
　①男子１００歳未満の部 決勝トーナメント ３×４＋４×２（７台使用） 1～7コート

1 羽鳥 佐藤　 稲原 岡安 市川 古島 中島 菊地 A-1
   月夜野ク 埼･さいしん和 富岡リバティ     藤岡ク

2 阿久津二宮 高橋 養田 広山 鈴木 F-2

3 筑井 久保 市川 木梨 藤井 島田 大澤 清水 B-2

4 小沼 小林 宍戸 高山 山賀 石井 E-1
  境･鶴谷ク ＴＣ城東 新町ク 前橋市役所

5 小暮 椎名 岩田 関　 舩﨑 酒井 C-2

6 黒沢 浅野　 安藤 榎原 吉田 吉田 D-1
  埼・上里ク    豊受ク     GDTC

7 小暮 椎名 岩田 関　 舩﨑 酒井 C-1
邑楽ク 鳥山ク   埼・上里ク   埼･吉田ク

8 黒沢 浅野　 安藤 榎原 吉田 吉田 D-2

9 阿久津二宮 高橋 養田 広山 鈴木 F-1
栃・ドリームズ 高崎ベテ TT富岡 埼･本庄卓連

10 羽鳥 佐藤　 稲原 岡安 市川 古島 中島 菊地 A-2

11 小沼 小林 宍戸 高山 山賀 石井 E-2

12 筑井 久保 市川 木梨 藤井 島田 大澤 清水 B-1
   ＴＣ城東 千・スペースフレンド  子持クラブ      卓清ク

　①男子１００歳未満の部 コンソレーション

1 羽鳥 佐藤　 稲原 岡安 市川 古島 中島 菊地　 A-3

2 筑井 久保 市川 木梨 藤井 島田 大澤 清水 B-4

3 小沼 小林 宍戸 高山 山賀 石井 E-3

4 黒沢 浅野　 安藤 榎原 吉田 吉田 D-3

5 小暮 椎名 岩田 関　 舩﨑 酒井 C-3

6 阿久津二宮 高橋 養田 広山 鈴木 F-3

7 羽鳥 佐藤　 稲原 岡安 市川 古島 中島 菊地　 A-4

8 筑井 久保 市川 木梨 藤井 島田 大澤 清水 B-3

　②男子１００歳代の部 ３×８（８台使用）



1 辻川 佐々木 水落 牛木 小林 立石 A-1
　　ＴＣ城東 　新･南魚いそク 　　　鳥山ク

2 福島 居川　 根岸 　堤　 篠崎 八木 G-2

3 下 伊藤 佐藤 樺沢 飯塚富澤 B-2

4 高橋 永井 及川 中村 立石 吉田 H-1
　　渋川東ク 　　群馬県庁 　　藤岡ク

5 堀江 金子 浅沼 関根　 栗本 藤岡 E-1
ライトニング 　　城卓会 　　中川ク

6 横山　大谷 小暮 菅沼 須藤 岡田 C-2

7 田口 井上 関　 堀地 石井 小暮 F-2

8 青山 高橋 村田 藤井 松本 平野 D-1
　　月夜野ク 　　渋川東ク 　　栃・ドリームズ

9 横山　大谷 小暮 菅沼 須藤 岡田 C-1
　境･鶴谷ク 　　マエタク 　　　水晶く

10 堀江 金子 浅沼 関根　 栗本 藤岡 E-2

11 青山 高橋 村田 藤井 松本 平野 D-2

12 田口 井上 関　 堀地 石井 小暮 F-1
嬬恋ク TSwin 　　群馬県庁 　　埼・上里ク

13 福島 居川　 根岸 　堤　 篠崎 八木 G-1
　　渋川東ク ライトニング 　　卓龍ベテラン会

14 辻川 佐々木 水落 牛木 小林 立石 A-2

15 高橋 永井 及川 中村 立石 吉田 H-2

16 下 伊藤 佐藤 樺沢 飯塚富澤 B-1
埼･さいしん和 　　　OKI 　　　卓清ク

　②男子１００歳代の部 コンソレーション
1 辻川 佐々木 水落 牛木 小林 立石 A-3

2 高橋 永井 及川 中村 立石 吉田 H-3

3 堀江 金子 浅沼 関根　 栗本 藤岡 E-3

4 青山 高橋 村田 藤井 松本 平野 D-3

5 横山　大谷 小暮 菅沼 須藤 岡田 C-3

6 田口 井上 関　 堀地 石井 小暮 F-3

7 福島 居川　 根岸 　堤　 篠崎 八木 G-3

8 下 伊藤 佐藤 樺沢 飯塚富澤 B-3

　③男子１２０歳代の部 決勝トーナメント ３×７（７台使用）
1 野口 江原 田口 小田原 山田 中澤 A-1



木

木

会

木

号

藤

田

　　Ｔとよさと 新･南魚いそク 　　　水晶く

2 川島 尾池　 小林 生形 金井 　今　 G-2

3 舘山 湯浅 宮沢 西郷 髙瀨 杉澤 B-2

4 都野 大塚 小柴 小宮 島森 新井 E-1
　　伊勢崎ク 　　永明ク 　埼・上里ク

5 森　 長谷川 土橋 原沢　 久保田瀬間 C-2

6 大熊　石川 佐々 伊藤 羽賀 中村 F-2

7 長南 　牧　 島田 西倉 茂木 斎藤 D-1
月夜野ク 子持ク 　　Ｔとよさと 　　　悠々ク

8 森　 長谷川 土橋 原沢　 久保田瀬間 C-1
森友会子持ク 岩神ク タクリョウ 　　　水晶く

9 都野 大塚 小柴 小宮 島森 新井 E-2

10 野口 江原 田口 小田原 山田 中澤 A-2

11 大熊　石川 佐々 伊藤 羽賀 中村 F-1
Ｔとよさと 城卓会 秀卓 藤岡ク 新･南魚いそク

12 川島 尾池　 小林 生形 金井 　今　 G-1
　　卓友会 高崎ベテ 秀卓会 卓龍ベテラン会

13 長南 　牧　 島田 西倉 茂木 斎藤 D-2

14 舘山 湯浅 宮沢 西郷 髙瀨 杉澤 B-1
青卓塾高崎ベテ 　　永明ク 　　栃・FTC

　③男子１２０歳代の部 コンソレーション
1 野口 江原 田口 小田原 山田 中澤 A-3

2 都野 大塚 小柴 小宮 島森 新井 E-3

3 長南 　牧　 島田 西倉 茂木 斎藤 D-3

4 森　 長谷川 土橋 原沢　 久保田瀬間 C-3

5 大熊　石川 佐々 伊藤 羽賀 中村 F-3

6 川島 尾池　 小林 生形 金井 　今　 G-3

7 舘山 湯浅 宮沢 西郷 髙瀨 杉澤 B-3

　④男子１４０歳代の部 決勝リーグ コート責任者 濱 鈴木 コート番 ２３～２４
試合順序 ① b-d e ② a-e c ③ c-e d ④ a-d b ⑤ b-c e
　右側が審判 ⑥ d-e a ⑦ a-c b ⑧ b-e c ⑨ c-d a ⑩ a-b d

　　ペ　ア　名 濱 鈴木関川針谷波塚磯西 佐 大貫中野 井上 　勝ー負 　順　位
　（所　属　名） （岡谷雷鳥･中央ク）（サンピア･藤岡ク）　　（南魚いそク） （深谷卓連･桐生ク （渋川卓愛･桐栄会）

a 濱 鈴木 　　　× 　　　ー 　　　ー 　　　ー 　　　ー 　　　ー
b 関川 針谷 　　　ー 　　　× 　　　ー
c 波塚 磯西 　　　ー 　　　ー 　　　× 　　　ー 　　　ー 　　　ー
d 佐藤 大貫 　　　ー 　　　ー 　　　ー 　　　× 　　　ー 　　　ー
e 中野 井上 　　　ー 　　　ー 　　　ー 　　　ー 　　　× 　　　ー

　⑤女子１００歳未満の部 決勝トーナメント ３×３（３台使用）
1 松澤 根岸 塚越 山崎 加藤 間々 A-1
  Ｔとよさと    ＴＣ城東   埼・上里ク



ド

田

ー

田

2 秋山 岡 藤井 牧山長井 田中 C-2

3 黒沢 浅野 金井 長棟 宮原 高木 B-2

4 秋山 岡 藤井 牧山長井 田中 C-1
千・スペースフレン   MJあじさい 伊勢崎TTC

5 松澤 根岸 塚越 山崎 加藤 間々 A-2

6 黒沢 浅野 金井 長棟 宮原 高木 B-1
  埼・上里ク    ＴＣ城東 栃・ドリ 栃･河内ク

　⑤女子１００歳未満の部 コンソレーション
1 松澤 根岸 塚越 山崎 加藤 間々 A-3

2 秋山 岡 藤井 牧山長井 田中 C-3

3 黒沢 浅野 金井 長棟 宮原 高木 B-3

　⑦女子１２０歳以上の部 決勝トーナメント ３×３＋４×２（６台使用）
1 廣井 三嶋 松本 石島 宇野村岡 中　 中嶋 A-1
  Ｔとよさと 昴 レディス太田 伊勢崎市民ク     永明ク

2 下山 大貫 中山石田 後藤松崎 C-2

3 内田 山田 山崎石川 菊池 望月 市川中村 B-2

4 濱　 渡辺 田口片岡 和田広井 E-1
長･岡谷レディス 嬬恋ク 長･大森ク 伊勢崎TTC

5 森田 森田 橋口小國 日野沢野 D-1
      岩神ク       豊受ク       清友会

6 下山 大貫 中山石田 後藤松崎 C-1
      清友会   長･藤村塾 伊勢崎市民ク

7 廣井 三嶋 松本 石島 宇野村岡 中　 中嶋 A-2

8 森田 森田 橋口小國 日野沢野 D-2

9 濱　 渡辺 田口片岡 和田広井 E-2

10 内田 山田 山崎石川 菊池 望月 市川中村 B-1
     城卓会       清友会 伊勢崎市民ク       藤岡ク

　⑦女子１２０歳以上の部 コンソレーション
1 廣井 三嶋 松本 石島 宇野村岡 中　 中嶋 A-3

2 内田 山田 山崎石川 菊池 望月 市川中村 B-4

3 森田 森田 橋口小國 日野沢野 D-3

4 下山 大貫 中山石田 後藤松崎 C-3

5 濱　 渡辺 田口片岡 和田広井 E-3

6 廣井 三嶋 松本 石島 宇野村岡 中　 中嶋 A-4

7 内田 山田 山崎石川 菊池 望月 市川中村 B-3

　⑥女子１００歳代の部 決勝トーナメント ３×８＋４×２（１２台使用）
1 飯野 矢島 上村 小林 小島 波戸場 西窪 佐藤 A-1
      清友会      新･南魚いそク   栃･足利レディス      嬬恋ク

2 鹿沼 内田 江川 大澤 髙瀨金井 G-2



原

原

3 相崎 小倉 飯塚 篠田 諏訪 新井 F-2

4 茶谷 加藤 吉村高橋 早川 桜井 I-1
      清友会    卓愛会        昴

5 川上 小沢 山田 栗原 千明福島 H-1
  長･藤村塾       藤岡ク   MJあじさい

6 中村 岩崎 今泉 村田 小杉 小林 E-1
    大泉ク     マエタク      新･南魚いそク

7 坂西 広田 小島山本 松井 佐藤 長岡 萩原 B-2

8 栗原 小林 松本 黒澤 神吉 木崎 C-2

9 廣瀬 松井 勅使河 吉澤 北爪 光山 J-2

10 黒澤 松下 酒井三澤 小池青木 D-1
      藤岡ク       GDTC      森友会

11 栗原 小林 松本 黒澤 神吉 木崎 C-1
      清友会    栃・ドリームズ 個人 秀卓会

12 川上 小沢 山田 栗原 千明福島 H-2

13 黒澤 松下 酒井三澤 小池青木 D-2

14 飯野 矢島 上村 小林 小島 波戸場 西窪 佐藤 A-2

15 相崎 小倉 飯塚 篠田 諏訪 新井 F-1
  MJあじさい     マエタク    卓愛会

16 鹿沼 内田 江川 大澤 髙瀨金井 G-1
      清友会       下川ク      栃･卓道

17 廣瀬 松井 勅使河 吉澤 北爪 光山 J-1
卓愛会下川ク 栃･足利レディス      森友会

18 中村 岩崎 今泉 村田 小杉 小林 E-2

19 茶谷 加藤 吉村高橋 早川 桜井 I-2

20 坂西 広田 小島山本 松井 佐藤 長岡 萩原 B-1
   新･南魚いそク     大泉ク 伊勢崎市民ク     卓清会

　⑥女子１００歳代の部 コンソレーション

1 飯野 矢島 上村 小林 小島 波戸場 西窪 佐藤 A-3



原2 廣瀬 松井 勅使河 吉澤 北爪 光山 J-3

3 鹿沼 内田 江川 大澤 髙瀨金井 G-3

4 中村 岩崎 今泉 村田 小杉 小林 E-3

5 坂西 広田 小島山本 松井 佐藤 長岡 萩原 B-4

6 黒澤 松下 酒井三澤 小池青木 D-3

7 栗原 小林 松本 黒澤 神吉 木崎 C-3

8 飯野 矢島 上村 小林 小島 波戸場 西窪 佐藤 A-4

9 相崎 小倉 飯塚 篠田 諏訪 新井 F-3

10 川上 小沢 山田 栗原 千明福島 H-3

11 茶谷 加藤 吉村高橋 早川 桜井 I-3

12 坂西 広田 小島山本 松井 佐藤 長岡 萩原 B-3












