
第４１回 群馬県ベテラン卓球大会記録

　　期日 ２００８年１月６日（日）

　　会場 群馬県総合スポーツセンター

　　　　　種　目 　優　勝 　準優勝 　　３位 　　３位
①男子単３０歳代 小林伸之 菊地　元 養田信行 梶塚由真

境・鶴谷ク 藤岡ク ＴＴ富岡 邑楽ク
②男子単４０歳代 天笠一美 浅野　裕 佐藤　茂 高橋　滋

　卓龍会 世良田ク 月夜野ク 月夜野ク
③男子単５０歳代 渡辺晋一 辻川嘉彦 佐々木修一村田　隆

境・鶴谷ク ＴＣ城東 ＴＣ城東 渋川東ク
④男子単６０歳代 森　直樹 牧　洋光 及川幸夫 長南秀雄

森友会 　子持ク 群馬県庁 月夜野ク
⑤男子単７０歳代 関川知男 石田正太郎 都野　実 宮下芳之

　サンピア高崎 　永明ク 伊勢崎ク 　城卓会
⑥女子単４０歳代 矢島末美 加藤紀子 市村順子 永井藤子

清友会 清友会 伊勢崎市民ク 清友会
⑦女子単５０歳代 岩根栄子 廣瀬あい子 飯野和美 山田雄子

　城卓会 　卓愛会 清友会 　城卓会
⑧女子単６０歳代 南雲ユウ子 淡路すい 田口昌子 森田ユミ子

レディス太田 清友会 嬬恋ク 　岩神ク
⑨男子複１００歳未満 渡辺晋一 筑井幸一 浅野　裕 小暮隆一

境・鶴谷ク ＴＣ城東 世良田ク 邑楽ク
　合計年齢１００歳未満小林伸之 久保貴之 土田辰司 梶塚由真

境・鶴谷ク ＴＣ城東 世良田ク 邑楽ク
⑩男子複１００歳代 青山博幸 辻川嘉彦 高橋利通 山岸正道

月夜野ク ＴＣ城東 渋川東ク 高崎ベテラン会

合計年齢１００歳～１１９歳高橋　滋 佐々木修一永井正治 高橋茂樹
月夜野ク ＴＣ城東 渋川東ク 高崎ベテラン会

⑪男子複１２０歳以上 針谷正紀 今村棟男 森　直樹 都野　実
藤岡ク 　卓龍会 森友会 伊勢崎ク

　合計年齢１２０歳以上 長南秀雄 大貫　巌 長谷川喬 大塚輝巳
月夜野ク 　　桐生ク 　子持ク 伊勢崎ク

⑫女子複８０歳代 飯野和美 茶谷喜代子 松井みゆき 千明厚子
清友会 清友会 伊勢崎市民ク 渋川東ク

　合計年齢８０歳～９９歳 矢島末美 加藤紀子 市村順子 斉藤里恵
清友会 清友会 伊勢崎市民ク 渋川東ク

⑬女子複１００歳以上 栗原美代子岩根栄子 宗行桂子 淡路すい
清友会 　城卓会 清友会 清友会

合計年齢１００歳以上 永井藤子 山田雄子 倉林綾子 大貫千都子

清友会 　城卓会 清友会 清友会
新卓球男子単６０歳以上 坪井徳一 荒木勝正 大澤正明 小中　強

キング倶楽部 　さわやかラージ 　みやまク 　高崎卓遊会

新卓球女子単６０歳以上 河野美代 松島百代 島田広子 茂木恵美子
　さわやかラージ キング倶楽部 　高崎卓遊会 　さわやかラージ

新卓球混合複１２０歳以上 荒木勝正 坪井徳一 田中敏男 大澤正明
　さわやかラージ キング倶楽部 　パープル 　みやまク
茂木恵美子 松島百代 田中マサ子 大澤美代子
　さわやかラージ キング倶楽部 　パープル 　　　卓桜会

参加人員 　２１０名 競技時間 ８時間 （９時～１７時）

　連絡先 群馬県卓球ベテラン会理事長 針谷正紀 （電話０２７４－２３－５０４４）



第４１回 群馬県ベテラン卓球大会記録
　　期日 ２００８年１月６日（日）　　会場 群馬県総合スポーツセンター

　　　　　種　目 　優　勝 　準優勝 　　３位 　　３位
①男子単３０歳代 小林伸之 菊地　元 養田信行 小暮隆一

境・鶴谷ク 藤岡ク ＴＴ富岡 邑楽ク
②男子単４０歳代 天笠一美 浅野　裕 佐藤　茂 高橋　滋

　卓龍会 世良田ク 月夜野ク 月夜野ク
③男子単５０歳代 渡辺晋一 辻川嘉彦 佐々木修一村田　隆

境・鶴谷ク ＴＣ城東 ＴＣ城東 渋川東ク
④男子単６０歳代 森　直樹 牧　洋光 長南秀雄 及川幸夫

森友会 　子持ク 月夜野ク 群馬県庁
⑤男子単７０歳代 関川知男 石田正太郎 都野　実 宮下芳之

　サンピア高崎 　永明ク 伊勢崎ク 　城卓会
⑥女子単４０歳代 矢島末美 加藤紀子 市村順子 永井藤子

清友会 清友会 伊勢崎市民ク 清友会
⑦女子単５０歳代 岩根栄子 廣瀬あい子 飯野和美 山田雄子

　城卓会 　卓愛会 清友会 　城卓会
⑧女子単６０歳代 南雲ユウ子 淡路すい 田口昌子 森田ユミ子

レディス太田 清友会 嬬恋ク 　岩神ク
⑨男子複１００歳未満渡辺晋一 筑井幸一 野村敬一 小暮隆一

境・鶴谷ク ＴＣ城東 ＴＣ城東 邑楽ク
　合計年齢１００歳未満小林伸之 久保貴之 宍戸寿雄 梶塚由真

境・鶴谷ク ＴＣ城東 ＴＣ城東 邑楽ク
⑩男子複１００歳代 青山博幸 辻川嘉彦 高橋利通 山岸正道

月夜野ク ＴＣ城東 渋川東ク 高崎ベテラン会

合計年齢１００歳～１１９歳高橋　滋 佐々木修一永井正治 高橋茂樹
月夜野ク ＴＣ城東 渋川東ク 高崎ベテラン会

⑪男子複１２０歳以上針谷正紀 今村棟男 森　直樹 都野　実
藤岡ク 　卓龍会 森友会 伊勢崎ク

　合計年齢１２０歳以上 長南秀雄 大貫　巌 長谷川喬 大塚輝巳
月夜野ク 　　桐生ク 　子持ク 伊勢崎ク

⑫女子複８０歳代 飯野和美 茶谷喜代子 松井みゆき 斉藤　恵
清友会 清友会 伊勢崎市民ク マエタク

　合計年齢８０歳～９９歳 矢島末美 加藤紀子 市村順子 山崎宏子
清友会 清友会 伊勢崎市民ク ＴＣ城東

⑬女子複１００歳以上栗原美代子岩根栄子 宗行桂子 淡路すい
清友会 　城卓会 清友会 清友会

合計年齢１００歳以上 永井藤子 山田雄子 倉林綾子 大貫千都子

清友会 　城卓会 清友会 清友会
新卓球男子単６０歳以上

新卓球女子単６０歳以上

新卓球混合複１２０歳以上









　　　　　入賞者賞状・賞品・メダル一覧表 ０５・１・８

　　種　　目　　　名 参加人数 　　優勝 準優勝 　　３位 　敢闘賞 　　　計
①男子３０歳代単 12 1 1 1 1 4
②男子４０歳代単 21 1 1 2 1 5
③男子５０歳代単 28 1 1 2 1 5
④男子６０歳代単 24 1 1 2 1 5
⑤男子７０歳代単 7 1 1 0 1 3
⑥女子３０歳代単 3 1 0 0 0 1
⑦女子４０歳代単 15 1 1 1 1 4
⑧女子５０歳代単 40 1 1 2 1 5
⑨女子６０歳代単 14 1 1 1 1 4
⑪男子複６０歳代 　　　３組 2 0 0 0 2
⑫男子複８０歳代 　　１１組 2 2 2 0 6



＊優勝２７　　　賞状＋メダル＋マツヤ商品券又はビューホテル招待券＋ハラダ菓子

マツヤ商品券とビューホテル招待券の区分け

＊マツヤ 商品券 ①～⑤　　　　⑪～⑭　　⑰～⑱　　　　２１ 計　１７

＊ ル招待券 ⑥～⑨ 　⑮～⑯ 　⑲～⑳ 計　１０

ル

⑬男子複１００歳代 　　１３組 2 2 2 0 6
⑭男子複１２０歳代 　　　９組 2 2 0 0 4
⑮女子複８０歳代 　　　６組 2 2 0 0 4
⑯女子複１００歳代 　　２３組 2 2 4 0 8
⑰新卓球男子６０歳代 5 1 0 0 0 1
⑱新卓球男子７０歳代 3 1 0 0 0 1
⑲新卓球女子６０歳代 4 1 0 0 0 1
⑳新卓球女子７０歳代 4 1 0 0 0 1
２１新卓球混合１２０以上 7 2 2 0 0 4
　　　　合　　　　計 27 20 19 8 74
＊⑭・⑮の準優勝、⑫・⑬の３位、敢闘賞はメダルの授与はありません。

　　　　入賞者に授与される賞状・賞品・メダル細目一覧表

＊準優勝２０　賞状＋メダル＋３個入りボール＋ハラダ菓子（男子複１２０・女子複８０はメダルなし）

＊３位１９ 　　賞状＋メダル＋ハラダ菓子 （男子複８０・１００はメダルなし）

＊敢闘賞８　　賞状＋ハラダ菓子

ビュウーホテ

配布する弁当につける当選券

＊ビュウーホテ 招待券　５ ＊トリオ 商品券　５
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