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　　　　　第1回群馬オープンベテラン団体リーグ卓球大会全記録
　　期日 ２０１１年１１月２６日(土） 　　会場 藤岡市民体育館 参加人員 ２１４名
競技時間 ７時間 （８：３０～１５：３０） 参加チーム ４９チーム (男子２３･女子２６）
連絡先 群馬県卓球ベテラン会　理事長　針谷　正紀（ハリガイ　マサノリ）　携帯　０９０－５５７３－１５８６

男子の部
　部 順位 チーム名 　　　　　　　　　　　　　　　メンバー
１部 １位 境･鶴谷クラブ 横山　明 茂木泰敬 大谷広起 小林伸之

２位 TC城東α 辻川嘉彦 佐々木修一 宍戸寿雄 ＊堀口　猛

３位 埼･上里クラブA 黒澤健宴 浅野　裕 関　孝男 田中宏幸

４位 埼・さいしん和 高野　薫 下喜巳男 伊藤雄司 岡安勝己

５位 月夜野クラブα 羽鳥殖夫 青山博幸 佐藤　茂 高橋　滋

６位 高崎卓球ベテラン会 湯浅正幸 高橋茂樹 瀬間勝利 ＊養田信行

２部 １位 群馬ベテラン会 針谷正紀 長南秀雄 山岸正道 大貫　巌 岡田貴史

２位 TC城東 筑井幸一 久保貴之 宮下智夫 鈴木正洋

３位 埼・Tとよさと 江原和雄 野口憲一 西倉民雄 小関一彌

４位 渋川東クラブ 村田　隆 永井正治 居川　豊 山岸広行

５位 ライトニングα 堀江裕治 根岸博昭 堤　康高 ＊中川善雄

６位 森友会 尾池　孟 鵜生川雅久 広木幹夫 斎藤啓二 森直樹

３部 １位 群馬県庁 関　卓榮 堀地良男 岩崎桂治 小泉丈晴

２位 安中あーとα 岡田健吾 泉　智紀 須藤友之 ＊野口　修

３位 前橋市役所α 石井利彦 清水賢次 塩澤典茂 ＊寺島康夫

４位 永明クラブA 石田正太郎 西郷末松 小宮正巳 小柴　勇 市村光男

５位 藤岡クラブα 吉田重彦 伊藤文男 中島正寿 ＊柳沢和也

６位 卓親会A 久保田洋司 木村順年 坂田　記 大澤正道

４部 １位 藤岡クラブ 立石宗男 本田敏雄 神保和昭 小山田勇

２位 永明クラブB 生形政巳 宮沢金治 掛川赳夫 藤岡一宏 黒田啓記

３位 岩神クラブ 土橋健治 鳥山　泉 林　正夫 茂木農夫男 原沢　勉

４位 埼･上里クラブB 島森晴樹 戸谷健一 新井健造 伊藤三郎

５位 卓親会B 斎藤衛二 田口敬三郎 船津明勇 横坂義美

女子の部

　部 順位 チーム名 　　　　　　　　　　　　　　　　メンバー

１部 １位 卓龍会 飯田智代美 藤生久美子 坂田裕子 伊瀬裕美 飯野友紀･廣瀬あい子

２位 埼・TとよさとA 松澤祐子 柴崎智子 根岸富士美 松岡美津子

３位 清友会A 飯野和美 矢島末美 加藤紀子 淡路すい

４位 埼･上里クラブ 黒澤るり子 浅野久美子 藤本のり子 加藤昌代 鈴木美奈

５位 城卓会 岩根栄子 山田雄子 内田喜代子 高野優子

６位 MJあじさいA 相崎素子 千明厚子 富澤かづ代 小倉幸子 藤井君江

２部 １位 清友会B 川上恵美子 小林ふみ江 瀧沢たき子 茶谷喜代子

２位 MJあじさいB 清水米子 牧山洋子 田子里美 原和恵

３位 GDTCα 酒井栄子 石渡成美 三澤智恵美 ＊木崎けい子

４位 藤岡クラブ 黒澤富子 新井みち子 中村りき枝 市川　英

５位 卓愛会 高橋恵子 新井美枝子 吉村廣美 吉田千香

３部 １位 埼・アリス 山口美代 井ノ口泰子 倉上孝子 太田　薫
２位 マエタク 今泉八重子 和田由美子 斉藤　恵 塩野滋子

３位 清友会C 内田和子 荒川啓子 鹿沼美津子 石川孝子

４位 昴 松本いち子 佐藤弘子 矢島明子 小林公子

５位 伊勢崎市民クラブA 松井みゆき 廣澤明美 星野笑子 佐藤美知子

４部 １位 下川クラブ 松井賢子 江川ゆり子 大澤晴子 三浦眞知子
２位 伊勢崎TTCα 広井文枝 長井はる美 田中美代子 ＊富井　操
３位 フラワーズ 渡辺真由美 倉林芳江 飯野光江 倉内栄子 橋口スミ子･只木寿子

４位 森友会 小山永子 青木洋子 小国貴美子 北爪京子 小池由美子･光山芳子

５位 埼・TとよさとB 守屋澄江 長谷川妙子 小島美代子 滝田ひろみ

５部 １位 富岡レディスα 石川左代子 丸澤弘子 桐生明美 ＊堀越美千枝
２位 ライトニングα 長岡幸子 白石秀子 中西有美子 ＊奥原幸枝
３位 卓親会 木村文恵 坂田しず江 山下富美子 只木真澄
４位 伊勢崎市民クラブB 菊池トシ江 望月美知代 松崎ヒサ子 村岡弥生 椚原美保
５位 永明クラブ 田代桂子 中　郁子 福島しづ江 丹下かず子
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