マエタク 月夜野ク Ｂ－３

１位 子持ク

　　　　　　　　　　　　⑥ 男子１５０歳代 決勝トーナメント



⑪・⑫　　1高崎ベテラン会 群馬県庁 沖電気 伊勢崎クα Ａ－１
3

2 卓友会 城卓会 城東ロマンスグレー Ｂ－２
高崎ベテラン会

3 高崎ベテラン会 群馬県庁 沖電気 伊勢崎クα Ａ－２
1

⑬　　　　4 卓友会 城卓会 城東ロマンスグレー Ｂ－１

優勝 高崎ベテラン会 準優勝 群馬県庁

　　　　　　　　　　　　⑥ 男子１５０歳代 コンソーレーション

1 高崎ベテラン会 群馬県庁 沖電気 伊勢崎クα Ａ－３

2 高崎ベテラン会 群馬県庁 沖電気 伊勢崎クα Ａ－４ 城東ロマンスグレー

3 卓友会 城卓会 城東ロマンスグレー Ｂ－３

１位 城東ロマンスグレー

　　　　　　　　　　　　⑦ 男子１８０歳代 決勝トーナメント

1 ブループラム 城卓会 岩神卓ク Ａ－１

2 渋川ベテラン会 群馬教員ベテラン 上里卓連 Ｃ－２
3

3 大森ク 卓友会 永明クＢ Ｂ－２

4 永明クＡ ＮＰＣ ペンションもみの木 Ｄ－１
ブループラム

5 渋川ベテラン会 群馬教員ベテラン 上里卓連 Ｃ－１

6 ブループラム 城卓会 岩神卓ク Ａ－２
0

7 永明クＡ ＮＰＣ ペンションもみの木 Ｄ－２

8 大森ク 卓友会 永明クＢ Ｂ－１

優勝 ブループラム 準優勝 群馬教員ベテラン ３位 大森ク

　　　　　　　　　　　　⑦ 男子１８０歳代 コンソーレーション

1 ブループラム 城卓会 岩神卓ク Ａ－３

2 永明クＡ ＮＰＣ ペンションもみの木 Ｄ－３
ペンションもみの木

3 渋川ベテラン会 群馬教員ベテラン 上里卓連 Ｃ－３

4 大森ク 卓友会 永明クＢ Ｂ－３

１位 ペンションもみの木



　　　　　　　　　　　　⑨ 女子１５０歳代 決勝トーナメント ３×４＋４×２

埼・ＮＳク 清友会Ｄ 伊勢崎市民ク 駒形卓ク Ａ－１

卓愛会 マエタク ＪＴＫ　Ｂ Ｆ－２ 3

城卓会 清友会Ｂ 豊受クＢ Ｂ－２

清友会Ｃ ＪＴＫ　Ａ 森友会Ａ Ｅ－１ 3

下川クα 森友会Ｂ 秀卓会 Ｃ－２
2

卓水会 豊受クＡ 永明ク Ｄ－１

下川クα 森友会Ｂ 秀卓会 Ｃ－１ 埼・ＮＳク

卓水会 豊受クＡ 永明ク Ｄ－２ 1

卓愛会 マエタク ＪＴＫ　Ｂ Ｆ－１

埼・ＮＳク 清友会Ｄ 伊勢崎市民ク 駒形卓ク Ａ－２ 2

清友会Ｃ ＪＴＫ　Ａ 森友会Ａ Ｅ－２
3

城卓会 清友会Ｂ 豊受クＢ Ｂ－１

優勝 埼・ＮＳク 準優勝 清友会Ｂ ３位 卓水会 ３位 永明ク

　　　　　　　　　　　　⑨ 女子１５０歳代 コンソーレーション

1 埼・ＮＳク 清友会Ｄ 伊勢崎市民ク 駒形卓ク Ａ－３

2 卓愛会 マエタク ＪＴＫ　Ｂ Ｆ－４

3 清友会Ｃ ＪＴＫ　Ａ 森友会Ａ Ｅ－３

4 卓水会 豊受クＡ 永明ク Ｄ－３
秀卓会

5 下川クα 森友会Ｂ 秀卓会 Ｃ－３

6 埼・ＮＳク 清友会Ｄ 伊勢崎市民ク 駒形卓ク Ａ－４

7 卓愛会 マエタク ＪＴＫ　Ｂ Ｆ－３

8 城卓会 清友会Ｂ 豊受クＢ 藤岡ク Ｂ－３

１位 秀卓会

　　　　　　　　　　　　⑧ 女子１２０歳代 決勝トーナメント



3

3 清友会Ａ 上里卓連 伊勢崎市民ク 城東小町 Ａ－２

4 藤岡ク 清友会Ｅ マエタク Ｂ－１

優勝 清友会Ａ 準優勝 藤岡ク

　　　　　　　　　　　　⑧ 女子１２０歳代 コンソーレーション

1 清友会Ａ 上里卓連 伊勢崎市民ク 城東小町 Ａ－３

2 清友会Ａ 上里卓連 伊勢崎市民ク 城東小町 Ａ－４ 上里卓連

3 藤岡ク 清友会Ｅ マエタク Ｂ－３

１位 上里卓連

　　　　　　　　　　　　⑩ 女子１８０歳代 決勝トーナメント

1 岩神卓クα伊勢崎市民ク ＪＴＫ　Ｃ 藤岡ク Ａ－１

1 清友会Ａ 上里卓連 伊勢崎市民ク 城東小町 Ａ－１

2 藤岡ク 清友会Ｅ マエタク Ｂ－２
清友会Ａ

2

1
2 大森ク 清友会Ｆ 伊勢崎ＭＴＣ Ｂ－２

大森ク
3 岩神卓クα伊勢崎市民ク ＪＴＫ　Ｃ 藤岡ク Ａ－２

3
4 大森ク 清友会Ｆ 伊勢崎ＭＴＣ Ｂ－１

優勝 大森ク 準優勝 岩神卓クα

　　　　　　　　　　　　⑩ 女子１８０歳代 コンソーレーション

1 岩神卓クα伊勢崎市民ク ＪＴＫ　Ｃ 藤岡ク Ａ－３

2 岩神卓クα伊勢崎市民ク ＪＴＫ　Ｃ 藤岡ク Ａ－４ 伊勢崎ＭＴＣ

大森ク 清友会Ｆ 伊勢崎ＭＴＣ Ｂ－３

１位 伊勢崎ＭＴＣ
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