
　　　　　　　　　　　第４７回群馬県ベテラン卓球大会入賞記録一覧表

日時　　201４年１月１９日 会場　　群馬県総合スポーツセンター 競技時間　９：００～１８：４０

優勝・準優勝・３位は上位決勝トーナメントの入賞者、敢闘賞は下位コンソレーショントーナメント１位

参加総数 2５９名

＊当日会場内で第５回上毛新聞愛の募金箱支援カンパ活動が実施されました。

カンパ総額２３６５０円と大会収益金の一部を合せた５００００円を上毛新聞社に寄付しました。

　　　種目名 Ｓ参加数Ｄ参加数　　　優勝 　準優勝 　　　3位 　　　3位 　　敢闘賞
男子単３0歳代単 12 小林伸之 鈴木正洋 熊谷俊秀 佐藤英明 　　　なし

境・鶴谷クラブ ＴＣ城東 高崎ピンポンズ 　　中之条

男子単４0歳代単 25 横尾嘉一 武田　均 渡辺孝通 小沼義幸 上田正幸
高崎卓球ベテラン会藤岡クラブ バファローズ 境・鶴谷クラブ 　　　ＲＲＣ

男子単50歳代単 35 小倉国由紀 黒澤健宴 浅野　裕 佐々木修一 富澤俊一
　　明卓会 ボッシュ太田 ボッシュ太田 ＴＣ城東 榛東クラブ

男子単60歳代単 21 辻川嘉彦 須藤順一 三木隆幸 大塚輝己 根岸博昭
ＴＣ城東 高崎ピンポンズ 　ＴＴ富岡 伊勢崎クラブ ライトニング

男子単65歳代単 18 横山　明 本間　進 山岸正道 湯浅正幸 関　卓榮
境・鶴谷クラブ 石原ＴＴＣ 群馬ベテラン会 高崎卓球ベテラン会群馬県庁

男子単70歳代単 12 小野澤秀男 針谷正紀 森　直樹 長南秀雄 　　　なし
秀卓会 群馬ベテラン会 森友会 群馬ベテラン会

男子単75歳代単 4 石田正太郎 都野　實 柴木行男 船津明勇 　　　なし
永明クラブ 伊勢崎クラブ 　　ＯＫＩ 卓親会

男子単８０歳以上単 2 上杉　湛 土橋健治 　　　なし 　　　なし 　　　なし
下川クラブ 岩神クラブ

女子単４0歳代単 5 原　和恵 武田ゆかり 田中美代子 柳澤直美 　　　なし
ＭＪあじさい 藤岡クラブ 伊勢崎ＴＴＣ 　　ＯＫＩ

女子単５0歳代単 25 矢島末美 加藤紀子 山田宣江 藤井君江 田子里美
清友会 清友会 藤岡クラブ ＭＪあじさい ＭＪあじさい

女子単60歳代単 16 川上恵美子 大貫千都子 新井幸子 小國貴美子 広井文枝
清友会 清友会 秀卓会 　　森友会 伊勢崎ＴＴＣ

女子単65歳代単 14 下山とみ枝 栗原美代子 森田美佐子 宗行桂子 　　　なし
清友会 清友会 岩神クラブ 清友会

女子単70歳代単 4 小山永子 市川　英 小林征子 中島サト子 　　　なし
　森友会 藤岡クラブ 卓親会 月夜野ピンポン

女子単7５歳以上単 3 森田ユミ子 深町道子 　　　なし 　　　なし 　　　なし
岩神クラブ 森友会

　　　　合計 196

男子複110歳未満 17 斎藤　慎 小沼義幸 横山　明 黒澤健宴 　　　なし
合計年齢80～109歳 邑楽クラブ 境・鶴谷クラブ 境・鶴谷クラブ ボッシュ太田

梶塚由真 小林伸之 渡辺晋一 浅野　裕
邑楽クラブ 境・鶴谷クラブ 境・鶴谷クラブ ボッシュ太田

男子複110歳代 16 辻川嘉彦 武田　均 三木隆幸 針谷正紀 　　　なし
合計年齢１１０～1２9歳 ＴＣ城東 藤岡クラブ 　ＴＴ富岡 群馬ベテラン会

佐々木修一 本田敏雄 高田　広 岩井孝夫
ＴＣ城東 藤岡クラブ 　ＴＴ富岡 玉村卓球クラブ

男子複130代複 11 森　直樹 長南秀雄 小野澤秀男 中野直喜 　　　なし
合計年齢1３０歳～１４９ 卓友会 群馬ベテラン会 秀卓会 松小クラブ

尾池　孟 本間　進 都野　實 林　光之
卓友会 石原ＴＴＣ 伊勢崎クラブ 松小クラブ

男子複１５０歳以上複 1 土橋健治 　　　なし 　　　なし 　　　なし 　　　なし
合計年齢1５０歳～ 岩神クラブ

石田正太郎
永明クラブ



女子複110歳未満 4 栗原和子 吉田千香 原　和恵 安田智子 　　　なし
合計年齢80～109歳 藤岡クラブ 卓愛会 ＭＪあじさい 秀卓会

藤井君江 木崎けい子 田子里美 磯田久子
ＭＪあじさい 渋川東クラブ ＭＪあじさい 秀卓会

女子複110歳代 18 飯野和美 相崎素子 廣瀬あい子 下山とみ枝 　　　なし
合計年齢１１０～1２9歳 清友会 ＭＪあじさい 卓龍会 清友会

矢島末美 富澤かづ代 武田ゆかり 加藤紀子
清友会 ＭＪあじさい 藤岡クラブ 清友会

女子複130以上 11 栗原美代子 金井玉枝 宗行桂子 市川　英 　　　なし
合計年齢1３０歳～ 清友会 　　　昴 清友会 藤岡クラブ

淡路すい 三瓶信子 鹿沼美津子 富井　操
清友会 　　　昴 清友会 秀卓会

　　　　合計 78

ラージ男子単７0歳未満 7 加藤紀明 関根喜代司 高橋　豊 新井　勉 　　　なし
　　桐栄会 秀卓会 尾島クラブ 　ＫＫＬＣ

ラージ男子単７0歳以上 17 牧　泰敏 坪井徳一 丸山昭雄 角田　光 市村　勝
高崎卓遊会 キング倶楽部 さわやかＬ 前橋ラージ 前橋ラージ

ラージ女子単７0歳未満 13 吉田恵子 鈴木敏美 島田照代 松島百代 　　　なし
　桐東会 アリーナ 　秀卓会 キング倶楽部

ラージ女子単７0歳以上 19 仲澤房子 下山伏美 原田紀美子 高橋重子 武永芳恵
前橋ラージ 前橋ラージ 　　シリウス さわやかＬ 　　シリウス

加藤紀明 荒木勝正 都丸 河本雅史 　　　なし
ラージ１４０歳未満混合複 11 　　桐栄会 さわやかＬ ラ・フレッシュ 草津温泉

吉田恵子 茂木恵美子 白井 河本美知江
　桐東会 さわやかＬ ラ・フレッシュ 草津温泉

新井邦一 黒澤喜久美 坪井徳一 丸山昭雄 新井昭男
ラージ１４０歳以上混合複 17 　シリウス 前橋ラージ キング倶楽部 さわやかＬ 炎友クラブ

原田紀美子 茂木一枝 松島百代 高橋重子 福島節子
　シリウス 大間々新卓球 キング倶楽部 さわやかＬ さわやかＬ

　　　　合計 56 28
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