
第２９回県民スポーツ祭第２６回群馬県マスターズ卓球大会入賞記録Ⅰ

期日　　　　　２０２１・５・６　　　　　　　　　　会場　　　　　群馬県総合スポーツセンター

参加人数 ２５６名 試合時間 ９：１５～１８：００

連絡先 群馬県卓球ベテラン会理事長　針谷正紀 ０９０－５５７３－１５８６

　　　　　種目名 　　優勝 　準優勝 　　３位 　　３位 　敢闘賞
硬式男子単５０歳未満 橘　直人 小林伸之 小暮隆一 金井　潤 山田吉秀
　　（３０歳～４９歳） TC城東 境・鶴谷ク 邑楽クラブ みなかみフレンズ みなかみフレンズ

硬式男子単５０歳代 大谷広起 黒沢健宴 佐々木修一 河本雅史 堤　康高
　　（５０歳～５９歳） 境・鶴谷ク ボッシュ太田 TC城東 草津温泉 ライトニング

硬式男子単６０歳代 佐藤　弘 湯浅正幸 辻川嘉彦 関　卓榮 三ツ橋勝美
　　（６０歳～６４歳） 　　OKI 高崎卓球ベテラン会 TC城東 群馬県庁 玉村卓球クラブ

硬式男子単６５歳代 針谷正紀 小野澤秀男 尾池　孟 横山　明 山口憲司
　　（６５歳～６９歳） 群馬ベテラン会 　　秀卓会 　森友会 境・鶴谷ク 岩神クラブ

硬式男子単７０歳代 瀬間勝利 小宮正巳 佐々木明 友部三郎 　　なし
　　（７０歳～７４歳） 高崎卓球ベテラン会 永明クラブ 　　秀卓会 藤岡クラブ

硬式男子単７５歳以上 石田正太郎 都野　實 中野源一 井上和三 　　なし
　（７５歳以上） 永明クラブ 伊勢崎クラブ 渋川卓愛会 桐栄会

硬式女子単５０歳未満 松下恵理子 長棟佐智代 茨原貴美子 星野玲子 　　なし
　（３０歳～４９歳） 藤岡クラブ 　　TC城東 みなかみフレンズ いずみクラブ

硬式女子単５０歳代 瀧沢たき子 川上恵美子 山田宣江 茶谷喜代子 北爪京子
　（５０歳～５９歳） 　　清友会 　　清友会 藤岡クラブ 　　清友会 　森友会

硬式女子単６０歳代 栗原美代子 御代川常子 小林ふみ江 大貫千都子 　　なし
　（６０歳～６４歳） 　　清友会 レディス太田 　　清友会 　　清友会

硬式女子単６５歳代 廣瀬あい子 下山とみ枝 淡路すい 南雲ユウ子 和田由美子
　　（６５歳～６９歳） 　　卓龍会 　　清友会 　　清友会 太田レディス マエタク

硬式女子単７０歳以上 金井玉枝 森田ユミ子 小山永子 市川英 　　なし
　（７０歳以上） 　　　昴 岩神クラブ 　　森友会 藤岡クラブ

硬式男子複１１０歳未満 山田吉秀 小暮隆一 黒沢健宴 高橋　潤
（合計年齢８０歳～１０９歳） みなかみフレンズ 邑楽クラブ ボッシュ太田 渋川東クラブ 　　なし

金井　潤 梶塚由真 浅野　裕 山岸広行
みなかみフレンズ 邑楽クラブ ボッシュ太田 渋川東クラブ

硬式男子複１１０歳代 横山　明 辻川嘉彦 湯浅正幸 針谷正紀
（合計年齢１１０歳～１２９歳境・鶴谷ク TC城東 高崎卓球ベテラン会 群馬ベテラン会 　　なし

大谷広起 佐々木修一 高橋茂樹 堤　康高
境・鶴谷ク TC城東 高崎卓球ベテラン会 ライトニング

硬式男子複１３０歳以上 石田正太郎 佐々木明 小野澤秀男 大貫　巌
（合計年齢１１０歳～１２９歳永明クラブ 　　秀卓会 　　秀卓会 群馬ベテラン会 　　なし

小柴　勇 山岸正道 小林栄治 岡田貴史
永明クラブ 群馬ベテラン会 　　秀卓会 群馬ベテラン会

硬式女子複１１０歳未満 山田宣江 栗原和子 広井文枝 原　和恵
（合計年齢８０歳～１０９歳） 藤岡クラブ 藤岡クラブ 伊勢崎TTC MJあじさい 　　なし

松下恵理子 黒沢るり子 田中美代子 長棟佐智代
藤岡クラブ 藤岡クラブ 伊勢崎TTC 　　TC城東

硬式女子複１１０歳代 大貫千都子 小林ふみ江 下山とみ枝 飯塚まさ江
（合計年齢１１０歳～１２９歳 　　清友会 　　清友会 　　清友会 　　マエタク 　　なし

川上恵美子 永井藤子 加藤紀子 今泉八重子
　　清友会 　　清友会 　　清友会 　　マエタク

硬式女子複１３０歳以上 淡路すい 金井玉枝 森田ユミ子 市川英
（合計年齢１１０歳～１２９歳 　　清友会 　　　昴 岩神クラブ 藤岡クラブ 　　なし

栗原美代子 三瓶信子 森田美佐子 新井みち子
　　清友会 　　　昴 岩神クラブ 藤岡クラブ

＊敢闘賞はコンソレーション（３位～４位トーナメント）１位に授与

第２９回県民スポーツ祭第２６回群馬県マスターズ卓球大会入賞記録Ⅱ



　　　　　種目名 　　優勝 　準優勝 　　３位 　　３位 　　敢闘賞

新卓球男子単７０歳以上

新卓球女子単６０歳代

ジ

ジ

球

新卓球男子単６０歳代 赤石三郎 高橋　豊 相原春夫 関根喜代司 　　なし
笠懸カタクリ 尾島クラブ みやまクラブ 秀卓会

牧　泰敏 大澤正明 坪井徳一 黒澤喜久美 角田　光
高崎卓遊会 みやまクラブ キング倶楽部 前橋ラージ 前橋ラージ

本嶋ひろ子 大澤美代子 園田延子 松島百代 　　なし
高崎卓遊会 みやまクラブ 笠懸カタクリ キング倶楽部

新卓球女子単７０歳以上 仲澤房子 黒須通子 高橋重子 島田広子 金井武子
前橋ラージ 前橋ラージ みやまクラブ 高崎卓遊会 シリウス

新卓球混合複１３０歳代 牧　泰敏 山口三郎 角田　光 大澤正明
（合計年齢１３０歳～１４９歳） 高崎卓遊会 さわやかラー 前橋ラージ みやまクラブ 　　なし

本嶋ひろ子 佐藤和子 黒須通子 大澤美代子
高崎卓遊会 さわやかラー 前橋ラージ みやまクラブ

新卓球混合複１５０歳以上 小中　強 湯沢勇一郎 松本光一 多賀谷昇
（合計年齢１５０歳～　　） 高崎卓遊会 大間々新卓球 高崎卓遊会 大間々新卓 　　なし

島田広子 石澤哲子 鈴木美智子 尾池久子
高崎卓遊会 大間々新卓球 高崎卓遊会 大間々新卓球

＊大会会場内で実施された２０１２年度第２回（通算１４回）東日本大震災支援カンパに対して

２６４００円の浄財が寄せられました。大会収益金の一部と合わせた３００００円を震災で両親を

失った孤児を支援する「子ども応援金」（朝日新聞厚生文化事業団）に寄付する予定です。
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