
1 小林伸之　 谷内康人 眞秀　昇 安藤勝行 Ａ－１
境・鶴谷クラブ 山梨・西桂ＣＬＵＢ 東京・ゴルベテ 吉井卓球クラブ 3

2 山口博樹 清水群一 椿　直樹 F-2
須坂卓翔会 ライトニング    新潟・すもんク

3 鈴木正洋　 塩澤典茂 和田智史 大島雅直 B-2
　ＴＣ城東 前橋市役所 　　群馬県庁 東京・豊島卓旺会 1

4 西村誠也 小野塚泰徳 田島　聡 Ｅ－１
 愛知・トヨタグリーン    新潟・すもんク 　　　ＴＣ城東

5 澤田　尊　　 井関健太 永高正人 伊藤政幸 C-2
バファローズ    新潟・すもんク 須坂卓翔会 　　クラブ榛名

6 渡辺　明　 清水賢次 塚田卓眞 間瀬浩直 Ｄ－１ 0

東京・個人 前橋市役所 須坂卓翔会 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

7 澤田　尊　　 井関健太 永高正人 伊藤政幸 Ｃ－１
バファローズ    新潟・すもんク 須坂卓翔会 　　クラブ榛名 3

8 渡辺　明　 清水賢次 塚田卓眞 間瀬浩直 D-2
東京・個人 前橋市役所 須坂卓翔会 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

9 山口博樹 清水群一 椿　直樹 Ｆ－１
須坂卓翔会 ライトニング    新潟・すもんク

10 小林伸之　 谷内康人 眞秀　昇 安藤勝行 A-2 3
境・鶴谷クラブ 山梨・西桂ＣＬＵＢ 東京・ゴルベテ 吉井卓球クラブ

11 西村誠也 小野塚泰徳 田島　聡 E-2
 愛知・トヨタグリーン    新潟・すもんク 　　　ＴＣ城東

12 鈴木正洋　 塩澤典茂 和田智史 大島雅直 Ｂ－１ 0
　ＴＣ城東 前橋市役所 　　群馬県庁 東京・豊島卓旺会

1 小林伸之　 谷内康人 眞秀　昇 安藤勝行 Ａ－3
境・鶴谷クラブ 山梨・西桂ＣＬＵＢ 東京・ゴルベテ 吉井卓球クラブ

2

3 鈴木正洋　 塩澤典茂 和田智史 大島雅直 B-4
　ＴＣ城東 前橋市役所 　　群馬県庁 東京・豊島卓旺会

4 西村誠也 小野塚泰徳 田島　聡 Ｅ－3
 愛知・トヨタグリーン    新潟・すもんク 　　　ＴＣ城東

5 澤田　尊　　 井関健太 永高正人 伊藤政幸 C-4
バファローズ    新潟・すもんク 須坂卓翔会 　　クラブ榛名

6 渡辺　明　 清水賢次 塚田卓眞 間瀬浩直 Ｄ－3
東京・個人 前橋市役所 須坂卓翔会 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

7 澤田　尊　　 井関健太 永高正人 伊藤政幸 Ｃ－3
バファローズ    新潟・すもんク 須坂卓翔会 　　クラブ榛名

8 渡辺　明　 清水賢次 塚田卓眞 間瀬浩直 D-4
東京・個人 前橋市役所 須坂卓翔会 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

9 山口博樹 清水群一 椿　直樹 Ｆ－3
須坂卓翔会 ライトニング    新潟・すもんク

10 小林伸之　 谷内康人 眞秀　昇 安藤勝行 A-4
境・鶴谷クラブ 山梨・西桂ＣＬＵＢ 東京・ゴルベテ 吉井卓球クラブ

11

12 鈴木正洋　 塩澤典茂 和田智史 大島雅直 Ｂ－3
　ＴＣ城東 前橋市役所 　　群馬県庁 東京・豊島卓旺会

⑥男子３０歳代決勝トーナメント

⑥男子３０歳代コンソレーション



1 杉木浩行　 渡辺孝通 山岸広行 羽鳥和典 Ａ－１

東京・ゴルベテ バファローズ 渋川東クラブ 下川クラブ

2 青木　寛 中島正寿 高野和人 J-2

須坂卓翔会 藤岡クラブ ＯＫＩ

3 酒井文彰　 青木洋一 酒井雄一 F-2

あがつまクラブ 神奈川・ＴＰＦ 埼玉・吉田クラブ

4 梶塚由真 宍戸寿雄 羽二生悦郎 Ｉ－１

邑楽クラブ 　　ＴＣ城東 玉村卓球クラブ

5 横尾嘉一 西山義弘 松原正典 Ｈ－１

高崎卓球ベテラン会 新潟・中之島クラブ 東京・丸善クラブ

6 佐藤　茂　 石月英夫 小池正幸 友定英貴 Ｅ－１

月夜野クラブ 須坂卓翔会 新潟・ＢＢＴＣ 吉井卓球クラブ

7 寺島康夫 西　裕介 内田　晃 K-2

高崎ピンポンズ シンガポール 愛知・トヨタグリーン

8 高橋茂樹　 中場裕明 植原一二三 柳　俊一 B-2

高崎卓球ベテラン会 新潟・謙信上越 いずみクラブ あがつまクラブ

9 中里佳弘　 山田吉秀 中田彰英 上島光男 C-2

つつじクラブ みなかみフレンズ 神奈川・湘南プラム     藤岡クラブ

10 住田賢一 武藤友美 石井利彦 桜井　泰 G-2

愛知・木曽川クラブ 吉井卓球クラブ 前橋市役所 長野・大森クラブ

11 ＳＢ．Ｎaidu 関　孝男 竹田勝利 天野正巳 Ｄ－１

シンガポール 埼玉・上里クラブ 　　絆卓会 山梨・西桂ＣＬＵＢ

12 中里佳弘　 山田吉秀 中田彰英 上島光男 Ｃ－１

つつじクラブ みなかみフレンズ 神奈川・湘南プラム     藤岡クラブ

13 梶塚由真 宍戸寿雄 羽二生悦郎 I-2

邑楽クラブ 　　ＴＣ城東 玉村卓球クラブ

14 杉木浩行　 渡辺孝通 山岸広行 羽鳥和典 A-2

東京・ゴルベテ バファローズ 渋川東クラブ 下川クラブ

15 寺島康夫 西　裕介 内田　晃 Ｋ－１

高崎ピンポンズ シンガポール 愛知・トヨタグリーン

16 酒井文彰　 青木洋一 酒井雄一 Ｆ－１

あがつまクラブ 神奈川・ＴＰＦ 埼玉・吉田クラブ

17 住田賢一 武藤友美 石井利彦 桜井　泰 Ｇ－１

愛知・木曽川クラブ 吉井卓球クラブ 前橋市役所 長野・大森クラブ

18 佐藤　茂　 石月英夫 小池正幸 友定英貴 E-2

月夜野クラブ 須坂卓翔会 新潟・ＢＢＴＣ 吉井卓球クラブ

19 青木　寛 中島正寿 高野和人 Ｊ－１

須坂卓翔会 藤岡クラブ ＯＫＩ

20 ＳＢ．Ｎaidu 関　孝男 竹田勝利 天野正巳 D-2

シンガポール 埼玉・上里クラブ 　　絆卓会 山梨・西桂ＣＬＵＢ

21 横尾嘉一 西山義弘 松原正典 H-2

高崎卓球ベテラン会 新潟・中之島クラブ 東京・丸善クラブ

22 高橋茂樹　 中場裕明 植原一二三 柳　俊一 Ｂ－１

高崎卓球ベテラン会 新潟・謙信上越 いずみクラブ あがつまクラブ

⑦男子４０歳代決勝トーナメント



1 杉木浩行　 渡辺孝通 山岸広行 羽鳥和典 Ａ－3
東京・ゴルベテ バファローズ 渋川東クラブ 下川クラブ 3

2

3 1

4 梶塚由真 宍戸寿雄 羽二生悦郎 Ｉ－3
邑楽クラブ 　　ＴＣ城東 玉村卓球クラブ

5 横尾嘉一 西山義弘 松原正典 Ｈ－3 1

高崎卓球ベテラン会 新潟・中之島クラブ 東京・丸善クラブ 1

6 佐藤　茂　 石月英夫 小池正幸 友定英貴 Ｅ－3
月夜野クラブ 須坂卓翔会 新潟・ＢＢＴＣ 吉井卓球クラブ

7

8 高橋茂樹　 中場裕明 植原一二三 柳　俊一 B-4
高崎卓球ベテラン会 新潟・謙信上越 いずみクラブ あがつまクラブ

9 中里佳弘　 山田吉秀 中田彰英 上島光男 C-4 3

つつじクラブ みなかみフレンズ 神奈川・湘南プラム     藤岡クラブ

10 住田賢一 武藤友美 石井利彦 桜井　泰 G-4
愛知・木曽川クラブ 吉井卓球クラブ 前橋市役所 長野・大森クラブ

11 ＳＢ．Ｎaidu 関　孝男 竹田勝利 天野正巳 Ｄ－3
シンガポール 埼玉・上里クラブ 　　絆卓会 山梨・西桂ＣＬＵＢ

12 中里佳弘　 山田吉秀 中田彰英 上島光男 Ｃ－3
つつじクラブ みなかみフレンズ 神奈川・湘南プラム     藤岡クラブ

13

14 杉木浩行　 渡辺孝通 山岸広行 羽鳥和典 A-4 0

東京・ゴルベテ バファローズ 渋川東クラブ 下川クラブ

15 寺島康夫 西　裕介 内田　晃 Ｋ－3
高崎ピンポンズ シンガポール 愛知・トヨタグリーン

16 酒井文彰　 青木洋一 酒井雄一 Ｆ－3
あがつまクラブ 神奈川・ＴＰＦ 埼玉・吉田クラブ

17 住田賢一 武藤友美 石井利彦 桜井　泰 Ｇ－3 3

愛知・木曽川クラブ 吉井卓球クラブ 前橋市役所 長野・大森クラブ

18 佐藤　茂　 石月英夫 小池正幸 友定英貴 E-4
月夜野クラブ 須坂卓翔会 新潟・ＢＢＴＣ 吉井卓球クラブ

19 青木　寛 中島正寿 高野和人 Ｊ－3

須坂卓翔会 藤岡クラブ ＯＫＩ

20 ＳＢ．Ｎaidu 関　孝男 竹田勝利 天野正巳 D-4 3

シンガポール 埼玉・上里クラブ 　　絆卓会 山梨・西桂ＣＬＵＢ

21

22 高橋茂樹　 中場裕明 植原一二三 柳　俊一 Ｂ－3
高崎卓球ベテラン会 新潟・謙信上越 いずみクラブ あがつまクラブ

⑦男子４０歳代コンソレーション



1 黒澤健宴 山賀信幸 舩崎治男 藤井良行 Ａ－１
埼玉・上里クラブ 前橋市役所 埼玉・吉田クラブ 渋川東クラブ 1

2 木梨博和 根本勝美 岩崎桂治 N-2
千葉・スペースフレンド バファローズ 群馬県庁

3 紫藤　勝　　 佐藤　昌 佐々木新吾 青山博幸 B-2
栃木・卓酔会 長野・東部クラブ 埼玉・卓親会 月夜野クラブ 3

4 渡邊洋文　 筑井幸一 堀地良男 清野忠司 Ｉ－１
神奈川・明卓会 ＴＣ城東 　　　群馬県庁 長野・小諸ＴＴＫ

5 大谷広起 矢島達男 掛川赴夫 栗山　治 J-2
境・鶴谷クラブ 新潟・小出クラブ 永明クラブ 埼玉・彗星会

6 下喜巳男 今　秀昭 須貝喜彦 上原義幸 G-2 3
埼玉・Ｔくまがや 卓龍ベテラン会 東京・ゴルベテ 高崎ピンポンズ

7 市川　岳　　 岩井孝夫 伊藤雄司 吉田　優 Ｈ－１
東京・ゴルベテ 玉村卓球クラブ 埼玉・Ｔくまがや ＧＤＴＣ

8 小倉国由紀 内田　守 細野正弘 佐藤　充 Ｅ－１
神奈川・明卓会 埼玉・上里クラブ 　　　個人 　　Ｔｓｗｉｎ

9 羽鳥殖夫 梅村　修 小暮　均 富澤俊一 K-2
月夜野クラブ 埼玉・松小クラブ 埼玉・上里クラブ 前橋市役所 3

10 浅野　裕　 篠崎基治 原澤寛美 小池文人 F-2
埼玉・上里クラブ 富岡卓球クラブ みなかみフレンズ 新潟・丘の上ピンポン

11 居川　豊 堀口　猛 牛木健一 辻純一郎 Ｌ－１
渋川東クラブ 埼玉・ＴＴＣ土合ク 新潟・南魚いそク 　　藤岡クラブ

12 高橋　滋 西巻茂雄 野口　修 Ｍ－１ 2
月夜野クラブ あうとばうんず 信越化学

13 佐々木修一 高尾益義 石井幸弘 後藤久志 C-2
ＴＣ城東 山梨・西桂ＣＬＵＢ 埼玉・上里クラブ 　　子持クラブ

14 関　一夫 棄権 小島一彦 関根　弘 田村勝也 Ｄ－１ 2
卓龍会 いずみクラブ 　　　城卓会 月夜野ピンポン

15 佐々木修一 高尾益義 石井幸弘 後藤久志 Ｃ－１
ＴＣ城東 山梨・西桂ＣＬＵＢ 埼玉・上里クラブ 　　子持クラブ 3

16 関　一夫 棄権 小島一彦 関根　弘 田村勝也 D-2
卓龍会 いずみクラブ 　　　城卓会 月夜野ピンポン

17 木梨博和 根本勝美 岩崎桂治 Ｎ－１
千葉・スペースフレンド バファローズ 群馬県庁 0

18 羽鳥殖夫 梅村　修 小暮　均 富澤俊一 Ｋ－１
月夜野クラブ 埼玉・松小クラブ 埼玉・上里クラブ 前橋市役所

19 小倉国由紀 内田　守 細野正弘 佐藤　充 E-2
神奈川・明卓会 埼玉・上里クラブ 　　　個人 　　Ｔｓｗｉｎ

20 市川　岳　　 岩井孝夫 伊藤雄司 吉田　優 H-2 1
東京・ゴルベテ 玉村卓球クラブ 埼玉・Ｔくまがや ＧＤＴＣ

21 浅野　裕　 篠崎基治 原澤寛美 小池文人 Ｆ－１
埼玉・上里クラブ 富岡卓球クラブ みなかみフレンズ 新潟・丘の上ピンポン

22 下喜巳男 今　秀昭 須貝喜彦 上原義幸 Ｇ－１
埼玉・Ｔくまがや 卓龍ベテラン会 東京・ゴルベテ 高崎ピンポンズ

23 居川　豊 堀口　猛 牛木健一 辻純一郎 L-2
渋川東クラブ 埼玉・ＴＴＣ土合ク 新潟・南魚いそク 　　藤岡クラブ 3

24 渡邊洋文　 筑井幸一 堀地良男 清野忠司 I-2
神奈川・明卓会 ＴＣ城東 　　　群馬県庁 長野・小諸ＴＴＫ

25 大谷広起 矢島達男 掛川赴夫 栗山　治 Ｊ－１
境・鶴谷クラブ 新潟・小出クラブ 永明クラブ 埼玉・彗星会

26 黒澤健宴 山賀信幸 舩崎治男 藤井良行 A-2 3
埼玉・上里クラブ 前橋市役所 埼玉・吉田クラブ 渋川東クラブ

27 高橋　滋 西巻茂雄 野口　修 M-2
月夜野クラブ あうとばうんず 信越化学

28 紫藤　勝　　 佐藤　昌 佐々木新吾 青山博幸 Ｂ－１ 0
栃木・卓酔会 長野・東部クラブ 埼玉・卓親会 月夜野クラブ

⑧男子５０歳代決勝トーナメント



1 黒澤健宴 山賀信幸 舩崎治男 藤井良行 Ａ－3
埼玉・上里クラブ 前橋市役所 埼玉・吉田クラブ 渋川東クラブ

2

3 紫藤　勝　　 佐藤　昌 佐々木新吾 青山博幸 B-4
栃木・卓酔会 長野・東部クラブ 埼玉・卓親会 月夜野クラブ 2

4 渡邊洋文　 筑井幸一 堀地良男 清野忠司 Ｉ－3
神奈川・明卓会 ＴＣ城東 　　　群馬県庁 長野・小諸ＴＴＫ

5 大谷広起 矢島達男 掛川赴夫 栗山　治 J-4
境・鶴谷クラブ 新潟・小出クラブ 永明クラブ 埼玉・彗星会

6 下喜巳男 今　秀昭 須貝喜彦 上原義幸 G-4
埼玉・Ｔくまがや 卓龍ベテラン会 東京・ゴルベテ 高崎ピンポンズ

7 市川　岳　　 岩井孝夫 伊藤雄司 吉田　優 Ｈ－3
東京・ゴルベテ 玉村卓球クラブ 埼玉・Ｔくまがや ＧＤＴＣ 3

8 小倉国由紀 内田　守 細野正弘 佐藤　充 Ｅ－3
神奈川・明卓会 埼玉・上里クラブ 　　　個人 　　Ｔｓｗｉｎ

9 羽鳥殖夫 梅村　修 小暮　均 富澤俊一 K-4
月夜野クラブ 埼玉・松小クラブ 埼玉・上里クラブ 前橋市役所

10 浅野　裕　 篠崎基治 原澤寛美 小池文人 F-4
埼玉・上里クラブ 富岡卓球クラブ みなかみフレンズ 新潟・丘の上ピンポン

11 居川　豊 堀口　猛 牛木健一 辻純一郎 Ｌ－3
渋川東クラブ 埼玉・ＴＴＣ土合ク 新潟・南魚いそク 　　藤岡クラブ

12 高橋　滋 西巻茂雄 野口　修 Ｍ－3 3
月夜野クラブ あうとばうんず 信越化学

13 佐々木修一 高尾益義 石井幸弘 後藤久志 C-4
ＴＣ城東 山梨・西桂ＣＬＵＢ 埼玉・上里クラブ 　　子持クラブ

14 関　一夫 棄権 小島一彦 関根　弘 田村勝也 Ｄ－3
卓龍会 いずみクラブ 　　　城卓会 月夜野ピンポン

15 佐々木修一 高尾益義 石井幸弘 後藤久志 Ｃ－3
ＴＣ城東 山梨・西桂ＣＬＵＢ 埼玉・上里クラブ 　　子持クラブ

16 関　一夫 棄権 小島一彦 関根　弘 田村勝也 D-4
卓龍会 いずみクラブ 　　　城卓会 月夜野ピンポン

17 木梨博和 根本勝美 岩崎桂治 Ｎ－3
千葉・スペースフレンド バファローズ 群馬県庁 3

18 羽鳥殖夫 梅村　修 小暮　均 富澤俊一 Ｋ－3
月夜野クラブ 埼玉・松小クラブ 埼玉・上里クラブ 前橋市役所

19 小倉国由紀 内田　守 細野正弘 佐藤　充 E-4
神奈川・明卓会 埼玉・上里クラブ 　　　個人 　　Ｔｓｗｉｎ

20 市川　岳　　 岩井孝夫 伊藤雄司 吉田　優 H-4
東京・ゴルベテ 玉村卓球クラブ 埼玉・Ｔくまがや ＧＤＴＣ

21 浅野　裕　 篠崎基治 原澤寛美 小池文人 Ｆ－3
埼玉・上里クラブ 富岡卓球クラブ みなかみフレンズ 新潟・丘の上ピンポン

22 下喜巳男 今　秀昭 須貝喜彦 上原義幸 Ｇ－3 2
埼玉・Ｔくまがや 卓龍ベテラン会 東京・ゴルベテ 高崎ピンポンズ

23 居川　豊 堀口　猛 牛木健一 辻純一郎 L-4
渋川東クラブ 埼玉・ＴＴＣ土合ク 新潟・南魚いそク 　　藤岡クラブ

24 渡邊洋文　 筑井幸一 堀地良男 清野忠司 I-4
神奈川・明卓会 ＴＣ城東 　　　群馬県庁 長野・小諸ＴＴＫ

25 大谷広起 矢島達男 掛川赴夫 栗山　治 Ｊ－3
境・鶴谷クラブ 新潟・小出クラブ 永明クラブ 埼玉・彗星会

26 黒澤健宴 山賀信幸 舩崎治男 藤井良行 A-4 0
埼玉・上里クラブ 前橋市役所 埼玉・吉田クラブ 渋川東クラブ

27

28 紫藤　勝　　 佐藤　昌 佐々木新吾 青山博幸 Ｂ－3
栃木・卓酔会 長野・東部クラブ 埼玉・卓親会 月夜野クラブ

⑧男子５０歳代コンソレーション



1 菅原和之　 高草木辰夫 竹内幾雄 松浦　均 A-1

埼玉・青葉クラブ 　　　卓励会 長野・須坂卓翔会 富岡卓球クラブ

2 本橋文夫 村田　隆 須藤順一 小山田勇 G-2 3

埼玉・飯能卓連 渋川東クラブ 高崎ピンポンズ 藤岡クラブ

3 立川博通 横山　亘 小柳　健 根岸博昭 F-2 2

埼玉・彩松クラブ 新潟・和島クラブ 玉村卓球クラブ 　　ライトニング 0

4 江原和雄 堤　康高 五十嵐稔 I-1

埼玉・彩松クラブ ライトニング 卓親会

5 中島孝一 三ツ橋勝美 渡辺道明 H-1 3

埼玉・彗星会 玉村卓球クラブ 新潟・卓和クラブ

6 高橋秀明 永井正治 渡辺慶二 牧　六郎 E-1

神奈川・ＨＡＺＡＷＡ 渋川東クラブ 東京・個人 長野・須坂金曜会

7 深瀬昌宏 棄権 藤野仁志 藤森　博 田中　猛 B-2

卓龍会 埼玉・彩松クラブ 長野・大森クラブ 卓親会

8 中山清司　 清水初夫 加藤広光 志田克二 C-2 3

東京・西東京ク 埼玉・一番星 長野・飯田卓球ク 　　　ＴＣ城東

9 辻川嘉彦　 竹中省三　 篠原幸雄 茂木農夫男 D-1

　　　ＴＣ城東 愛知・明誠アスリート 埼玉・ウイング 　　　岩神クラブ

10 中山清司　 清水初夫 加藤広光 志田克二 C-1

東京・西東京ク 埼玉・一番星 長野・飯田卓球ク 　　　ＴＣ城東

11 高橋秀明 永井正治 渡辺慶二 牧　六郎 E-2

神奈川・ＨＡＺＡＷＡ 渋川東クラブ 東京・個人 長野・須坂金曜会 0

12 辻川嘉彦　 竹中省三　 篠原幸雄 茂木農夫男 D-2

　　　ＴＣ城東 愛知・明誠アスリート 埼玉・ウイング 　　　岩神クラブ

13 立川博通 横山　亘 小柳　健 根岸博昭 F-1

埼玉・彩松クラブ 新潟・和島クラブ 玉村卓球クラブ 　　ライトニング

14 本橋文夫 村田　隆 須藤順一 小山田勇 G-1 2

埼玉・飯能卓連 渋川東クラブ 高崎ピンポンズ 藤岡クラブ

15 菅原和之　 高草木辰夫 竹内幾雄 松浦　均 A-2

埼玉・青葉クラブ 　　　卓励会 長野・須坂卓翔会 富岡卓球クラブ

16 中島孝一 三ツ橋勝美 渡辺道明 H-2

埼玉・彗星会 玉村卓球クラブ 新潟・卓和クラブ 3

17 江原和雄 堤　康高 五十嵐稔 I-2

埼玉・彩松クラブ ライトニング 卓親会

18 深瀬昌宏 棄権 藤野仁志 藤森　博 田中　猛 B-1

卓龍会 埼玉・彩松クラブ 長野・大森クラブ 卓親会

⑨男子６０歳代決勝トーナメント



1 菅原和之　 高草木辰夫 竹内幾雄 松浦　均 A-3

埼玉・青葉クラブ 　　　卓励会 長野・須坂卓翔会 富岡卓球クラブ

2 本橋文夫 村田　隆 須藤順一 小山田勇 G-4

埼玉・飯能卓連 渋川東クラブ 高崎ピンポンズ 藤岡クラブ

3 立川博通 横山　亘 小柳　健 根岸博昭 F-4 1

埼玉・彩松クラブ 新潟・和島クラブ 玉村卓球クラブ 　　ライトニング

4 江原和雄 堤　康高 五十嵐稔 I-3

埼玉・彩松クラブ ライトニング 卓親会

5 中島孝一 三ツ橋勝美 渡辺道明 H-3 0

埼玉・彗星会 玉村卓球クラブ 新潟・卓和クラブ

6 高橋秀明 永井正治 渡辺慶二 牧　六郎 E-3

神奈川・ＨＡＺＡＷＡ 渋川東クラブ 東京・個人 長野・須坂金曜会

7 深瀬昌宏 棄権 藤野仁志 藤森　博 田中　猛 B-4

卓龍会 埼玉・彩松クラブ 長野・大森クラブ 卓親会

8 中山清司　 清水初夫 加藤広光 志田克二 C-4 3

東京・西東京ク 埼玉・一番星 長野・飯田卓球ク 　　　ＴＣ城東

9 辻川嘉彦　 竹中省三　 篠原幸雄 茂木農夫男 D-3

　　　ＴＣ城東 愛知・明誠アスリート 埼玉・ウイング 　　　岩神クラブ

10 中山清司　 清水初夫 加藤広光 志田克二 C-3

東京・西東京ク 埼玉・一番星 長野・飯田卓球ク 　　　ＴＣ城東

11 高橋秀明 永井正治 棄権 渡辺慶二 牧　六郎 E-4

神奈川・ＨＡＺＡＷＡ 渋川東クラブ 東京・個人 長野・須坂金曜会 0

12 辻川嘉彦　 竹中省三　 篠原幸雄 茂木農夫男 D-4

　　　ＴＣ城東 愛知・明誠アスリート 埼玉・ウイング 　　　岩神クラブ

13 立川博通 横山　亘 小柳　健 根岸博昭 F-3

埼玉・彩松クラブ 新潟・和島クラブ 玉村卓球クラブ 　　ライトニング

14 本橋文夫 村田　隆 須藤順一 小山田勇 G-3 3

埼玉・飯能卓連 渋川東クラブ 高崎ピンポンズ 藤岡クラブ

15 菅原和之　 高草木辰夫 竹内幾雄 松浦　均 A-4

埼玉・青葉クラブ 　　　卓励会 長野・須坂卓翔会 富岡卓球クラブ

16

3

17

18 深瀬昌宏 棄権 藤野仁志 藤森　博 田中　猛 B-3

卓龍会 埼玉・彩松クラブ 長野・大森クラブ 卓親会

⑨男子６０歳代コンソレーション



1 中村提見 西山賢一 松田鉄三 関根喜代司 Ａ－１

埼玉・サザンクロス 高崎ピンポンズ 埼玉・伊波井         秀卓会

2 高橋利通 大熊　勇 大山　伸 J-2

渋川東クラブ 埼玉・チームＯ      城卓会

3 小原明男　 伊藤文男 小河原正直 小池　博 F-2 3

兵庫・教職員クラブ     藤岡クラブ 茨城・芝浦クラブ 埼玉・彗星会

4 尾池　孟 棄権 篠平　静 根岸文男 Ｉ－１

森友会 愛知・本城マスターズ 東京・芝浦クラブ

5 大貫賢治 関　卓榮 松木福重 佐伯　充 棄権 Ｈ－１

東京・ブループラム     群馬県庁 月夜野ピンポン 渋川卓愛会 1

6 野口憲一　 大貫　巌 棄権 中野直喜 大澤正道 Ｅ－１

埼玉・Ｔくまがや 群馬ベテラン会 埼玉・松小クラブ     卓親会

7 横山　明　 牧　洋光 山田勝芳 平石一男 C-2

境・鶴谷クラブ 子持クラブ 高崎ピンポンズ 神奈川・横浜ベテラン会

8 北上富夫　 小林岩男 山田恵一 高橋昭夫 B-2

埼玉・青葉クラブ 月夜野クラブ 長野・飯田卓球クラブ      岩神クラブ 0

9 山岸正道　 松澤　正 稲垣秋介 斎藤衛二 G-2

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・上里クラブ 卓親会

10 湯浅正幸 溝口昌良 山口憲司 西村真彦 Ｄ－１

 高崎卓球ベテラン会    埼玉・ひかり 岩神クラブ 高崎ピンポンズ

11 横山　明　 牧　洋光 山田勝芳 平石一男 Ｃ－１

境・鶴谷クラブ 子持クラブ 高崎ピンポンズ 神奈川・横浜ベテラン会

12 大貫賢治 関　卓榮 松木福重 佐伯　充 棄権 H-2

東京・ブループラム     群馬県庁 月夜野ピンポン 渋川卓愛会

13 野口憲一　 大貫　巌 棄権 中野直喜 大澤正道 E-2 0

埼玉・Ｔくまがや 群馬ベテラン会 埼玉・松小クラブ     卓親会

14 中村提見 西山賢一 棄権 松田鉄三 関根喜代司 A-2

埼玉・サザンクロス 高崎ピンポンズ 埼玉・伊波井         秀卓会

15 小原明男　 伊藤文男 小河原正直 小池　博 Ｆ－１

兵庫・教職員クラブ     藤岡クラブ 茨城・芝浦クラブ 埼玉・彗星会

16 山岸正道　 松澤　正 稲垣秋介 斎藤衛二 Ｇ－１ 3

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・上里クラブ 卓親会

17 高橋利通 大熊　勇 大山　伸 Ｊ－１

渋川東クラブ 埼玉・チームＯ      城卓会

18 湯浅正幸 溝口昌良 山口憲司 西村真彦 D-2 3

 高崎卓球ベテラン会    埼玉・ひかり 岩神クラブ 高崎ピンポンズ

19 尾池　孟 棄権 篠平　静 根岸文男 I-2

森友会 愛知・本城マスターズ 東京・芝浦クラブ

20 北上富夫　 小林岩男 山田恵一 高橋昭夫 Ｂ－１

埼玉・青葉クラブ 月夜野クラブ 長野・飯田卓球クラブ      岩神クラブ

⑩男子６５歳代決勝トーナメント



1 中村提見 西山賢一 松田鉄三 関根喜代司 Ａ－3

埼玉・サザンクロス 高崎ピンポンズ 埼玉・伊波井         秀卓会

2

3 小原明男　 伊藤文男 小河原正直棄権 小池　博 F-4

兵庫・教職員クラブ     藤岡クラブ 茨城・芝浦クラブ 埼玉・彗星会

4 尾池　孟 棄権 篠平　静 根岸文男 Ｉ－3

森友会 愛知・本城マスターズ 東京・芝浦クラブ

5 大貫賢治 関　卓榮 松木福重棄権 佐伯　充 棄権 Ｈ－3

東京・ブループラム     群馬県庁 月夜野ピンポン 渋川卓愛会

6 野口憲一　 大貫　巌 棄権 中野直喜 大澤正道 Ｅ－3

埼玉・Ｔくまがや 群馬ベテラン会 埼玉・松小クラブ     卓親会

7 横山　明　 牧　洋光 山田勝芳 平石一男 C-4

境・鶴谷クラブ 子持クラブ 高崎ピンポンズ 神奈川・横浜ベテラン会

8 北上富夫　 小林岩男 山田恵一 高橋昭夫 B-4

埼玉・青葉クラブ 月夜野クラブ 長野・飯田卓球クラブ      岩神クラブ

9 山岸正道　 松澤　正 稲垣秋介 斎藤衛二 G-4

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・上里クラブ 卓親会

10 湯浅正幸 溝口昌良 山口憲司 西村真彦 Ｄ－3

 高崎卓球ベテラン会    埼玉・ひかり 岩神クラブ 高崎ピンポンズ

11 横山　明　 牧　洋光 山田勝芳 平石一男 Ｃ－3

境・鶴谷クラブ 子持クラブ 高崎ピンポンズ 神奈川・横浜ベテラン会

12 大貫賢治 関　卓榮 松木福重 佐伯　充 棄権 H-4

東京・ブループラム     群馬県庁 月夜野ピンポン 渋川卓愛会

13 野口憲一　 大貫　巌 棄権 中野直喜 大澤正道 E-4

埼玉・Ｔくまがや 群馬ベテラン会 埼玉・松小クラブ     卓親会

14 中村提見 西山賢一 松田鉄三 関根喜代司 A-4

埼玉・サザンクロス 高崎ピンポンズ 埼玉・伊波井         秀卓会

15 小原明男　 伊藤文男 小河原正直 小池　博棄権 Ｆ－3

兵庫・教職員クラブ     藤岡クラブ 茨城・芝浦クラブ 埼玉・彗星会

16 山岸正道　 松澤　正 稲垣秋介 斎藤衛二 Ｇ－3

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・上里クラブ 卓親会

17 高橋利通 大熊　勇 大山　伸 Ｊ－3

渋川東クラブ 埼玉・チームＯ      城卓会

18 湯浅正幸 溝口昌良 山口憲司 西村真彦 D-4

 高崎卓球ベテラン会    埼玉・ひかり 岩神クラブ 高崎ピンポンズ

19

20 北上富夫　 小林岩男 山田恵一 高橋昭夫 Ｂ－3

埼玉・青葉クラブ 月夜野クラブ 長野・飯田卓球クラブ      岩神クラブ

⑩男子６５歳代コンソレーション



1 鈴木和久　 増村和夫 坪井徳一 相原　毅 Ａ－１

神奈川・逗子ク 埼玉・彩松ク キング倶楽部 　　　卓親会

2 宮尾堯功 大泉輝夫 長谷川喬 J-2

長野・新町卓友会 千葉・皐月会 子持クラブ

3 小倉　剛　 瀬間勝利 金子洋司 大谷七男 F-2 3

埼玉・彩松クラブ 高崎卓球ベテラン会 神奈川・東戸塚 前橋・個人

4 長南秀雄　 波田野秀夫 小田原清 金井正巳 Ｉ－１

群馬ベテラン会 埼玉・彩松ク 新潟・南魚いそク 卓龍ベテラン会

5 大久保文夫 平賀　進 友部三郎 坂本　守 Ｈ－１

新潟・妻有ク 埼玉・上卓会 　　藤岡クラブ 　　　卓親会 3

6 佐藤至宏 森　直樹 久保田洋司 大谷政弘 Ｅ－１

千葉・サザンクロス 　森友会 高崎ピンポンズ 　　　卓親会

7 内田弘二 藤橋日出夫 田口辰敏 K-2

東京・ブループラム 埼玉・岩卓会 新潟・南魚いそク

8 津島靖武　 保坂友和 木村順年 黒田啓記 B-2

神奈川・逗子ク 新潟・妻有ク 　卓親会 　　永明クラブ

9 針谷正紀　 宮川武久 小巻昭彦 伊藤三郎 C-2 0

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

10 鈴木　章 小泉隆宏 佐々木明 石山　一 G-2

山梨・個人 長野・小諸ＴＴＫ 　　　秀卓会 渋川卓愛会

11 宮本　喬　 小宮正巳 森　勝美 戸谷健一 Ｄ－１

埼玉・彗星会 永明クラブ 千葉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

12 針谷正紀　 宮川武久 小巻昭彦 伊藤三郎 Ｃ－１

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

13 長南秀雄　 波田野秀夫 小田原清 金井正巳 I-2

群馬ベテラン会 埼玉・彩松ク 新潟・南魚いそク 卓龍ベテラン会

14 鈴木和久　 増村和夫 坪井徳一 相原　毅 A-2 1

神奈川・逗子ク 埼玉・彩松ク キング倶楽部 　　　卓親会

15 内田弘二 藤橋日出夫 田口辰敏 Ｋ－１

東京・ブループラム 埼玉・岩卓会 新潟・南魚いそク

16 小倉　剛　 瀬間勝利 金子洋司 大谷七男 Ｆ－１

埼玉・彩松クラブ 高崎卓球ベテラン会 神奈川・東戸塚 前橋・個人

17 鈴木　章 小泉隆宏 佐々木明 石山　一 Ｇ－１ 1

山梨・個人 長野・小諸ＴＴＫ 　　　秀卓会 渋川卓愛会

18 佐藤至宏 森　直樹 久保田洋司 大谷政弘 E-2

千葉・サザンクロス 　森友会 高崎ピンポンズ 　　　卓親会

19 宮尾堯功 大泉輝夫 長谷川喬 Ｊ－１

長野・新町卓友会 千葉・皐月会 子持クラブ

20 宮本　喬　 小宮正巳 森　勝美 戸谷健一 D-2 3

埼玉・彗星会 永明クラブ 千葉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

21 大久保文夫 平賀　進 友部三郎 坂本　守 H-2

新潟・妻有ク 埼玉・上卓会 　　藤岡クラブ 　　　卓親会

22 津島靖武　 保坂友和 木村順年 黒田啓記 Ｂ－１

神奈川・逗子ク 新潟・妻有ク 　卓親会 　　永明クラブ

⑪男子７０歳代決勝トーナメント



1 鈴木和久　 増村和夫 坪井徳一 相原　毅 Ａ－3

神奈川・逗子ク 埼玉・彩松ク キング倶楽部 　　　卓親会

2

3 小倉　剛　 瀬間勝利 金子洋司 大谷七男 F-4 3

埼玉・彩松クラブ 高崎卓球ベテラン会 神奈川・東戸塚 前橋・個人

4 長南秀雄　 波田野秀夫 小田原清 金井正巳 Ｉ－3

群馬ベテラン会 埼玉・彩松ク 新潟・南魚いそク 卓龍ベテラン会

5 大久保文夫 平賀　進 友部三郎 坂本　守 Ｈ－3

新潟・妻有ク 埼玉・上卓会 　　藤岡クラブ 　　　卓親会 3

6 佐藤至宏 森　直樹 久保田洋司 大谷政弘 Ｅ－3

千葉・サザンクロス 　森友会 高崎ピンポンズ 　　　卓親会

7

8 津島靖武　 保坂友和 木村順年 黒田啓記 B-4

神奈川・逗子ク 新潟・妻有ク 　卓親会 　　永明クラブ

9 針谷正紀　 宮川武久 小巻昭彦 伊藤三郎 C-4 0

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

10 鈴木　章 小泉隆宏 佐々木明 石山　一 G-4

山梨・個人 長野・小諸ＴＴＫ 　　　秀卓会 渋川卓愛会

11 宮本　喬　 小宮正巳 森　勝美 戸谷健一 Ｄ－3

埼玉・彗星会 永明クラブ 千葉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

12 針谷正紀　 宮川武久 小巻昭彦 伊藤三郎 Ｃ－3

群馬ベテラン会 埼玉・燦倶楽部 埼玉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

13 長南秀雄　 波田野秀夫 小田原清 金井正巳 I-4

群馬ベテラン会 埼玉・彩松ク 新潟・南魚いそク 卓龍ベテラン会

14 鈴木和久　 増村和夫 坪井徳一 相原　毅 A-4 3

神奈川・逗子ク 埼玉・彩松ク キング倶楽部 　　　卓親会

15 内田弘二 藤橋日出夫 田口辰敏 Ｋ－3

東京・ブループラム 埼玉・岩卓会 新潟・南魚いそク

16 小倉　剛　 瀬間勝利 金子洋司 大谷七男 Ｆ－3

埼玉・彩松クラブ 高崎卓球ベテラン会 神奈川・東戸塚 前橋・個人

17 鈴木　章 小泉隆宏 佐々木明 石山　一 Ｇ－3 2

山梨・個人 長野・小諸ＴＴＫ 　　　秀卓会 渋川卓愛会

18 佐藤至宏 森　直樹 久保田洋司 大谷政弘 E-4

千葉・サザンクロス 　森友会 高崎ピンポンズ 　　　卓親会

19 宮尾堯功 大泉輝夫 長谷川喬 Ｊ－3

長野・新町卓友会 千葉・皐月会 子持クラブ

20 宮本　喬　 小宮正巳 森　勝美 戸谷健一 D-4 0

埼玉・彗星会 永明クラブ 千葉・芝浦ク 埼玉・上里クラブ

21 大久保文夫 平賀　進 友部三郎 坂本　守 H-4

新潟・妻有ク 埼玉・上卓会 　　藤岡クラブ 　　　卓親会

22 津島靖武　 保坂友和 木村順年 黒田啓記 Ｂ－3

神奈川・逗子ク 新潟・妻有ク 　卓親会 　　永明クラブ

⑪男子７０歳代コンソレーション



1 渡辺一治郎 芳賀文治 柴木行男 須藤久吉 Ａ－１
新潟・川西ク 東京・代々木ク 　　　ＯＫＩ だんだんクラブ 3

2 増田和雄 北條昌弘 小柴　勇 C-2
新潟・新発田クラブ 東京・飛行船 永明クラブ 1

3 大宮　修 磯西　豪 関口定男 B-2
東京・西東京ク 新潟・南魚いそク グリーンクラブ

4 石田正太郎 波塚　尚 船津明勇 Ｄ－１ 1
永明クラブ 新潟・南魚いそク 卓親会

5 増田和雄 北條昌弘 小柴　勇 Ｃ－１
新潟・新発田クラブ 東京・飛行船 永明クラブ 3

6 渡辺一治郎 芳賀文治 柴木行男 須藤久吉 A-2
新潟・川西ク 東京・代々木ク 　　　ＯＫＩ だんだんクラブ

7 石田正太郎 波塚　尚 船津明勇 D-2 3
永明クラブ 新潟・南魚いそク 卓親会

8 大宮　修 磯西　豪 関口定男 Ｂ－１ 1
東京・西東京ク 新潟・南魚いそク グリーンクラブ

1 渡辺一治郎 芳賀文治 柴木行男 須藤久吉 Ａ－3
新潟・川西ク 東京・代々木ク 　　　ＯＫＩ だんだんクラブ 3

2
1

3

4 石田正太郎 波塚　尚 船津明勇 Ｄ－3 1
永明クラブ 新潟・南魚いそク 卓親会

5 増田和雄 北條昌弘 小柴　勇 Ｃ－3
新潟・新発田クラブ 東京・飛行船 永明クラブ 3

6 渡辺一治郎 芳賀文治 柴木行男 須藤久吉棄権 A-4
新潟・川西ク 東京・代々木ク 　　　ＯＫＩ だんだんクラブ

7 3

8 大宮　修 磯西　豪 関口定男 Ｂ－3 0
東京・西東京ク 新潟・南魚いそク グリーンクラブ

1 石松　巌 田中五郎 井上和三棄権 上杉　湛 Ａ－１ 3

埼玉・岩卓会 東京ベテラン会 さわやかクラブ 下川クラブ 2

2 都野　實 小林　信 佐藤正久 中野源一 B-2
伊勢崎市民ク 新潟・三条ク 埼玉・Ｔくまがや 渋川卓愛会 1

3 石松　巌 田中五郎 井上和三棄権 上杉　湛 A-2 0

埼玉・岩卓会 東京ベテラン会 さわやかクラブ 下川クラブ

4 都野　實 小林　信 佐藤正久 中野源一 Ｂ－１ 3

伊勢崎市民ク 新潟・三条ク 埼玉・Ｔくまがや 渋川卓愛会 3

1 石松　巌 田中五郎 井上和三棄権 上杉　湛 Ａ－3 1
埼玉・岩卓会 東京ベテラン会 さわやかクラブ 下川クラブ 3

2 都野　實 小林　信 佐藤正久 中野源一 B-4
伊勢崎市民ク 新潟・三条ク 埼玉・Ｔくまがや 渋川卓愛会 3

3 石松　巌 田中五郎 井上和三棄権 上杉　湛 A-4
埼玉・岩卓会 東京ベテラン会 さわやかクラブ 下川クラブ

4 都野　實 小林　信 佐藤正久 中野源一 Ｂ－3 0
伊勢崎市民ク 新潟・三条ク 埼玉・Ｔくまがや 渋川卓愛会

⑬男子８０歳以上決勝トーナメント

⑬男子８０歳以上コンソレーション

⑫男子７５歳代決勝トーナメント

⑫男子７５歳代コンソレーション



1 堀川千亜妃 天野みさ子 長棟佐智代 石渡成美 Ａ－１ 3

神奈川・チャイム 山梨・西桂ＣＬＵＢ 　　ＴＣ城東 ＭＪあじさい 3

2 伊藤文美 鈴木美奈 田中美代子 矢島富士子 C-2 1

長野・新町卓友会 埼玉・上里クラブ 伊勢崎TTC 富岡卓球クラブ

3 高木美佳 佐伯亜紀子 村山直子 長谷川美樹 Ｂ－１ 0

埼玉・飯能卓連 栃木・卓酔会 神奈川・カシオペア 埼玉・上里クラブ 3

4 伊藤文美 鈴木美奈 田中美代子 矢島富士子 Ｃ－１ 3

長野・新町卓友会 埼玉・上里クラブ 伊勢崎TTC 富岡卓球クラブ 1

5 堀川千亜妃 天野みさ子 長棟佐智代 石渡成美 A-2

神奈川・チャイム 山梨・西桂ＣＬＵＢ 　　ＴＣ城東 ＭＪあじさい 1

6 高木美佳 佐伯亜紀子 村山直子 長谷川美樹 Ｂ－１ 0

埼玉・飯能卓連 栃木・卓酔会 神奈川・カシオペア 埼玉・上里クラブ 3

1 堀川千亜妃 天野みさ子 長棟佐智代 石渡成美 Ａ－3 3

神奈川・チャイム 山梨・西桂ＣＬＵＢ 　　ＴＣ城東 ＭＪあじさい 0

2 伊藤文美 鈴木美奈 田中美代子 矢島富士子 C-4 2

長野・新町卓友会 埼玉・上里クラブ 伊勢崎TTC 富岡卓球クラブ

3 高木美佳 佐伯亜紀子 村山直子 長谷川美樹 Ｂ－4 2

埼玉・飯能卓連 栃木・卓酔会 神奈川・カシオペア 埼玉・上里クラブ 3

4 伊藤文美 鈴木美奈 田中美代子 矢島富士子 Ｃ－3

長野・新町卓友会 埼玉・上里クラブ 伊勢崎TTC 富岡卓球クラブ 0

5 堀川千亜妃 天野みさ子 長棟佐智代 石渡成美 A-4

神奈川・チャイム 山梨・西桂ＣＬＵＢ 　　ＴＣ城東 ＭＪあじさい

6 高木美佳 佐伯亜紀子 村山直子 長谷川美樹 Ｂ－3 3

埼玉・飯能卓連 栃木・卓酔会 神奈川・カシオペア 埼玉・上里クラブ 3

第６位：　椿　智美　（新潟・すもんクラブ）

⑮女子４０歳代決勝トーナメント

⑮女子４０歳代コンソレーション

第３位：　藤吉　友紀　（東京・ピンポンクラブ） 第４位：　高瀬　祐子　（神奈川・湘南プラム）

第５位：　星野　裕子　（新潟・中之島クラブ）

⑭女子３０歳代決勝リーグ

優勝：　伊瀬裕美子　（卓龍会） 準優勝：　渡辺　理恵　（新潟・南魚いそクラブ）



1 松澤祐子 北爪京子 近藤みゆき 坂口玲子 Ａ－１

埼玉・Ｔくまがや 　　森友会 長野・大森クラブ 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

2 内田和子 岡　眞理子 加藤昌代 J-2

　　清友会 東京・ＴＯＭ 埼玉・上里クラブ

3 高橋恵子 藤巻三栄子 松井賢子 佐藤弘子 F-2 3

　　卓愛会 神奈川・霧が丘   下川クラブ        昴

4 沼本栄子 茨原貴美子 三澤智恵美 Ｉ－１

神奈川・しらとり みなかみフレンズ 　　　ＭＪあじさい

5 黒澤るり子 秋山清美 松本みどり Ｈ－１

　　藤岡クラブ 千葉・スペースフレンド 月夜野ピンポン 2

6 小倉たか子 藤本のり子 栗原和子 白石秀子 Ｅ－１

神奈川・もえぎ野 埼玉・上里クラブ   藤岡クラブ     秀卓会

7 松下恵理子 牧山洋子 金井亜子 木崎けい子 B-2

　　藤岡クラブ 　　ＭＪあじさい 長野・上田卓研 渋川東クラブ

8 塚田妙子 浅野久美子 中西有美子 光山芳子 C-2 1

　須坂卓翔会 埼玉・上里クラブ 　　ライトニング 　　森友会

9 藤井君江 柴崎智子 磯田久子 石川左代子 G-2

　　ＭＪあじさい 埼玉・Ｔくまがや 　　ライトニング 富岡レディス

10 永井藤子 橋本清美 吉田千香 金井栄子 Ｄ－１

　　清友会 長野・東部クラブ     卓愛会 ＴＣ城東

11 塚田妙子 浅野久美子 中西有美子 光山芳子 Ｃ－１

　須坂卓翔会 埼玉・上里クラブ 　　ライトニング 　　森友会

12 黒澤るり子 秋山清美 松本みどり H-2

　　藤岡クラブ 千葉・スペースフレンド 月夜野ピンポン

13 永井藤子 橋本清美 吉田千香 金井栄子 D-2 2

　　清友会 長野・東部クラブ     卓愛会 ＴＣ城東

14 松澤祐子 北爪京子 近藤みゆき 坂口玲子 A-2

埼玉・Ｔくまがや 　　森友会 長野・大森クラブ 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

15 高橋恵子 藤巻三栄子 松井賢子 佐藤弘子 Ｆ－１

　　卓愛会 神奈川・霧が丘   下川クラブ        昴

16 藤井君江 柴崎智子 磯田久子 石川左代子 Ｇ－１ 3

　　ＭＪあじさい 埼玉・Ｔくまがや 　　ライトニング 富岡レディス

17 内田和子 岡　眞理子 加藤昌代 Ｊ－１

　　清友会 東京・ＴＯＭ 埼玉・上里クラブ

18 小倉たか子 藤本のり子 栗原和子 白石秀子 E-2 3

神奈川・もえぎ野 埼玉・上里クラブ   藤岡クラブ     秀卓会

19 沼本栄子 茨原貴美子 三澤智恵美 I-2

神奈川・しらとり みなかみフレンズ 　　　ＭＪあじさい

20 松下恵理子 牧山洋子 金井亜子 木崎けい子 Ｂ－１

　　藤岡クラブ 　　ＭＪあじさい 長野・上田卓研 渋川東クラブ

⑯女子５０歳代決勝トーナメント



1 松澤祐子 北爪京子 近藤みゆき 坂口玲子 Ａ－3

埼玉・Ｔくまがや 　　森友会 長野・大森クラブ 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

2

3 高橋恵子 藤巻三栄子 松井賢子 佐藤弘子 F-4

　　卓愛会 神奈川・霧が丘   下川クラブ        昴

4 沼本栄子 茨原貴美子 三澤智恵美 Ｉ－3

神奈川・しらとり みなかみフレンズ 　　　ＭＪあじさい

5 黒澤るり子 秋山清美 松本みどり Ｈ－3

　　藤岡クラブ 千葉・スペースフレンド 月夜野ピンポン

6 小倉たか子 藤本のり子 栗原和子 白石秀子 Ｅ－3

神奈川・もえぎ野 埼玉・上里クラブ   藤岡クラブ     秀卓会

7 松下恵理子 牧山洋子 金井亜子 木崎けい子 B-4

　　藤岡クラブ 　　ＭＪあじさい 長野・上田卓研 渋川東クラブ

8 塚田妙子 浅野久美子 中西有美子 光山芳子 C-4

　須坂卓翔会 埼玉・上里クラブ 　　ライトニング 　　森友会

9 藤井君江 柴崎智子 磯田久子 石川左代子 G-4

　　ＭＪあじさい 埼玉・Ｔくまがや 　　ライトニング 富岡レディス

10 永井藤子 橋本清美 吉田千香 金井栄子 Ｄ－3

　　清友会 長野・東部クラブ     卓愛会 ＴＣ城東

11 塚田妙子 浅野久美子 中西有美子 光山芳子 Ｃ－3

　須坂卓翔会 埼玉・上里クラブ 　　ライトニング 　　森友会

12

13 永井藤子 橋本清美 吉田千香 金井栄子 D-4

　　清友会 長野・東部クラブ     卓愛会 ＴＣ城東

14 松澤祐子 北爪京子 近藤みゆき 坂口玲子 A-4

埼玉・Ｔくまがや 　　森友会 長野・大森クラブ 東京・ＳｔｒｉｋｅｒＳ

15 高橋恵子 藤巻三栄子 松井賢子 佐藤弘子 Ｆ－3

　　卓愛会 神奈川・霧が丘   下川クラブ        昴

16 藤井君江 柴崎智子 磯田久子 石川左代子 Ｇ－3

　　ＭＪあじさい 埼玉・Ｔくまがや 　　ライトニング 富岡レディス

17 内田和子 岡　眞理子 加藤昌代 Ｊ－3

　　清友会 東京・ＴＯＭ 埼玉・上里クラブ

18 小倉たか子 藤本のり子 栗原和子 白石秀子 E-4

神奈川・もえぎ野 埼玉・上里クラブ   藤岡クラブ     秀卓会

19

20 松下恵理子 牧山洋子 金井亜子 木崎けい子 Ｂ－3

　　藤岡クラブ 　　ＭＪあじさい 長野・上田卓研 渋川東クラブ

⑯女子５０歳代コンソレーション



1 辻川美代子 小倉幸子 小野しめ子 青木洋子 A-1 3

    卓水会 　　ＭＪあじさい 　月夜野ピンポン 　　森友会 3

2 新井幸子 川上恵美子 萩原かつ子 渡辺悦子 G-2 0

　　秀卓会 　　清友会 　　卓親会 東京・個人

3 飯野和美 会田みづ江 笛木とみ 酒井栄子 B-2 1

　　清友会 東京・柴又クラブ みなかみフレンズ 　　ＧＤＴＣ 3 3

4 上田ゆき江棄権 小林公子 小山田和子 小林ふみ江 E-1

埼玉・大宮スカット 　　　昴 　　秀卓会 　　清友会 0

5 前澁広子 守屋澄江 横澤久子 西村政子 C-2

神奈川・しらとり 境・鶴谷クラブ 長野・丸子体協    清友会

6 大貫千都子 新井美枝子 池田幸子棄権 奥原幸枝 F-2 0 2

   清友会 　　卓愛会 　月夜野ピンポン 　　　昴

7 小澤恵子 栗本千恵子 鹿沼美津子 櫻井節子 D-1 3

長野・大森クラブ 神奈川・しらとり 　　清友会 　　卓親会 3

8 前澁広子 守屋澄江 横澤久子 西村政子 C-1 3

神奈川・しらとり 境・鶴谷クラブ 長野・丸子体協    清友会 3

9 上田ゆき江棄権 小林公子 小山田和子 小林ふみ江 E-2

埼玉・大宮スカット 　　　昴 　　秀卓会 　　清友会 0

10 辻川美代子 小倉幸子 小野しめ子 青木洋子 A-2 0

    卓水会 　　ＭＪあじさい 　月夜野ピンポン 　　森友会

11 大貫千都子 新井美枝子 池田幸子棄権 奥原幸枝 F-1 2

   清友会 　　卓愛会 　月夜野ピンポン 　　　昴 3

12 新井幸子 川上恵美子 萩原かつ子 渡辺悦子 G-1 2

　　秀卓会 　　清友会 　　卓親会 東京・個人 3

13 小澤恵子 栗本千恵子 鹿沼美津子 櫻井節子 D-2

長野・大森クラブ 神奈川・しらとり 　　清友会 　　卓親会

14 飯野和美 会田みづ江 笛木とみ 酒井栄子 B-1

　　清友会 東京・柴又クラブ みなかみフレンズ 　　ＧＤＴＣ 0

⑰女子６０歳代決勝トーナメント



1 辻川美代子 小倉幸子 小野しめ子棄権 青木洋子 A-3

    卓水会 　　ＭＪあじさい 　月夜野ピンポン 　　森友会

2 新井幸子 川上恵美子 萩原かつ子 渡辺悦子 G-4

　　秀卓会 　　清友会 　　卓親会 東京・個人

3 飯野和美 会田みづ江 笛木とみ 酒井栄子 B-4

　　清友会 東京・柴又クラブ みなかみフレンズ 　　ＧＤＴＣ 0

4 上田ゆき江棄権 小林公子 小山田和子 小林ふみ江 E-3

埼玉・大宮スカット 　　　昴 　　秀卓会 　　清友会

5 前澁広子 守屋澄江 横澤久子 西村政子 C-4

神奈川・しらとり 境・鶴谷クラブ 長野・丸子体協    清友会

6 大貫千都子 新井美枝子 池田幸子棄権 奥原幸枝 F-4

   清友会 　　卓愛会 　月夜野ピンポン 　　　昴

7 小澤恵子 栗本千恵子 鹿沼美津子 櫻井節子 D-3

長野・大森クラブ 神奈川・しらとり 　　清友会 　　卓親会

8 前澁広子 守屋澄江 横澤久子 西村政子 C-3

神奈川・しらとり 境・鶴谷クラブ 長野・丸子体協    清友会

9 上田ゆき江棄権 小林公子 小山田和子 小林ふみ江 E-4

埼玉・大宮スカット 　　　昴 　　秀卓会 　　清友会

10 辻川美代子 小倉幸子 小野しめ子棄権 青木洋子 A-4

    卓水会 　　ＭＪあじさい 　月夜野ピンポン 　　森友会

11 大貫千都子 新井美枝子 池田幸子棄権 奥原幸枝 F-3

   清友会 　　卓愛会 　月夜野ピンポン 　　　昴

12 新井幸子 川上恵美子 萩原かつ子 渡辺悦子 G-3 3

　　秀卓会 　　清友会 　　卓親会 東京・個人

13 小澤恵子 栗本千恵子 鹿沼美津子 櫻井節子 D-4

長野・大森クラブ 神奈川・しらとり 　　清友会 　　卓親会

14 飯野和美 会田みづ江 笛木とみ 酒井栄子 B-3

　　清友会 東京・柴又クラブ みなかみフレンズ 　　ＧＤＴＣ

⑰女子６０歳代コンソレーション



1 栗原美代子 和田由美子 清水米子 戸部房江 A-1

    清友会 マエタク倶楽部    秀卓会 月夜野ピンポン

2 岩根栄子 小林俊江 中本歌子 椚原美保 B-2

   城卓会 埼玉・ひかり 神奈川・しらとり 伊勢崎市民クラブ 1

3 岩下洋子 橋本國江 宗行桂子 堀越美千枝 G-2

長野・卓笑会 千葉・皐月会      清友会      卓愛会

4 三浦真知子 木村文恵 阿部美智子 H-1

     ひかり     卓親会 だんだんクラブ 3

5 廣瀬あい子 森田美佐子 伊藤幸子 角田育子棄権 E-1

卓龍会     岩神クラブ 長野・丸子体協     卓親会

6 内田順子 塩野滋子 松本いち子 落合妙子 C-2

愛知・トヨタグリーン マエタク倶楽部         昴     卓親会

7 下山とみ枝 島田照代 木戸栄え F-2 3

     清友会    秀卓会 長野・大森クラブ

8 高松純子 淡路すい 佐藤芳子 本木三枝子 D-1

東京・飛行船      清友会    秀卓会 だんだんクラブ

9 内田順子 塩野滋子 松本いち子 落合妙子 C-1

愛知・トヨタグリーン マエタク倶楽部         昴     卓親会

10 廣瀬あい子 森田美佐子 伊藤幸子 角田育子棄権 E-2

卓龍会     岩神クラブ 長野・丸子体協     卓親会 1

11 栗原美代子 和田由美子 清水米子 戸部房江 A-2

    清友会 マエタク倶楽部    秀卓会 月夜野ピンポン

12 下山とみ枝 島田照代 木戸栄え F-1

     清友会    秀卓会 長野・大森クラブ

13 岩下洋子 橋本國江 宗行桂子 堀越美千枝 G-1 0

長野・卓笑会 千葉・皐月会      清友会      卓愛会

14 高松純子 淡路すい 佐藤芳子 本木三枝子 D-2

東京・飛行船      清友会    秀卓会 だんだんクラブ

15 三浦真知子 木村文恵 阿部美智子 H-2 3

     ひかり     卓親会 だんだんクラブ

16 岩根栄子 小林俊江 中本歌子 椚原美保 B-1

   城卓会 埼玉・ひかり 神奈川・しらとり 伊勢崎市民クラブ

⑱女子６５歳代決勝トーナメント



1 栗原美代子 和田由美子 清水米子 戸部房江 A-3

    清友会 マエタク倶楽部    秀卓会 月夜野ピンポン

2 岩根栄子 小林俊江 中本歌子 椚原美保棄権 B-4

   城卓会 埼玉・ひかり 神奈川・しらとり 伊勢崎市民クラブ

3 岩下洋子 橋本國江 宗行桂子 堀越美千枝 G-4

長野・卓笑会 千葉・皐月会      清友会      卓愛会

4 三浦真知子 木村文恵 阿部美智子 H-3

     ひかり     卓親会 だんだんクラブ 1

5 廣瀬あい子 森田美佐子 伊藤幸子 角田育子棄権 E-3

卓龍会     岩神クラブ 長野・丸子体協     卓親会

6 内田順子 塩野滋子 松本いち子 落合妙子 C-4

愛知・トヨタグリーン マエタク倶楽部         昴     卓親会

7

8 高松純子 淡路すい 佐藤芳子 本木三枝子棄権 D-3

東京・飛行船      清友会    秀卓会 だんだんクラブ

9 内田順子 塩野滋子 松本いち子 落合妙子 C-3

愛知・トヨタグリーン マエタク倶楽部         昴     卓親会

10 廣瀬あい子 森田美佐子 伊藤幸子 角田育子棄権 E-4

卓龍会     岩神クラブ 長野・丸子体協     卓親会

11 栗原美代子 和田由美子 清水米子 戸部房江 A-4

    清友会 マエタク倶楽部    秀卓会 月夜野ピンポン

12 下山とみ枝 島田照代 木戸栄え F-3

     清友会    秀卓会 長野・大森クラブ

13 岩下洋子 橋本國江 宗行桂子 堀越美千枝 G-3 3

長野・卓笑会 千葉・皐月会      清友会      卓愛会

14 高松純子 淡路すい 佐藤芳子 本木三枝子 D-4

東京・飛行船      清友会    秀卓会 だんだんクラブ

15

16 岩根栄子 小林俊江 中本歌子 椚原美保 B-3

   城卓会 埼玉・ひかり 神奈川・しらとり 伊勢崎市民クラブ

⑱女子６５歳代コンソレーション



1 柴田紀子 江原　操 市川　英 長谷川美恵子 Ａ－１

東京・逗子クラブ      城卓会 藤岡クラブ 　　　卓親会

2 内田喜代子 井口サカ江 中山市子 杉山晴江 C-2

     城卓会 　　みずき会 長野・大森クラブ 　　卓親会

3 廣井恵子 藤掛朝子 中島サト子 小林征子 B-2

埼玉・Ｔ熊谷 境・鶴谷クラブ 月夜野ピンポン 　　卓親会 3

4 山宮絹代棄権 朝霧紀美江 八木綾子 Ｅ－１

東京・小金井卓連 埼玉・レインボー 　　清友会

5 三嶋好野 小山永子 今田幸代 Ｄ－１

埼玉・Ｔくまがや 　　森友会 　　卓親会

6 内田喜代子 井口サカ江 中山市子 杉山晴江 Ｃ－１

     城卓会 　　みずき会 長野・大森クラブ 　　卓親会

7 柴田紀子 江原　操 市川　英 長谷川美恵子 A-2

東京・逗子クラブ      城卓会 藤岡クラブ 　　　卓親会

8 三嶋好野 小山永子 今田幸代 D-2 1

埼玉・Ｔくまがや 　　森友会 　　卓親会

9 山宮絹代棄権 朝霧紀美江 八木綾子 E-2

東京・小金井卓連 埼玉・レインボー 　　清友会

10 廣井恵子 藤掛朝子 中島サト子 小林征子 Ｂ－１

埼玉・Ｔ熊谷 境・鶴谷クラブ 月夜野ピンポン 　　卓親会

1 柴田紀子 江原　操 市川　英 長谷川美恵子 Ａ－3

東京・逗子クラブ      城卓会 藤岡クラブ 　　　卓親会

2 内田喜代子 井口サカ江 中山市子 杉山晴江 C-4 3

     城卓会 　　みずき会 長野・大森クラブ 　　卓親会

3 廣井恵子 藤掛朝子 中島サト子 小林征子 B-4

埼玉・Ｔ熊谷 境・鶴谷クラブ 月夜野ピンポン 　　卓親会 0 3

4 山宮絹代棄権 朝霧紀美江 八木綾子 Ｅ－3

東京・小金井卓連 埼玉・レインボー 　　清友会

5 三嶋好野 小山永子 今田幸代 Ｄ－3

埼玉・Ｔくまがや 　　森友会 　　卓親会

6 内田喜代子 井口サカ江 中山市子 杉山晴江 Ｃ－3

     城卓会 　　みずき会 長野・大森クラブ 　　卓親会

7 柴田紀子 江原　操 市川　英 長谷川美恵子 A-4

東京・逗子クラブ      城卓会 藤岡クラブ 　　　卓親会

8 0

9

10 廣井恵子 藤掛朝子 中島サト子 小林征子 Ｂ－3

埼玉・Ｔ熊谷 境・鶴谷クラブ 月夜野ピンポン 　　卓親会

⑲女子７０歳代決勝トーナメント

⑲女子７０歳代コンソレーション



1 林　明美 金井玉枝 三宅裕子 坂本艶子棄権 Ａ－１ 3

大阪・大阪ベテラン会 　　　昴 神奈川・衣笠クラブ だんだんクラブ 1

2 神保和子 戸田可津子  森田ユミ子 B-2

東京・プレミアム 大阪・２１世紀卓球  岩神クラブ 1

3 林　明美 金井玉枝 三宅裕子 坂本艶子棄権 A-2

大阪・大阪ベテラン会 　　　昴 神奈川・衣笠クラブ だんだんクラブ

4 神保和子 戸田可津子  森田ユミ子 Ｂ－１ 3

東京・プレミアム 大阪・２１世紀卓球  岩神クラブ

1 林　明美 金井玉枝 三宅裕子 坂本艶子棄権 Ａ－3

大阪・大阪ベテラン会 　　　昴 神奈川・衣笠クラブ だんだんクラブ 1

2

3 林　明美 金井玉枝 三宅裕子 坂本艶子棄権 A-4

大阪・大阪ベテラン会 　　　昴 神奈川・衣笠クラブ だんだんクラブ

4 神保和子 戸田可津子  森田ユミ子 Ｂ－3 3

東京・プレミアム 大阪・２１世紀卓球  岩神クラブ

⑳女子７５歳以上決勝リーグ

⑳女子７５歳以上コンソレーション


