
第２０回強化リーグ成績一部（男子） ０４／１１／１４　藤岡市民体育館

シニアの部（５５歳未満） ベテランの部（５５歳以上）

組 ﾘｰｸﾞ戦順位 氏名 所属 組 ﾘｰｸﾞ戦順位 氏名 所属

１位 上田　正幸 ＴＴ富岡 １位 斉藤　彰一 高崎ﾍﾞﾃﾗﾝ会

２位 佐々木修一 ＴＣ城東 ２位 関川　知男 ｻﾝﾋﾟｱ高崎

３位 高橋　茂樹 高崎ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ３位 針谷　正紀 藤岡ク

１位 辻川　嘉彦 ＴＣ城東 １位 野口　憲一 ＮＰＣ

２位 村上　徳生 秀卓会 ２位 高橋　利通 橘ク

３位 高田　広 ＴＴ富岡 ３位 長谷川　喬 子持ク

１位 堀江　裕治 ライトニング １位 山岸　正道 高崎ﾍﾞﾃﾗﾝ会

２位 筑井　幸一 ＴＣ城東 ２位 松田　邦弘 卓友会

３位 斉藤　寿彦 秀卓会 ３位 佐々木　明 秀卓会

１位 岩野　克行 直江津ク １位 町田　弘 森友会

２位 後藤　久志 子持ク ２位 冨田　克己 ＧＤＴＴ

３位 福島　昭彦 前橋市役所 ３位 土橋　健治 岩神ク

１位 雲　雅二 サタデーク １位 川島　均 卓友会

２位 堀地　良男 群馬県庁 ２位 小川　宗一 駒形卓球ク

３位 島田佐登志 子持ク ３位 並木冨美夫 八幡卓友会

１位 佐藤　輝一 リバティ １位 田口　信夫 嬬恋ク

２位 小久保博志 グロンサンズ ２位 矢口　泰男 月夜野ク

３位 駒村　栄司 丸子町体協 ３位 星野　堯俊 悠々ク

１位 市川　益雄 リバティ

２位 高橋　豊 リバティ

３位 矢島　稔章 粕遊部

１位 渡辺　理 粕遊部

２位 坂本　博正 森友会

３位 栗上　裕正 グロンサンズ

１位 堤　康高 ライトニング

２位 安藤　貢 豊受ク

３位 木村　弘 下大屋ク

１位 勅使河原勉 リバティ

２位 星野　和彦 粕遊部

３位 吉田　明由 ＧＤＴＴ

＊男子シニア上位トーナメント決勝

高橋　茂樹 （高崎ﾍﾞﾃﾗﾝ会） ３　－　１　 湯浅　正幸 （高崎ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

＊男子シニア下位トーナメント決勝

高橋　豊 （リバティ） ３　－　０ 市川　益雄 （リバティ）

＊男子ベテラン上位トーナメント決勝

関川　知男 （ｻﾝﾋﾟｱ高崎） ３　－　２ 牧　洋光 （子持ク）

＊男子ベテラン下位トーナメント決勝

田口　信夫 （嬬恋ク） ３　－　２ 冨田　克己 （ＧＤＴＴ）
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第２０回強化リーグ成績一部（女子） ０４／１１／１４　藤岡市民体育館

シニアの部（５５歳未満） ベテランの部（５５歳以上）

組 リーグ戦順位 氏名 所属 組 リーグ戦順位 氏名 所属

１位 吉武さち子 太田ﾚﾃﾞｨｽ １位 栗原美代子 清友会

２位 塚越けい子 上郊ク ２位 矢辺かほる 羽生卓友会

３位 辻川美代子 卓水会 ３位 森田美佐子 岩神ク

１位 新井美枝子 卓愛会 １位 下山とみ江 清友会

２位 松本　幸子 栃木ドリーム ２位 前川キミ子 ＭＴＣ

３位 松井　賢子 下川ク ３位 菊地トシ江 伊勢崎市民ｸ

１位 陳　継東 ＴＣ城東 １位 若林シゲ子 太田レディス

２位 茶谷喜代子 清友会 ２位 倉内　栄子 フラワーズ

３位 酒井　栄子 ＧＤＴＴ ３位 早川アサ江 昴

１位 堤　賢子 彗星ク １位 市川　英 藤岡ク

２位 小倉　幸子 森友会 ２位 日野さち子 清友会

３位 木崎けい子 秀卓会 ３位 金井　栄子 伊勢崎市民ｸ

１位 鶴岡真智子 粕遊部 １位 田口　昌子 嬬恋ク

２位 江川ゆり子 下川ク ２位 佐藤美知子 伊勢崎市民ｸ

３位 田中美代子 豊受ク ３位 小山　永子 森友会

１位 小国貴美子 豊受ク １位 住谷ひろ子 秀卓会

２位 佐藤　和子 彗星ク ２位 篠田　久江 コメット

３位 高山　恭子 玉村ク ３位 中　郁子 永明ク

１位 飯塚まさ江 マエタク １位 西村　政子 清友会

２位 小暮　君代 豊受ク ２位 松崎ヒサ子 伊勢崎市民ｸ

３位 布施利恵子 卓水会 ３位 杉山　晴江 八幡卓友会

＊女子シニア上位トーナメント決勝

辻川美代子 （卓水会） ３　－　２ 吉武さち子 （太田ﾚﾃﾞｨｽ）

＊女子シニア下位トーナメント決勝

小国貴美子 （豊受ク） ３　－　０ 佐藤　和子 （彗星ク）

＊女子ベテラン上位トーナメント決勝

中村りき枝 （藤岡ク） ３　－　０ 前川キミ子 （ＭＴＣ）

＊女子ベテラン下位トーナメント決勝

田口　昌子 （嬬恋ク） ３　－　０ 市川　英 （藤岡ク）
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