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第２８回県民スポーツ祭第２５回群馬県マスターズ卓球大会入賞記録

期日　２０１１・５・１　　　　　　　　　　会場　群馬県総合スポーツセンター
参加人数 ２４０名 試合時間 ９：００～１７：００（８時間）

硬式男子単３０歳代 準決勝 茂木 境・鶴谷ク 　３－０ 柳沢 岩神クラブ

小林 境・鶴谷ク 　３－０ 関口 からっ風

決勝 小林伸之 境・鶴谷ク 　３－０ 茂木泰敏 境・鶴谷ク

硬式男子単４０歳代 準決勝 高橋 高崎ベテラン会 　３－１ 寺島 高崎ピンポンズ

河本 草津町 　３－０ 山田 みなかみフレンズ

決勝 高橋茂樹 高崎ベテラン会 　３－１ 河本雅史 草津町

硬式男子単５０歳代 準決勝 黒沢 ボッシュ太田 　３－０ 羽鳥 月夜野ク

辻川 　ＴＣ城東 　３－２ 佐々木 　ＴＣ城東

決勝 黒沢健宴 ボッシュ太田 　３－２ 辻川嘉彦 　ＴＣ城東

硬式男子単６０歳代 準決勝 針谷 群馬ベテラン会 　３－２ 小林 月夜野ク

湯浅 高崎ベテラン会 　３－０ 岡田 群馬ベテラン会

決勝 湯浅正幸 高崎ベテラン会 　３－２ 針谷　正紀 群馬ベテラン会

硬式男子単７０歳代 準決勝 瀬間 高崎ベテラン会 　３－０ 小柴 永明ク

森 森友会 　３－０ 石田 永明ク

決勝 瀬間勝利 高崎ベテラン会 　３－０ 森　直樹 森友会

硬式女子単４０歳代 準決勝 松下 藤岡ク 　３－０ 茨原 月夜野ク

原 ＭＪあじさい 　３－２ 内田 清友会

決勝 原　和恵 ＭＪあじさい 　３－２ 松下恵理子 藤岡ク

硬式女子単５０歳代 準決勝 廣瀬 卓龍会 　３－０ 高橋 卓愛会

黑沢 藤岡ク 　３－０ 瀧沢 清友会

決勝 黑沢るり子 藤岡ク 　３－２ 廣瀬あい 卓龍会

硬式女子単６０歳代 準決勝 小倉 ＭＪあじさい 　３－１ 宗行 清友会

南雲 太田レディ 　３－０ 小林 清友会

決勝 小倉幸子 ＭＪあじさい 　３－０ 南雲ユウ子 太田レディス

硬式女子単７０歳代 決勝 森田ユミ子 岩神クラブ 　３－２ 金井玉枝 昴

硬式男子複１００歳未満 決勝 小林伸之 境・鶴谷ク 　３－１ 小暮隆一 邑楽ク
（合計年齢６０～９９） 茂木泰敏 境・鶴谷ク 梶塚由真 邑楽ク
硬式男子複１００歳代 決勝 黑沢健宴 ボッシュ太田 　３－１ 辻川嘉彦 ＴＣ城東

（合計年齢１００～１１９） 浅野　裕 ボッシュ太田 佐々木修一 ＴＣ城東

硬式男子複１２０歳以上 決勝 長南秀雄 群馬ベテラン会 　３－１ 針谷正紀 群馬ベテラン会

（合計年齢１２０歳以上） 高橋　滋 月夜野クラブ 堤　康高 ライトニング

硬式女子複１２０歳未満 決勝 山田宣江 藤岡ク 　３－０ 栗原和子 藤岡ク

（合計年齢８０～１１９） 黑沢るり子 藤岡ク 松下恵理子 藤岡ク

硬式女子複１２０歳以上 決勝 小國貴美 森友会 　３－２ 下山とみ枝清友会
（合計年齢１２０歳以上） 広井文枝 伊勢崎ＴＴＣ 小林ふみ 清友会

新卓球男子単６０歳代 準決勝 吉原 高崎卓遊会 　２－１ 亀井 館林卓球

牧 高崎卓遊会 　２－０ 荒木 さわやかＬ

決勝 吉原光政 高崎卓遊会 　２－１ 牧　泰敏 高崎卓遊会

新卓球男子単７０歳以上 準決勝 小中 高崎卓遊会 　２－０ 稲葉 太田ラージ

田中 パープル 　２－０ 坪井 キング倶楽部

決勝 田中敏男 パープル 　２－０ 坪井徳一 キング倶楽部

新卓球女子単６０歳代 準決勝 荒木 桐生みどり会 　２－１ 本嶋 高崎卓遊会

仲澤 前橋ラージ 　２－０ 市村初子 太田ラージ

決勝 荒木初江 桐生みどり会 　２－０ 仲澤房子 前橋ラージ

新卓球女子単７０歳以上 準決勝 茂木 さわやかＬ 　２－１ 高橋 みやまクラブ

羽鳥 桐生みどり会 　２－０ 島田 高崎卓遊会

決勝 羽鳥郁子 桐生みどり会 　２－０ 茂木千枝 さわやかＬ

新卓球混合複１２０歳以上 決勝 牧泰敏 高崎卓遊会 　２－０ 吉原光政 高崎卓遊会

（合計年齢１２０歳以上） 本嶋ひろ 高崎卓遊会 布川洋子 桐生みどり会

連絡先 群馬県卓球ベテラン会理事長　針谷正紀 ０９０－５５７３－１５８６
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