
第４回群馬オープンベテラン卓球大会記録 女子は１０歳上の種目に参加

０７・８・２６　　群馬県総合スポーツセンター参加人員　２００名

準決勝 上田正幸 ＴＴ富岡 　３－０ 養田信行 ＴＴ富岡

＊３０歳代単 二宮直樹 栃・ドリームズ 　３－１ 小暮隆一 邑楽ク

決　勝 上田正幸 ＴＴ富岡 　３－１ 二宮直樹 栃・ドリームズ

準決勝 武井辰智 埼・さいしん 　３－１ 浅野　裕 埼・上里ク

＊４０歳代単 高橋茂樹 高崎ベテラン会 　３－０ 太田千亜紀 神・チャイム

決　勝 高橋茂樹 高崎ベテラン会 　３－１ 武井辰智 埼・さいしん

準決勝 辻川嘉彦 ＴＣ城東 　３－２ 下喜巳男 埼・さいしん

＊５０歳代単 黒沢健宴 埼・上里ク 　３－１ 吉岡　進 千・流山市役所

決　勝 黒沢健宴 埼・上里ク 　３－２ 辻川嘉彦 ＴＣ城東

準決勝 照井信夫 神・横浜ベテラン会 　３－２ 針谷正紀 藤岡ク

＊６０歳代単 宮川　実 神・横浜ベテラン会 　３－１ 大熊　勇 埼・フルセット

決　勝 宮川　実 神・横浜ベテラン会 　３－１ 照井信夫 神・横浜ベテラン会

準決勝 田村健二 神・横浜ベテラン会 　３－２ 辻川美代子 卓水会

＊６５歳代単 後藤克則 山梨・甲斐ク 　３－１ 大泉輝夫 東京・皐月会

決　勝 後藤克則 山梨・甲斐ク 　３－０ 田村健二 神・横浜ベテラン会

準決勝 石田正太郎 永明ク 　３－０ 金谷美代子 レディス太田

＊７０歳代単 添田光男 神・横浜ベテラン会 　３－０ 小野則子 埼・フレッシュ

決　勝 添田光男 神・横浜ベテラン会 　３－０ 石田正太郎 永明ク

＊７５歳代単 決　勝 濱　惣六 長・岡谷雷鳥　３－１ 廣井恵子 埼・Ｔ熊谷

＊８０歳代単 決　勝 関川知男 サンピア高崎　３－０ 高井英男 沼田卓球

高橋秀明 神・チャイム 佐々木修一ＴＣ城東
＊混合ダブルス８０歳代 決　勝 　３－０

太田千亜紀 神・チャイム 山崎宏子 ＴＣ城東

下喜巳男 埼・さいしん 辻川嘉彦 ＴＣ城東
＊混合ダブルス１００歳代 決　勝 　３－１

松澤裕子 埼・さいしん 辻川美代子 卓水会

照井信夫 神・横浜ベテラン会 野口憲一 埼・ＮＰＣ
＊混合ダブルス１２０歳代 決　勝 　３－２

神吉照枝 個人 廣井恵子 埼・Ｔ熊谷

濱　惣六 長・岡谷雷鳥 関川知男 サンピア高崎

＊混合ダブルス１４０歳代 決　勝 　３－０
濱　幸子 長・岡谷レディス 前川キミ子 埼・ＭＴＣ

開会式 ９：００～９：１５ 試合時間 ９：２０～１７：２０（合計８時間）

使用コート４８コート 大会運営協力有料ボランティア　　４名（清水・林・梅原・設楽）

連絡先 針谷正紀　藤岡市　森　甲２３９　　　電話０２７４ー２３－５０４４
Ｅ－ｍａｉｌ nre38720@nifty.com
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