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６×２＋５×５ ７コート 　　６×２＋５×４ 　５コート 　　６×３＋５×２ 　４コート
①男子５０歳未満 リーグ組・順位②男子５０歳以上～６５歳未満リーグ組・順位③男子６５歳以上 リーグ組・順位

高橋茂樹 高崎ベテラン会 A　　　　１ 高橋秀明 神・チャイムA　　　　３ 関川知男 サンピア高崎 A　　　　１
佐々木修一ＴＣ城東 A　　　　３ 辻川嘉彦 ＴＣ城東 A　　　　２ 森　直樹 森友会 A　　　　２
小暮隆一 邑楽ク A　　　　２ 針谷正紀 藤岡ク A　　　　５ 小泉隆宏 長・丸子体協 A　　　　４
湯浅正幸 高崎ベテラン会 A　　　　６ 野口憲一 ＮＰＣ A　　　棄権石田正太郎永明ク A　　　　６
花岡　高 長・大森ク A　　　　５ 藤沢健治 高崎ベテラン会 A　　　　４ 長南秀雄 月夜野ク A　　　　５
上田正幸 ＴＴ富岡 A　　　　４ 小相沢徳一長・大森ク A　　　　１ 小関一弥 ＮＰＣ A　　　　３
野村敬一 ＴＣ城東 Ｂ　　　６ 牧　洋光 子持ク Ｂ　　　　２ 佐々木明 秀卓会 Ｂ　　　　３
筑井幸一 ＴＣ城東 Ｂ　　　５ 佐藤　弘 沖電気 Ｂ　　　　１ 小宮正巳 永明ク Ｂ　　　　１
高橋　滋 月夜野ク Ｂ　　　３ 青山博幸 月夜野ク Ｂ　　　　５ 茂木成彦 悠々ク Ｂ　　　　６
久保貴之 ＴＣ城東 Ｂ　　　４ 斉藤彰一 高崎ベテラン会 Ｂ　　　　６ 吉田周平 長・大森ク Ｂ　　　　４
養田信行 ＴＴ富岡 Ｂ　　　２ 村田　隆 渋川東ク Ｂ　　　　３ 金井正巳 卓龍会 Ｂ　　　　２
石川厚太 藤岡ク Ｂ　　　１ 伊藤文男 藤岡ク Ｂ　　　　４ 久保田洋司ＴＣ城東 Ｂ　　　　５
佐藤　茂 月夜野ク Ｃ　　　１ 安藤　貢 豊受ク Ｃ　　　　４ 中野源一 渋川卓愛会 Ｃ　　　　３
宍戸寿雄 ＴＣ城東 Ｃ　　棄権 西郷末松 永明ク Ｃ　　　　５ 宮沢金治 永明ク Ｃ　　　　４
糸井寿好 栃・小山卓修会 Ｃ　　　２ 和田光男 高崎ベテラン会 Ｃ　　　　２ 川崎国生 さわやか Ｃ　　　　２
滝沢　博 長・丸子体協 Ｃ　　　４ 長谷川喬 子持ク Ｃ　　　　３ 徳一昌兵 悠々ク Ｃ　　　　６
居川　豊 渋川東ク Ｃ　　　３ 松本　弘 栃・ドリームズ Ｃ　　　　１ 柴木行男 沖電気 Ｃ　　　　５
藤井淳史 子持ク Ｄ　　　３ 須藤順一 ＴＣ城東 Ｄ　　　　１ 佐藤正久 ＮＰＣ Ｃ　　　　１
瀬下郁男 栃・天衣無縫 Ｄ　　　４ 上原貞一 高崎ベテラン会 Ｄ　　　　２ 山嶋敏夫 悠々ク Ｄ　　　　３
斉藤向一郎長・丸子体協 Ｄ　　棄権 坂本博正 スーパーラッキー Ｄ　　　　３ 土橋健治 岩神ク Ｄ　　棄権
矢島稔章 粕遊部 Ｄ　　　２ 山田勝芳 水晶ク Ｄ　　　　４ 並木富美夫八幡卓友会 Ｄ　　　　２
菊池　元 藤岡ク Ｄ　　　１ 森田直行 豊受ク Ｄ　　　　５ 豊巻忠次 埼・つくしんぼ Ｄ　　　　４
武藤友美 吉井卓ク Ｅ　　　１ 小久保博志ＴＣ城東 Ｅ　　　　３ 登坂光弘 森友会 Ｄ　　　　１
坂上正進 藤岡ク Ｅ　　　２ 小内　満 豊受ク Ｅ　　　　１ 大坂昭雄 豊受ク Ｅ　　　　３
島田佐登志子持ク Ｅ　　　３ 平　豊 ＴＣ城東 Ｅ　　　　２ 上杉　湛 下川ク Ｅ　　　　４
安澄正三郎ＴＣ城東 Ｅ　　　４ 町田芳明 スーパーラッキー Ｅ　　　　５ 相原　毅 八幡卓友会 Ｅ　　　　２
星野和彦 粕遊部 Ｅ　　棄権 栗原　満 スーパーラッキー Ｅ　　　　４ 後藤正三 森友会 Ｅ　　　　５
立石宗男 藤岡ク Ｆ　　　１ 中澤玉治 水晶ク Ｆ　　　　３ 大谷勝昭 長・大森ク Ｅ　　　　１
榎原隆浩 豊受ク Ｆ　　　２ 金井昭雄 ＴＣ城東 Ｆ　　　　２
友定英貴 吉井卓ク Ｆ　　　４ 横山武彦 スーパーラッキー Ｆ　　　　４
牛房規行 粕遊部 Ｆ　　　３ 関谷卓司 スーパーラッキー Ｆ　　　　５
進藤裕昭 粕遊部 Ｆ　　　５ 小杉雄一 豊受ク Ｆ　　　　１
羽二生悦郎 ＴＣ城東 Ｇ　　　２
小田桐秀成スーパーラッキー Ｇ　　　４
豊田勝利 粕遊部 Ｇ　　　５ 　　　　　　　　　　　　＊全日程終了１６時
尾崎輝世晴 粕遊部 Ｇ　　　３
熊谷達也 水晶ク Ｇ　　　１

＊男子５０歳未満上位トーナメント決勝 ＊男子５０歳～６５歳未満上位決勝トーナメント決勝 ＊男子６５歳以上上位トーナメント決勝

高橋茂樹 　　３－１ 佐々木修一高橋秀明 　　３－０ 小相沢徳一関川知男 　　３－２ 森　直樹
高崎ベテラン会 ＴＣ城東 高崎ベテラン会 　　森友会

＊男子５０歳未満下位トーナメント決勝 ＊男子５０歳～６５歳未満下位決勝トーナメント決勝 ＊男子６５歳以上下位トーナメント決勝

坂上正進 　　３－１ 武藤友美 須藤順一 　　３－１ 上原貞一 大谷勝昭 　　３－２ 相原　毅
　　藤岡ク 吉井卓ク ＴＣ城東 高崎ベテラン会 長・大森ク 八幡卓友会
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　　　　５×４ 　４コート 　　６×７＋５×１ 　８コート 　　　６×１＋５×１ 　２コート
④女子５０歳未満 リーグ組・順 ⑤女子５０歳以上～６５歳未 リーグ組・順位⑥女子６５歳以上 リーグ組・順位

太田千亜紀 神・チャイム A　　　　１ 小野則子 埼・フレッシ A　　　　１ 小山永子 森友会 A　　　　２
木村富美子 埼・さくらク Ａ　　　　３ 矢辺かほ 埼・レインボー A　　　　３ 杉山晴江 八幡卓友会 A　　棄権
松下恵理 藤岡ク Ａ　　　　２ 辻川美代 卓水会 A　　　　４ 市川　英 藤岡ク A　　　　１
市村順子 伊勢崎市民ク Ａ　　　　４ 森田美佐 岩神ク A　　　　６ 沢野靖子 清友会 A　　　　３
干川貴江子 ＴＣ城東 A　　　　５ 大貫千都子 清友会 A　　　　２ 石崎アヤ子 伊勢崎市民ク A　　　　５
柳澤直美 沖データ Ｂ　　　　５ 中村りき枝 藤岡ク A　　　　５ 堤ふさの 八幡卓友会 A　　　　４
長岡美晴 伊勢崎市民ク Ｂ　　　　１ 川上恵美 清友会 Ｂ　　　　４ 後藤貞子 伊勢崎市民ク Ｂ　　　　４
堂前利恵 卓水会 Ｂ　　　　２ 高橋恵子 卓愛会 Ｂ　　　　３ 阿部昌子 卓水会 Ｂ　　　　１
塚越けい ＴＣ城東 Ｂ　　　　４ 廣瀬あい 卓愛会 Ｂ　　　　１ 冨田英子 ＧＤＴＣ Ｂ　　　　３
山田宣江 藤岡ク Ｂ　　　　３ 小沢恵子 長・大森ク Ｂ　　　　２ 竹内あい 長・大森ク Ｂ　　　　２
金井栄子 ＴＣ城東 Ｃ　　　　２ 石島三枝 レディス太田 Ｂ　　　　５ 島田ミチ子 八幡卓友会 Ｂ　　　　５
斉藤　恵 マエタク Ｃ　　　　１ 小林ふみ 清友会 Ｂ　　　　６
山崎宏子 ＴＣ城東 Ｃ　　棄権 小倉幸子 月夜野ク Ｃ　　　　１
茂木佳余 アットランダム Ｃ　　　　３ 早川アサ 昴 Ｃ　　　　５
鶴岡真智 粕遊部 Ｃ　　　　４ 土肥宜子 長・丸子体協 Ｃ　　　　６
安田智子 秀卓会 Ｄ　　　　５ 松井賢子 下川ク Ｃ　　　　２
高山恭子 卓水会 Ｄ　　　　４ 鹿沼美津子 清友会 Ｃ　　　　４
五百部裕 粕遊部 Ｄ　　　　３ 新井幸子 秀卓会 Ｃ　　　　３
越塚明美 森友会 Ｄ　　　　１ 菊池トシ江 伊勢崎市民ク Ｄ　　　　４
荒川啓子 清友会 Ｄ　　　　２ 千明厚子 渋川東ク 　　　棄権

萩原久美 永明ク Ｄ　　　　１
塚本敬子 清友会 Ｄ　　　　２
小國貴美 豊受ク Ｄ　　　　５
木崎けい 秀卓会 Ｄ　　　　３
橋口スミ子 豊受ク Ｅ　　　　５
小林公子 昴 Ｅ　　　　２
北爪京子 森友会 Ｅ　　　　３
松井みゆ 伊勢崎市民ク Ｅ　　　　１
横沢久子 長・丸子体協 Ｅ　　　　６
新井みち 藤岡ク Ｅ　　　　４
塩野滋子 マエタク Ｆ　　　　３
小島照子 アットランダム Ｆ　　　　２
広井文枝 悠々ク Ｆ　　　　１
山本かつ アットランダム Ｆ　　　　５
石川孝子 清友会 Ｆ　　　　４
松崎ヒサ子伊勢崎市民ク Ｆ　　　　６
椚原美保 伊勢崎市民ク Ｇ　　　　５ 島田照代 みやまク Ｈ　　　　３
江川ゆり子下川ク Ｇ　　　　３ 大澤晴子 下川ク Ｈ　　　　５
佐藤美知 伊勢崎市民ク Ｇ　　　　２ 横田真智 秋桜 Ｈ　　　　１
日野さち子 清友会 Ｇ　　　　１ 小池由美 森友会 Ｈ　　　　２
渡辺登美 スーパーラッキー Ｇ　　　　６ 酒井恵里子 水晶ク Ｈ　　　　４
小暮君代 豊受ク Ｇ　　　　４

＊女子５０歳未満上位トーナメント決勝 ＊女子５０歳～６５歳未満上位決勝トーナメント決勝 ＊女子６５歳以上上位トーナメント決勝

太田千亜紀 　　３－１ 松下恵理 矢辺かほ 　　３－１ 高橋恵子 小山永子 　　３－１ 市川　英
神・チャイム 　藤岡クラブ 　埼・レインボー 　　卓愛会 　森友会 　藤岡クラブ

＊女子５０歳～６５歳未満位決勝トーナメント決勝

広井文枝 　　３－２ 塩野滋子
悠々ク マエタク
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