
＊期　　　日　　２０１４年４月２９日 ＊会　　　場　　群馬県総合スポーツセンター

＊参加人数　　１９２名 ＊試合時間　　９：００～１６：３０

問合せ先　　群馬県卓球ベテラン会会長　針谷 正紀　TEL ０９０－５５７３－１５８６

硬式シングルス

優　　勝 ３　　位 ３　　位 敢 闘 賞

小林伸之 澤田　尊 川島伸也

伊勢崎TTC バファロー 卓友会

横尾嘉一 酒井文彰 矢島稔章

高崎卓球ベテラン会 あがつまクラブ いずみクラブ

黒澤健宴 渡辺洋文 羽鳥殖夫 畔上　勇

ボッシュ太田 明卓会 月夜野クラブ 卓友会

高草木辰夫 藤岡一宏 小倉国由紀

卓励会 中央クラブ 明卓会

山岸　正道 須藤順一 岡田貴史

群馬ベテラン会 高崎ピンポンズ 群馬ベテラン会

小野澤秀男 長南秀雄 小宮正巳

　（７０歳～７４歳） 秀卓会 群馬ベテラン会 永明クラブ

石田正太郎 小柴　勇

　（７５歳～７９歳） 永明クラブ 永明クラブ

都野　實

　（８０歳以上） 伊勢崎クラブ

木崎けい子 永井　藤子 黒澤るり子

渋川東クラブ 清友会 藤岡クラブ

高橋　恵子 小林ふみ江 川上恵美子

卓愛会 清友会 清友会

栗原美代子 廣瀬あい子 飯田節子

清友会 卓龍会 昴

市川　英 小山永子 森田美佐子

藤岡クラブ 　　　　　　岩神クラブ 森友会 岩神クラブ　（７０歳以上）

長岡幸子

　（６５歳～６９歳） クラブ榛名

硬式女子単７０歳以上 森田ユミ子

硬式女子単６５歳代

　（５０歳～５９歳） チームあじさい

硬式女子単６０歳代 山田雄子

　（６０歳～６４歳） 城卓会

硬式男子単８０歳以上 上杉　湛

下川クラブ

硬式女子単５０歳代 藤井　君江

子持クラブ

硬式男子単７５歳代 関口定男

グリーンクラブ

硬式男子単６５歳代 尾池　孟

　（６５歳～６９歳） 森友会

硬式男子単７０歳代 長谷川喬

硬式男子単６０歳代 辻川　嘉彦

　（６０歳～６５歳） ＴＣ城東

硬式男子単４０歳代 高橋茂樹

　（４０歳～４９歳） 高崎卓球ベテラン会

硬式男子単５０歳代 佐々木修一

第３１回県民スポーツ祭・第２８回群馬県マスターズ卓球大会 入賞記録　

種　目　名 準 優 勝

硬式男子単３０歳代 長尾正人

　（３０歳～３９歳） JR東日本高崎

　（５０歳～５９歳） TC城東



硬式ダブルス
優　　勝 ３　　位 ３　　位 敢 闘 賞

小林伸之 石川洋幸
伊勢崎TTC 中央クラブ

佐久間正利　　　　　鈴木裕太 長尾正人
伊勢崎TTC　　　　　　いずみクラブ JR東日本高崎

関　孝男 高橋茂樹
あがつまクラブ 高崎卓球ベテラン会

酒井文彰 横尾嘉一
あがつまクラブ 高崎卓球ベテラン会

黒澤健宴　　　　小倉国由紀 高草木辰夫
ボッシュ太田 　　　　明卓会 卓励会

浅野　裕 澤田　尊
ボッシュ太田 バファロー

辻川嘉彦 関　　卓榮 長南秀雄
TC城東 群馬県庁 群馬ベテラン会

佐々木修一 堀地良男 本間　進
TC城東 群馬県庁 あうとばうんず

森直樹
森友会

尾池孟
森友会

石田正太郎 上杉　湛

硬式男子複１５０歳以上 永明クラブ 下川クラブ

　（合計年齢１５０歳以上） 小柴　勇 若林孝範
永明クラブ 下川クラブ

山田宣江 川上恵美子

藤岡クラブ 清友会

黒澤るり子 永井藤子

藤岡クラブ 清友会

相崎素子 栗原美代子 木村文恵
チームあじさい 清友会 卓親会

富澤かづ代 小林ふみ江 山下富美子
チームあじさい 清友会 卓親会

ラージボール
優　　勝 ３　　位 ３　　位 敢 闘 賞

佐山裕治　　　　　関根喜代司 小池輿志雄
かたくりラージ 　　　　　秀卓会 テミィラス

牧　泰敏 角田　光 荒居新市 黒澤喜久美
高崎卓遊会 前橋ラージ 渡良瀬

布川洋子　　　　本嶋ひろ子 島田照代 久保田みどり
桐生みどり会　　　　高崎卓遊会 秀卓会 KSKK

仲澤房子 島田広子 高橋富士子
前橋ラージ　　　　　　さわやかL 高崎卓遊会 さわやかL

牧　泰敏 佐山裕治 関根喜代司
高崎卓遊会 かたくりラージ 秀卓会

本嶋ひろ子 久保田みどり 島田照代
高崎卓遊会 KSKK 秀卓会

荒居新市 角田　光 岡崎貞夫
渡良瀬 前橋ラージ 渡良瀬

布川洋子 黒須通子 関山禮子
桐生みどり会 前橋ラージ 桐生みどり会

チームあじさい硬式女子複１００歳代

千明厚子

種　目　名 準 優 勝

種　目　名 準 優 勝

ラージ男子単７０歳以上

ラージ女子単７０歳以上

　（合計年齢１００歳～１３９歳） 佐藤和子
　さわやかL

長井俊雄

　　　　　（７０歳以上）

山口三郎

ラージ混合複１４０歳未満 　さわやかL

ラージ混合複１４０歳以上 みやまクラブ

　（合計年齢１４０歳以上） 新井直美
みやまクラブ

前橋ラージ
ラージ女子単６０歳未満・６０歳代

　　　　　（５０歳～６９歳）

高橋重子

ラージ男子単６０歳未満・６０歳代

　　　　　（５０歳～６９歳）

坪井徳一

　　　　　（７０歳以上） キング倶楽部

硬式女子複１２０歳代 卓龍会

　（合計年齢１００歳～１１９歳） 山田雄子
城卓会

　（合計年齢１００歳～１１９歳） 藤井君江

チームあじさい

廣瀬あい子

秀卓会

子持クラブ

都野　實
伊勢崎クラブ

小野澤秀男

長谷川喬

硬式男子複１４０歳代 子持クラブ

　（合計年齢１４０歳～１４９歳） 牧洋光

針谷正紀

硬式男子複１２０歳代 群馬ベテラン会

　（合計年齢１２０歳～１３９歳） 堤　康高
ライトニング

　（合計年齢１００歳～１１９歳） 渡辺洋文
明卓会

クラブ榛名

硬式男子複１００歳代

竹田勝利

硬式男子複８０歳代 秀卓会

　（合計年齢８０歳～９９歳） 鈴木正洋

矢島稔章

硬式男子複６０歳代 いずみクラブ

　（合計年齢６０歳～７９歳）


