
第２回群馬オープンベテランダブルス卓球大会記録（ベスト４入賞者一覧）　　

　日　時 ２００８年　９月　１５日 　会　場 藤岡市民体育館

参加人数 １６７名 （内１種目のみ１１名） 所要時間 ７時間 （９時１５分～１６時１５分）

　種目名 　　　　　優勝 　　　　　準優勝 　　　　　　３位 　　　　　　３位
混合ダブルス 高橋　滋 永井藤子 武井辰智 根岸富士美 岡安勝巳 松木さち子 村田　隆 木崎けい子

１００歳未満 月夜野ク 　清友会 　　　埼玉・さいしん和 　　　埼玉・さいしん和 渋川東ク 　秀卓会

混合ダブルス 井上純市 飯野和美 高田伸男 波戸場登美江下喜巳男 松澤祐子 江原和雄 川上恵美子

１００歳代 ＴＳ．ＷＩＮ 　清友会 　皐月会 　皐月会 　　　埼玉・さいしん和 T.とよさと 　清友会

混合ダブルス 横山　明 廣井恵子 針谷正紀 中村りき江 野口憲一 大貫千都子 長南秀雄 下山とみ枝

１２０歳以上 　　　埼玉・さいしん和 　藤岡ク 　藤岡ク Ｔとよさと 　清友会 月夜野ク 　清友会

男子ダブルス 渡辺晋一 小林伸之 下喜巳男 武井辰智 倉沢和夫 小暮隆一 野村敬一 宍戸寿雄
１００歳未満 鶴谷クラブ 鶴谷クラブ 　　　埼玉・さいしん和 秀卓会 邑楽クラブ 　ＴＣ城東 　ＴＣ城東

男子ダブルス 辻川嘉彦 佐々木修一村田　隆 居川　豊 矢吹　繁 伊藤雄司 立石宗男 井上純市
１００歳代 　ＴＣ城東 　ＴＣ城東 渋川東クラブ 渋川東クラブ 　　　埼玉・さいしん和 立石宗男 井上純市

男子ダブルス 野口憲一 江原和雄 横山　明 馬場誠一 針谷正紀 関川知男 長南秀雄 森　直樹
１２０歳以上 T.とよさと T.とよさと 　　　埼玉・さいしん和 　藤岡ク サンピア高崎 月夜野ク 　森友会

女子ダブルス 松澤祐子 根岸富士美 飯野和美 内田和子 生方和子 原　和恵 市村順子 長岡晴美
１００歳未満 　　　埼玉・さいしん和 飛鳥クラブ 清友会 　　昴 　　昴 伊勢崎市民ク 伊勢崎市民ク

女子ダブルス 下山とみ枝 永井藤子 橋本國江 波戸場登美江宮沢泰子 富沢かづ代 岩根栄子 山田雄子
１００歳代 清友会 清友会 皐月会 皐月会 みずき会 みずき会 城卓会 城卓会

女子ダブルス 廣井恵子 三嶋好野 中山市子 石田豊子 金井玉枝 三瓶信子 中村りき江 新井みち子

１２０歳以上 さいしん和 さいしん和 大森クラブ 大森クラブ 　　昴 　　昴 　藤岡ク 　藤岡ク

大会事務局連絡先 針谷正紀（ハリガイ・マサノリ） 　　　　     参加申込み人数分布
混合ダブルス参加数 男女ダブルス参加数

　電話 ０２７４－２３－５０４４ 　　　① 12 　　　⑤ 7
　　　② 24 　　　⑥ 12

　携帯 ０９０－５５７３－１５８６ 　　　③ 26 　　　⑦ 15
　　　④ 1 　　　⑧ 2

E-mail nre38720@nifty.com 　　　計 63 　　　⑨ 6
　　　⑩ 20
　　　⑪ 16
　　　計 78

第２回群馬オープンベテランダブルス卓球大会男女別参加者名簿



⑤男子ダブルス１００歳未満 ⑩女子ダブルス１００歳代
　　参加者ペア名 参加者ペア所属名 　　参加者ペア名 参加者ペア所属名
1 蛭川　稔 岡安勝巳 さいしん和 さいしん和 笛木とみ 茨原貴美子月夜野クラブ月夜野クラブ

2 下　喜巳男武井辰智 さいしん和 さいしん和 小倉幸子 相崎素子 MJあじさい MJあじさい

3 倉沢和夫 小暮隆一 秀卓会 邑楽クラブ 岩根栄子 山田雄子 城卓会 城卓会

4 筑井幸一 久保貴之 TC城東 TC城東 飯塚まさ江 今泉八重子 マエタク マエタク

5 野村敬一 宍戸寿雄 TC城東 TC城東 小林幸江 小林公子 　　昴 　　昴

6 渡辺晋一 小林伸之 境・鶴谷クラブ 境・鶴谷クラブ 佐藤弘子 松本いち子 　　昴 　　昴

7 中島正寿 豊田勝利 藤岡クラブ 藤岡クラブ 松本くに子 腰塚美千子 さいしん和 さいしん和

⑥男子ダブルス１００歳代 藤掛朝子 鈴木百合子 さいしん和 さいしん和

　　参加者ペア名 参加者ペア所属名 小倉喜美子 松木幸子 さいしん和 さいしん和

1 石坂一美 原澤寛美 月夜野クラブ月夜野クラブ 下山とみ枝 永井藤子 清友会 清友会

2 小暮　要 菅沼佳満 マエタク マエタク 大貫千都子 川上恵美子 清友会 清友会

3 矢吹　繁 伊藤雄司 さいしん和 さいしん和 川上トキ江 小沢恵子 大森クラブ 大森クラブ

4 蛭川智廣 中嶋吉男 さいしん和 さいしん和 橋本國江 波戸場登美江皐月会 皐月会

5 辻川嘉彦 佐々木修一TC城東 TC城東 神吉照枝 木崎けい子個人 秀卓会

6 平　豊 金井昭雄 TC城東 TC城東 宮沢泰子 富沢かづ代 みずき会 みずき会

7 小久保博志青山博幸 TC城東 月夜野クラブ 白石秀子 佐藤茂子 TS.WIN TS.WIN
8 立石宗男 井上純市 藤岡クラブ TS.WIN 青木洋子 光山芳子 森友会 森友会
9 村田　隆 居川　豊 渋川東クラブ 渋川東クラブ 中嶋順子 大川文子 中川クラブ いずみ会

10 津久井利男渡辺恒二 足利 足利 坂田歌子 村田広美 足利 足利

11 坂上正進 羽鳥和典 藤岡クラブ 朋友クラブ 倉林芳江 高山恭子 前橋市役所 前橋市役所

12 三友憲一 山賀信幸 前橋市役所 前橋市役所

⑦男子ダブルス１２０歳代 ⑪女子ダブルス１２０歳代
　　参加者ペア名 参加者ペア所属名 　　参加者ペア名 参加者ペア所属名
1 佐々木明 小柴　勇 秀卓会 秀卓会 古松クメ 松本紀子 秀卓会 秀卓会

2 長南秀雄 森　直樹 月夜野クラブ森友会 森田ユミ子 森田美佐子 岩神クラブ 岩神クラブ

3 石川和行 大山　伸 城卓会 城卓会 金井玉枝 三瓶信子 　　昴 　　昴

4 相原　毅 木村順年 八幡卓友会 卓親会 長谷川美恵子坂田しず江 卓親会 卓親会

5 久保田洋司坂田　記 水晶くらぶ 卓親会 杉山晴江 木村文恵 卓親会 卓親会

6 横山　明 馬場誠一 さいしん和 さいしん和 廣井恵子 三嶋好野 さいしん和 さいしん和

7 野口憲一 江原和雄 T.とよさと T.とよさと 中山市子 石田豊子 大森クラブ 大森クラブ

8 大泉輝夫 高田伸男 皐月会 皐月会 阿部純枝 長南雅恵 足利レディス 足利レディス

9 堀江一郎 杉沢久雄 FTC FTC 川崎矩子 高橋正子 卓好会 卓好会

10 都野　實 大塚輝巳 伊勢崎クラブ 伊勢崎クラブ 小山永子 北爪京子 森友会 森友会

11 山田勝芳 須藤順一 水晶くらぶ 水晶くらぶ 松崎ヒサ子 椚原美保 伊勢崎市民ク 伊勢崎市民ク

12 石田正太郎西郷末松 永明クラブ 永明クラブ 今　啓子 佐藤美知子 伊勢崎市民ク 伊勢崎市民ク

13 金井正巳 島田政克 卓龍会 T.とよさと 中村りき枝 新井みち子 藤岡クラブ 藤岡クラブ

14 栗本　稔 横塚武夫 中川クラブ いずみ会 市川　英 住谷ひろ子 藤岡クラブ 秀卓会

15 関川知男 針谷正紀 高崎ベテラン会 藤岡クラブ 中　郁子 福島しづ江 永明クラブ 永明クラブ

16 宮沢金治 小宮正巳 永明クラブ 永明クラブ 金谷美代子 石島三枝 レディス太田 レディス太田

⑧男子ダブルス１４０歳以上
　　参加者ペア名 参加者ペア所属名
1 関川知男 針谷正紀 高崎ベテラン会 藤岡クラブ

2 宮沢金治 小宮正巳 永明クラブ 永明クラブ

　　　　参加申込み人数分布
⑨女子ダブルス１００歳未満 混合ダブルス参加数 男女ダブルス参加数
　　参加者ペア名 参加者ペア所属名 　　　① 12 　　　⑤ 7
1 生方和子 原　和恵 　　昴 　　昴 　　　② 24 　　　⑥ 12
2 斉藤　恵 安田智子 マエタク 秀卓会 　　　③ 26 　　　⑦ 15
3 松澤祐子 根岸富士美さいしん和 さいしん和 　　　④ 1 　　　⑧ 2
4 飯野和美 内田和子 飛鳥クラブ 清友会 　　　計 63 　　　⑨ 6
5 金井栄子 山崎宏子 TC城東 TC城東 　　　⑩ 20
6 市村順子 長岡晴美 伊勢崎市民ク 伊勢崎市民ク 　　　⑪ 16

　　　計 78

第２回群馬オープンベテランダブルス卓球大会男女別参加者名簿①
①混合ダブルス１００歳未満 ②混合ダブルス１００歳代



　　参加者ペア名 参加者ペア所属名 　　参加者ペア名 参加者ペア所属名
1 原澤寛美 茨原貴美子月夜野クラブ 月夜野クラブ 青山博幸 小倉幸子 月夜野クラブ MJあじさい

2 高橋　滋 永井藤子 月夜野クラブ 清友会 石坂一美 笛木とみ 月夜野クラブ 月夜野クラブ

3 武井辰智 根岸富士美さいしん和 さいしん和 菅沼佳満 今泉八重子 マエタク マエタク

4 岡安勝巳 松木幸子 さいしん和 さいしん和 小暮　要 飯塚まさ江 マエタク マエタク

5 佐々木修一山崎宏子 TC城東 TC城東 矢吹　繁 腰塚美千子 さいしん和 さいしん和

6 宍戸寿雄 長棟佐智代TC城東 TC城東 伊藤雄司 松本くに子 さいしん和 さいしん和

7 野村敬一 内田和子 TC城東 清友会 蛭川智廣 藤掛朝子 さいしん和 さいしん和

8 小久保博志斉藤　恵 TC城東 マエタク 中嶋吉男 鈴木百合子 さいしん和 さいしん和

9 羽鳥和典 安田智子 朋友クラブ 秀卓会 下　喜巳男松澤祐子 さいしん和 さいしん和

10 村田　隆 木崎けい子渋川東クラブ 秀卓会 蛭川　稔 小倉喜美子さいしん和 さいしん和

11 三友憲一 高山恭子 前橋市役所 前橋市役所 江原和雄 川上恵美子 T.とよさと 清友会

12 豊田勝利 小沢恵子 藤岡クラブ 大森クラブ 安藤　貢 小暮君代 豊受クラブ 豊受クラブ

13 大塚輝巳 小國貴美子 伊勢崎クラブ 豊受クラブ

14 井上純市 飯野和美 TSWIN 飛鳥クラブ

15 高田伸男 波戸場登美江皐月会 皐月会

16 筑井幸一 金井栄子 TC城東 TC城東

17 須藤順一 白石秀子 水晶くらぶ TS.WIN

18 山田勝芳 佐藤茂子 水晶くらぶ TS.WIN

19 横塚武夫 大川文子 いずみ会 いずみ会

20 渡辺恒二 村田広美 足利 足利

21 津久井利男 坂田歌子 足利 足利

22 坂上正進 石田豊子 藤岡クラブ 大森クラブ

23 中島正寿 中山市子 藤岡クラブ 大森クラブ

24 山賀信幸 倉林芳江 前橋市役所 前橋市役所

25 立石宗男 川上トキ江 藤岡クラブ 大森クラブ

26 湯浅正幸 松下恵理子 高崎ベテラン会 藤岡クラブ

③混合ダブルス１２０歳代

　　参加者ペア名 参加者ペア所属名 　　参加者ペア名 参加者ペア所属名
1 佐々木明 古松クメ 秀卓会 秀卓会 島田政克 石島三枝 T.とよさと レディス太田

2 小柴　勇 松本紀子 秀卓会 秀卓会 栗本　稔 中嶋順子 中川クラブ 中川クラブ

3 長南秀雄 下山とみ枝月夜野ク 清友会 ④混合ダブルス１４０歳以上
4 山岸正道 森田美佐子高崎ベテラン会 岩神クラブ 　　参加者ペア名 参加者ペア所属名
5 石川和行 山田雄子 城卓会 城卓会 都野　實 森田ユミ子 伊勢崎クラブ 岩神クラブ

6 大山　伸 岩根栄子 城卓会 城卓会

7 針谷正紀 中村りき枝藤岡クラブ 藤岡クラブ

8 木村順年 木村文恵 卓親会 卓親会

9 相原毅 杉山晴江 八幡卓友会 八幡卓友会

10 坂田　記 坂田しず江卓親会 卓親会

11 久保田洋司長谷川美恵水晶くらぶ 卓親会

12 横山　明 廣井恵子 さいしん和 さいしん和

13 馬場誠一 三嶋好野 さいしん和 さいしん和

14 野口憲一 大貫千都子T.とよさと 清友会
15 松永幸雄 桒原しづ子DANDELION DANDELION

16 大泉輝夫 橋本國江 皐月会 皐月会

17 堀江一郎 阿部純枝 FTC 足利レディス

18 杉沢久雄 長南雅恵 FTC 足利レディス

19 森　直樹 北爪京子 森友会 森友会

20 石田正太郎松井賢子 永明クラブ 下川クラブ

21 西郷末松 中　郁子 永明クラブ 永明クラブ

22 宮沢金治 福島しづ江永明クラブ 永明クラブ

23 小宮正巳 神吉照代 永明クラブ 個人

24 金井正巳 金谷美代子卓龍会 レディス太田
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