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　　　　　第4回皐月会・群馬県卓球ベテラン会親善交流卓球大会　　藤岡市民体育館

　　　　　第4回皐月会・群馬県卓球ベテラン会親善交流卓球大会団体戦記録

群馬県卓球ベテラン会アルファ ５０－３３ 皐月会

男子個人戦A級決勝トーナメント

① 1 佐々木修 細野淳一 芝崎義雄 安部　實 A-1
  TC城東 　皐月会 　皐月会 大阪・悠遊会 3 佐々木
2 針谷正 大瀧　明 平塚定夫 石田正太郎 G-2

3 大貫賢 井上純市 筑井幸一 佐藤　茂 B-2
3 佐々木

② 4 関川知 島田治一 高橋利通 須藤順一 E-1
サンピア高 　皐月会 渋川東ク 高崎ピンポンズ

5 佐藤典 湯浅正幸 長南秀雄 村田　隆 F-2

6 辻川嘉 大泉輝夫 後藤克則 牧　洋光 C-2 1 村田

③ 7 佐藤至 山岸正道 吉岡好秋 居川　豊 D-1
　皐月会 群馬ベテラン会 　皐月会 渋川東ク 佐々木修一
8 辻川嘉 大泉輝夫 後藤克則 牧　洋光 C-1
  TC城東 　皐月会 山梨・甲斐クラブ 子持ク

9 佐々木修 細野淳一 芝崎義雄 安部　實 A-2
3 辻川

10 佐藤至 山岸正道 吉岡好秋 居川　豊 D-2

④ 11 佐藤典 湯浅正幸 長南秀雄 村田　隆 F-1
　皐月会 高崎ベテラン 群馬ベテラン会 渋川東ク

⑤ 12 針谷正 黄　敏漢 平塚定夫 石田正太郎 G-1 1 辻川
群馬ベテラン会 　皐月会 　皐月会 永明クラブ

13 関川知 島田治一 高橋利通 須藤順一 E-2

⑥ 14 大貫賢 井上純市 筑井幸一 佐藤　茂 B-1 1 関川
　皐月会 　TSWIN   TC城東 　月夜野ク

男子個人戦A級コンソレーション決勝戦

山岸正道 　３－１ 居川　豊
群馬ベテラン会 渋川東ク

男子個人戦B級決勝トーナメント

⑦ 1 青山博幸 榎本義明 久保田洋司 岡田貴史 A-1
月夜野ク 　皐月会 高崎ピンポンズ 群馬ベテラン会

2 中　孝義 都野　實 宮下智夫 生形健司 J-2

3 小宮正巳 青山光男 金井正巳 嶋田　優 G-2 宮尾
3
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⑧ 4 佐々木明 並木良介 今　秀昭 坪井徳一 I-1
秀卓会 　皐月会 卓龍ベテラン会 キング倶楽部

⑨ 5 大崎忠彦 宮尾堯功 関口定男 広瀬孝夫 H-1
　皐月会 長野・新町卓友会 グリーンク 　皐月会 宮尾

⑩ 6 富田国義 井上和三 中島正寿 滝沢　博 E-1 1
　皐月会 桐栄会 藤岡クラブ 長野・丸子体協

7 平山三喜 石川和行 栗本　稔 藤井淳史 B-2

8 小林栄治 鈴木善夫 鈴木正洋 西村真彦 C-2 1
中島

9 吉本康彦 立石宗男 吉田　優 千葉秀夫 F-2

⑪ 10 高橋直文 藤岡一宏 西郷末松 狩野　豊 D-1
　皐月会 中川クラブ 永明クラブ GDTC 高橋直文

⑫ 11 小林栄治 鈴木善夫 鈴木正洋 西村真彦 C-1
群馬ベテラン会 　皐月会 TC城東 高崎ピンポンズ

12 富田国義 井上和三 中島正寿 滝沢　博 E-2

13 高橋直文 藤岡一宏 西郷末松 狩野　豊 D-2 高橋
3

14 青山博幸 榎本義明 久保田洋司 岡田貴史 A-2

⑬ 15 吉本康彦 立石宗男 吉田　優 千葉秀夫 F-1
　皐月会 藤岡クラブ GDTC 高崎ピンポンズ 3 高橋

⑭ 16 小宮正巳 青山光男 金井正巳 嶋田　優 G-1
永明クラブ 　皐月会 卓龍ベテラン会 下川クラブ

⑮ 17 中　孝義 都野　實 宮下智夫 生形健司 J-1
　皐月会 伊勢崎ク TC城東 秀卓会

18 大崎忠彦 宮尾堯功 関口定男 広瀬孝夫 H-2 0
藤井

19 佐々木明 並木良介 今　秀昭 坪井徳一 I-2

⑯ 20 平山三喜 石川和行 栗本　稔 藤井淳史 B-1
　皐月会 城卓会 中川クラブ 子持ク

男子個人戦B級コンソレーション決勝戦

平山三喜男 　３－０ 富田国義

　皐月会 　皐月会

女子個人戦A級決勝トーナメント

⑰ 1 関谷順子 岸　緑 石島三枝 下山とみ枝 A-1
藤岡クラブ 　皐月会 太田レディス 清友会 関谷
2 松下恵理 四ノ宮由紀子 土屋洋子 川上恵美子 F-2 3

3 長谷川宣 飯野和美 江原　操 廣瀬あい子 B-2
関谷

⑱ 4 橋本国江 高橋恵子 中村りき枝 大貫千都子 E-1 3
　皐月会 卓愛会 藤岡クラブ 清友会

5 永井藤子 山本安子 木崎けい子 市村順子 C-2
0

⑲ 6 栗原美代 江原　操 山田雄子 松井賢子 D-1 栗原
清友会 　皐月会 城卓会 関谷順子
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⑳ 7 永井藤子 山本安子 木崎けい子 市村順子 C-1
清友会 　皐月会 秀卓会 下川クラブ 松下
8 栗原美代 江原　操 山田雄子 松井賢子 D-2 3

21 9 松下恵理 四ノ宮由紀子 土屋洋子 川上恵美子 F-1
藤岡クラブ 東・ 清友会 2

10 関谷順子 岸　緑 石島三枝 下山とみ枝 A-2 松下

11 橋本国江 高橋恵子 中村りき枝 大貫千都子 E-2
0

22 12 長谷川宣 飯野和美 江原　操 廣瀬あい子 B-1 大貫
　皐月会 清友会 　城卓会 太田レディス

女子個人戦A級コンソレーション

川上恵美子 　３－１ 山田雄子

清友会 城卓会

女子個人戦B級決勝トーナメント

23 1 小倉幸 伊藤文美 山崎啓子 石川左代子 A-1
MJあじさい長・新町卓友会 　皐月会 友富レディス

2 越塚明 木塚政子 萩原かつ子 大沢利子 J-2

3 山口美 上野のり子 小林公子 葛岡カロ G-2 吉村
3

24 4 中山市 寺村しげ子 吉村廣美 安部咲希 I-1
長・大森クラブ 　皐月会 卓愛会 大阪・悠遊会

25 5 岩崎光 市川　英 小林喜代子 萩原昭子 H-1
　皐月会 藤岡クラブ 　皐月会 　皐月会 吉村

26 6 島田照 小湊初江 神吉照枝 大澤晴子 E-1 2
高崎ピンポンズ 　皐月会 　　個人 下川クラブ

7 三浦礼 佐藤たみ子 土肥宣子 酒井栄子 B-2

8 長岡美 鯨井かね子 江川ゆり子 三宅裕子 C-2 1
神吉

9 西川鈴 新井みち 広井文枝 塚本弘美 F-2

27 10 潮田順 石渡成美 和田由美子 三浦宮子 D-1
　皐月会 　　GDTC 伊勢崎ＴＴＣ 長・丸子体協 三浦礼子

28 11 長岡美 鯨井かね子 江川ゆり子 三宅裕子 C-1
伊勢崎市民 　皐月会 下川クラブ 神・衣笠クラブ

12 島田照 小湊初江 神吉照枝 大澤晴子 E-2

13 潮田順 石渡成美 和田由美子 三浦宮子 D-2 広井
1

14 小倉幸 伊藤文美 山崎啓子 石川左代子 A-2

29 15 西川鈴 新井みち 広井文枝 塚本弘美 F-1
　皐月会 藤岡クラブ 伊勢崎ＴＴＣ 　秀卓会 3

30 16 山口美 上野のり子 小林公子 葛岡カロ G-1 三浦
埼玉・アリス 　皐月会 　　　　昴 東大和個人

31 17 越塚明 木塚政子 萩原かつ子 大沢利子 J-1
桜林クラブ 　皐月会 卓清クラブ 　皐月会
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18 岩崎光 市川　英 小林喜代子 萩原昭子 H-2 3
三浦

19 中山市 寺村しげ子 吉村廣美 安部咲希 I-2

32 20 三浦礼 佐藤たみ子 土肥宣子 酒井栄子 B-1
　皐月会 友富レディス 長・丸子体協 　　GDTC

女子個人戦Ｂ級コンソレーション

和田由美 　３－２ 石川左代子

清友会 城卓会











　　　　　　　　　　　　２００９第４回大会団体戦組合せ表 ０９・５・２５六訂

＊皐月会の選手は１人２試合、群馬・その他の選手は１試合出場することを原則とする

＊第１試合の審判は同じコート第２試合の群馬・その他の出場選手が行い第２試合の審判は、

　同じコートで第１試合を行った群馬・その他の選手が行う

第１試合　　９：２０～９：４０ 第２試合　　９：４０～１０：００

　　番号 　皐月会 試合結果 群馬・その他 試合コート 　皐月会 試合結果 群馬・その他 試合コート

1 大貫賢治 　　　ー 佐々木修一 1 大貫賢治 　　　ー 居川　豊 8
2 佐藤至宏 　　　ー 辻川嘉彦 2 佐藤至宏 　　　ー 長南秀雄 9
3 佐藤典弘 　　　ー 関川知男 3 佐藤典弘 　　　ー 高橋利通 10
4 島田治一 　　　ー 井上純市 4 島田治一 　　　ー 牧　洋光 11
5 黄　敏漢 　　　ー 安部　實 5 黄　敏漢 　　　ー 須藤順一 12
6 細野淳一 　　　ー 後藤克則 6 細野淳一 　　　ー 石田正太郎 13
7 大泉輝夫 　　　ー 山岸正道 7 大泉輝夫 　　　ー 針谷正紀 14
8 平塚定夫 　　　ー 村田　隆 8 平塚定夫 　　　ー 筑井幸一 15
9 芝崎義雄 　　　ー 佐藤　茂 9 芝崎義雄 　　　ー 小林栄治 16
10 吉岡好秋 　　　ー 湯浅正幸 10 吉岡好秋 　　　ー 宮尾堯功 17
11 平山三喜男 　　　ー 青山博幸 11 平山三喜男 　　　ー 岡田貴史 18
12 高橋直文 　　　ー 石川和行 12 高橋直文 　　　ー 都野　實 19
13 富田国義 　　　ー 佐々木明 13 富田国義 　　　ー 宮下智夫 20
14 吉本康彦 　　　ー 井上和三 14 吉本康彦 　　　ー 鈴木正洋 21
15 広瀬孝夫 　　　ー 栗本　稔 15 広瀬孝夫 　　　ー 藤岡一宏 22
16 大崎忠彦 　　　ー 藤井淳史 16 大崎忠彦 　　　ー 嶋田　優 23
17 中　孝義 　　　ー 立石宗男 17 中　孝義 　　　ー 金井正巳 24
18 鈴木善夫 　　　ー 小宮正巳 18 鈴木善夫 　　　ー 久保田洋司 25
19 青山光男 　　　ー 西郷末松 19 青山光男 　　　ー 吉田　優 26
20 並木良介 　　　ー 中島正寿 20 並木良介 　　　ー 狩野　豊 27
21 榎本義明 　　　ー 滝沢　博 21 榎本義明 　　　ー 関口定男 28
22 長谷川宣子 　　　ー 関谷順子 22 長谷川宣子 　　　ー 山田雄子 29

23 橋本国江 　　　ー 松下恵理子 23 橋本国江 　　　ー 高橋恵子 30

24 四ノ宮由紀子 　　　ー 栗原美代子 24 四ノ宮由紀子 　　　ー 小澤恵子 31
25 江原　操 　　　ー 永井藤子 25 江原　操 　　　ー 土屋洋子 32
26 山本安子 　　　ー 飯野和美 26 山本安子 　　　ー 川上恵美子 33
27 岸　緑 　　　ー 中村りき枝 27 岸　緑 　　　ー 大貫千都子 1
28 三浦礼子 　　　ー 下山とみ枝 28 三浦礼子 　　　ー 山口美代 2

29 潮田順子 　　　ー 松井賢子 29 潮田順子 　　　ー 伊藤文美 3

30 西川鈴子 　　　ー 小倉幸子 30 西川鈴子 　　　ー 中山市子 4

31 岩崎光子 　　　ー 市村順子 31 岩崎光子 　　　ー 土肥宣子 5
32 小湊初江 　　　ー 長岡美晴 32 小湊初江 　　　ー 三浦宮子 6
33 鯨井かね子 　　　ー 廣瀬あい子 33 鯨井かね子 　　　ー 江川ゆり子 7
34 上野のり子 　　　ー 島田照代 1 上野のり子 　　　ー 大澤晴子 8

　　１回目 大瀧　明 　　　ー 今　秀昭 18
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