
４×３＋３×２ １１-１４　コート

⑪ 関口　直道 梅村　裕也 谷川　一夫 高根沢　享

⑫ 埼・彩松クラブ 埼・練梅会 渋川卓愛会 埼・卓友クラブ

藤井　弘行 田村　春幸 梶野　泰行 山口　英範
ONE OUTS ＴＣ城東 埼・練梅会 　卓龍会

境野　　 光 佐藤　英明 片山　弘樹
埼・練梅会 あづまクラブ 埼・卓友クラブ

関口　直道 梅村　裕也 谷川　一夫 高根沢　享
埼・彩松クラブ 埼・練梅会 渋川卓愛会 埼・卓友クラブ

澤田　　 尊 青柳　　 誠 原　　 宏光 岩井　大介
バファローズ 新・小出クラブ 埼・常盤クラブ 富岡クラブ

⑪ 境野　　 光 佐藤　英明 片山　弘樹

⑫ 埼・練梅会 あづまクラブ 埼・卓友クラブ

藤井　弘行 田村　春幸 梶野　泰行 山口　英範
ONE OUTS ＴＣ城東 埼・練梅会 　卓龍会

澤田　　 尊 青柳　　 誠 原　　 宏光 岩井　大介
バファローズ 新・小出クラブ 埼・常盤クラブ 富岡クラブ

⑪ 川端　　 豪 間中　　 敬 熊谷　俊秀

⑫ 出水クラブ 埼・常盤クラブ 高崎ベテラン会

藤井　弘行 田村　春幸 梶野　泰行 山口　英範
ONE OUTS ＴＣ城東 埼・練梅会 　卓龍会

川端　　 豪 間中　　 敬 熊谷　俊秀
出水クラブ 埼・常盤クラブ 高崎ベテラン会

澤田　　 尊 青柳　　 誠 原　　 宏光 岩井　大介
バファローズ 新・小出クラブ 埼・常盤クラブ 富岡クラブ

関口　直道 梅村　裕也 谷川　一夫 高根沢　享
埼・彩松クラブ 埼・練梅会 渋川卓愛会 埼・卓友クラブ

川端　　 豪 間中　　 敬 熊谷　俊秀
出水クラブ 埼・常盤クラブ 高崎ベテラン会

境野　　 光 佐藤　英明 片山　弘樹
埼・練梅会 あづまクラブ 埼・卓友クラブ

関口　直道 梅村　裕也 谷川　一夫 高根沢　享
埼・彩松クラブ 埼・練梅会 渋川卓愛会 埼・卓友クラブ

藤井　弘行 田村　春幸 梶野　泰行 山口　英範
ONE OUTS ＴＣ城東 埼・練梅会 　卓龍会

澤田　　 尊 青柳　　 誠 原　　 宏光 岩井　大介
バファローズ 新・小出クラブ 埼・常盤クラブ 富岡クラブ

第５５回群馬県ベテラン卓球大会  組合せ

(1)(2) 男子シングルス５０歳未満　決勝トーナメント

1 A-1

2 C-4

6 E-1

7 C-2

8 B-3

3 E-3

4 A-4

5 B-2

12 B-4

13 A-2

14 D-2

9 D-1

⑬ 10 C-1

11 D-3

⑭ 18 B-1

15 E-2

16 A-3

17 C-3
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(3) 男子シングルス5０歳代　決勝トーナメント 4×3 １５－１７　コート

野村　敬一 渡辺　孝通 町田　政利 大桃　春彦
神・SO-SO バファローズ 埼・彩松クラブ 新・小出クラブ

武田　邦明 羽二生悦郎 佐藤　　 茂 羽鳥　和典
埼・常盤クラブ 高崎ベテラン会 月夜野クラブ 下川クラブ

武藤　友美 矢島　達男 鈴木　範裕 斉藤　義則
ＴＣ城東 新・Rising Niigata 埼・彩松クラブ 宮郷クラブ

武田　邦明 羽二生悦郎 佐藤　　 茂 羽鳥　和典
埼・常盤クラブ 高崎ベテラン会 月夜野クラブ 下川クラブ

野村　敬一 渡辺　孝通 町田　政利 大桃　春彦
神・SO-SO バファローズ 埼・彩松クラブ 新・小出クラブ

武藤　友美 矢島　達男 鈴木　範裕 斉藤　義則
ＴＣ城東 新・Rising Niigata 埼・彩松クラブ 宮郷クラブ

武田　邦明 羽二生悦郎 佐藤　　 茂 羽鳥　和典
埼・常盤クラブ 高崎ベテラン会 月夜野クラブ 下川クラブ

武藤　友美 矢島　達男 鈴木　範裕 斉藤　義則
ＴＣ城東 新・Rising Niigata 埼・彩松クラブ 宮郷クラブ

野村　敬一 渡辺　孝通 町田　政利 大桃　春彦
神・SO-SO バファローズ 埼・彩松クラブ 新・小出クラブ

野村　敬一 渡辺　孝通 町田　政利 大桃　春彦
神・SO-SO バファローズ 埼・彩松クラブ 新・小出クラブ

武田　邦明 羽二生悦郎 佐藤　　 茂 羽鳥　和典
埼・常盤クラブ 高崎ベテラン会 月夜野クラブ 下川クラブ

武藤　友美 矢島　達男 鈴木　範裕 斉藤　義則
ＴＣ城東 新・Rising Niigata 埼・彩松クラブ 宮郷クラブ

(4) 男子シングルス６０歳代　決勝トーナメント ４×２＋３×２ １８－２０　コート

⑱ 佐々木修一 酒枝　洋一 青木マサアキ 島袋　　 司
⑲ ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ 埼・深谷卓連

居川　　 豊 轟　　 信治 菅沼　佳満 岩崎　桂治
渋川東クラブ 富・みしまの 個人 卓馬会

高井　和義 剣持　豊広 福島　富夫
チームAnjoh 埼・シャインズ 渋川東クラブ

居川　　 豊 轟　　 信治 菅沼　佳満 岩崎　桂治
渋川東クラブ 富・みしまの 個人 卓馬会

高井　和義 剣持　豊広 福島　富夫
チームAnjoh 埼・シャインズ 渋川東クラブ

佐々木修一 酒枝　洋一 青木マサアキ 島袋　　 司
ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ 埼・深谷卓連

⑱ 西島　　 勉 好田　雅夫 松井　　 司
⑲ 長・卓愛会 ＴＣ城東 チームAnjoh

⑱ 高井　和義 剣持　豊広 福島　富夫
⑲ チームAnjoh 埼・シャインズ 渋川東クラブ

居川　　 豊 轟　　 信治 菅沼　佳満 岩崎　桂治
渋川東クラブ 富・みしまの 個人 卓馬会

西島　　 勉 好田　雅夫 松井　　 司
長・卓愛会 ＴＣ城東 チームAnjoh

佐々木修一 酒枝　洋一 青木マサアキ 島袋　　 司
ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ 埼・深谷卓連

西島　　 勉 好田　雅夫 松井　　 司
長・卓愛会 ＴＣ城東 チームAnjoh

佐々木修一 酒枝　洋一 青木マサアキ 島袋　　 司
ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ 埼・深谷卓連

居川　　 豊 轟　　 信治 菅沼　佳満 岩崎　桂治
渋川東クラブ 富・みしまの 個人 卓馬会

⑮ 1 A-1

5 A-4

6 B-2

⑯ 7 C-1

2 C-4

3 B-3

4 C-2

11 C-3

⑰ 12 B-1

1 A-1

8 B-4

9 A-2

10 A-3

5 C-3

6 A-4

7 D-1

2 B-3

3 C-2

4 B-2

11 A-2

12 D-2

13 A-3

8 C-1

9 B-4

10 D-3

⑳ 14 B-1

- 5 -



(5) 男子シングルス６５歳代　決勝トーナメント ４×３＋３×２ ２１－２４　コート

㉑ 高草木辰夫 齋藤　清司 箱江　武詩 神戸　　 豊

㉒ 卓杳会 埼・上武卓球クラブ 富・モンスターメイツ 高崎ピンポンズ

峯村　　 洋 北角　嘉浩 羽鳥　殖夫
長・卓愛会 埼・三橋クラブ 月夜野クラブ

岩井　孝夫 久保三知夫 立石　宗男 萩原　辰治
ＴＣ城東 埼・シャインズ 藤岡クラブ 下川クラブ

上原　義幸 石井　幸弘 金井　昭雄 真白　幸徳
チームYPO 埼・上里クラブ 卓親会 埼・上武卓球クラブ

㉑ 長谷川一夫 村田　　 隆 真鍋　和樹

㉒ 埼・リフレッシュクラブ 渋川東クラブ 埼・シャインズ

高草木辰夫 齋藤　清司 箱江　武詩 神戸　　 豊
卓杳会 埼・上武卓球クラブ 富・モンスターメイツ 高崎ピンポンズ

上原　義幸 石井　幸弘 金井　昭雄 真白　幸徳
チームYPO 埼・上里クラブ 卓親会 埼・上武卓球クラブ

岩井　孝夫 久保三知夫 立石　宗男 萩原　辰治
ＴＣ城東 埼・シャインズ 藤岡クラブ 下川クラブ

㉑ 峯村　　 洋 北角　嘉浩 羽鳥　殖夫

㉒ 長・卓愛会 埼・三橋クラブ 月夜野クラブ

岩井　孝夫 久保三知夫 立石　宗男 萩原　辰治
ＴＣ城東 埼・シャインズ 藤岡クラブ 下川クラブ

高草木辰夫 齋藤　清司 箱江　武詩 神戸　　 豊
卓杳会 埼・上武卓球クラブ 富・モンスターメイツ 高崎ピンポンズ

長谷川一夫 村田　　 隆 真鍋　和樹
埼・リフレッシュクラブ 渋川東クラブ 埼・シャインズ

上原　義幸 石井　幸弘 金井　昭雄 真白　幸徳
チームYPO 埼・上里クラブ 卓親会 埼・上武卓球クラブ

高草木辰夫 齋藤　清司 箱江　武詩 神戸　　 豊
卓杳会 埼・上武卓球クラブ 富・モンスターメイツ 高崎ピンポンズ

峯村　　 洋 北角　嘉浩 羽鳥　殖夫
長・卓愛会 埼・三橋クラブ 月夜野クラブ

岩井　孝夫 久保三知夫 立石　宗男 萩原　辰治
ＴＣ城東 埼・シャインズ 藤岡クラブ 下川クラブ

長谷川一夫 村田　　 隆 真鍋　和樹
埼・リフレッシュクラブ 渋川東クラブ 埼・シャインズ

上原　義幸 石井　幸弘 金井　昭雄 真白　幸徳
チームYPO 埼・上里クラブ 卓親会 埼・上武卓球クラブ

3 C-2

4 B-2

5 E-1

1 A-1

2 D-3

9 D-1

㉓ 10 C-1

11 A-4

6 A-3

7 B-4

8 C-4

15 D-2

16 C-3

17 E-3

12 E-2

13 B-3

14 A-2

㉔ 18 B-1
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(6) 男子シングルス７０歳代　決勝トーナメント ４×５＋３×１ ２５－２７　コート

神宮　公次 竹内　良雄 田中　　 猛 山浦　　 猛
埼・深谷卓連 埼・リフレッシュクラブ 高崎ピンポンズ 埼・上武卓球クラブ

須藤　順一 藤原　周二 新井　健吉
高崎ピンポンズ 埼・リフレッシュクラブ 埼・上武卓球クラブ

辻川　嘉彦 金井　五郎 本田　敏雄 渋沢　　 勲
ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ 埼・上武卓球クラブ

三ツ橋勝美 中嶋　吉男 溝口　昌良 高橋　哲夫
玉村卓球クラブ 埼・シャインズ 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ

立川　博通 島村　　 実 宮澤　文一 三浦　仁一
埼・寄居卓連 埼・藤久保クラブ 玉村卓球クラブ 卓新会

江原　和雄 小柳　　 健 石坂　一美 岩田　　 博
卓新会 ＴＣ城東 月夜野ピンポン 埼・上里クラブ

立川　博通 島村　　 実 宮澤　文一 三浦　仁一
埼・寄居卓連 埼・藤久保クラブ 玉村卓球クラブ 卓新会

神宮　公次 竹内　良雄 田中　　 猛 山浦　　 猛
埼・深谷卓連 埼・リフレッシュクラブ 高崎ピンポンズ 埼・上武卓球クラブ

須藤　順一 藤原　周二 新井　健吉
高崎ピンポンズ 埼・リフレッシュクラブ 埼・上武卓球クラブ

江原　和雄 小柳　　 健 石坂　一美 岩田　　 博
卓新会 ＴＣ城東 月夜野ピンポン 埼・上里クラブ

三ツ橋勝美 中嶋　吉男 溝口　昌良 高橋　哲夫
玉村卓球クラブ 埼・シャインズ 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ

辻川　嘉彦 金井　五郎 本田　敏雄 渋沢　　 勲
ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ 埼・上武卓球クラブ

(6) 男子シングルス７０歳代　コンソレーション ２８－３０　コート

神宮　公次 竹内　良雄 田中　　 猛 山浦　　 猛
埼・深谷卓連 埼・リフレッシュクラブ 高崎ピンポンズ 埼・上武卓球クラブ

辻川　嘉彦 金井　五郎 本田　敏雄 渋沢　　 勲
ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ 埼・上武卓球クラブ

三ツ橋勝美 中嶋　吉男 溝口　昌良 高橋　哲夫
玉村卓球クラブ 埼・シャインズ 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ

立川　博通 島村　　 実 宮澤　文一 三浦　仁一
埼・寄居卓連 埼・藤久保クラブ 玉村卓球クラブ 卓新会

江原　和雄 小柳　　 健 石坂　一美 岩田　　 博
卓新会 ＴＣ城東 月夜野ピンポン 埼・上里クラブ

立川　博通 島村　　 実 宮澤　文一 三浦　仁一
埼・寄居卓連 埼・藤久保クラブ 玉村卓球クラブ 卓新会

神宮　公次 竹内　良雄 田中　　 猛 山浦　　 猛
埼・深谷卓連 埼・リフレッシュクラブ 高崎ピンポンズ 埼・上武卓球クラブ

須藤　順一 藤原　周二 新井　健吉
高崎ピンポンズ 埼・リフレッシュクラブ 埼・上武卓球クラブ

江原　和雄 小柳　　 健 石坂　一美 岩田　　 博
卓新会 ＴＣ城東 月夜野ピンポン 埼・上里クラブ

三ツ橋勝美 中嶋　吉男 溝口　昌良 高橋　哲夫
玉村卓球クラブ 埼・シャインズ 埼・リフレッシュクラブ 永明卓球クラブ

辻川　嘉彦 金井　五郎 本田　敏雄 渋沢　　 勲
ＴＣ城東 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ 埼・上武卓球クラブ

2 F-2

3 B-2

㉖ 4 E-1

㉕ 1 A-1

8 A-2

㉙ 9 F-1

10 D-2

5 C-2

㉗ 6 D-1

㉘ 7 C-1

2 B-4

3 E-3

4 C-4

11 E-2

㉚ 12 B-1

1 A-3

8 F-3

9 D-4

10 E-4

5 D-3

6 C-3

7 A-4

11 B-3
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(7) 男子シングルス７５歳代　決勝トーナメント 4×３＋３×１ ３１－３４　コート

小倉　　 剛 小林　岩男 久保田秋美 渡辺　壯佶
埼･彩松クラブ 月夜野クラブ 卓新会 埼・上里クラブ

長南　秀雄 長瀬　武雄 青木　　 勇 友部　三郎
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ

野口　憲一 針谷　正紀 小門　　 昇 原田　浜男
埼・Ｔ．とよさと 群馬ベテラン会 埼・上里クラブ 富岡クラブ

長南　秀雄 長瀬　武雄 青木　　 勇 友部　三郎
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ

小倉　　 剛 小林　岩男 久保田秋美 渡辺　壯佶
埼･彩松クラブ 月夜野クラブ 卓新会 埼・上里クラブ

野口　憲一 針谷　正紀 小門　　 昇 原田　浜男
埼・Ｔ．とよさと 群馬ベテラン会 埼・上里クラブ 富岡クラブ

横山　　 明 宮尾　堯功 若林　孝範
境･鶴谷クラブ 長・川中島クラブ 下川クラブ

野口　憲一 針谷　正紀 小門　　 昇 原田　浜男
埼・Ｔ．とよさと 群馬ベテラン会 埼・上里クラブ 富岡クラブ

長南　秀雄 長瀬　武雄 青木　　 勇 友部　三郎
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ

横山　　 明 宮尾　堯功 若林　孝範
境･鶴谷クラブ 長・川中島クラブ 下川クラブ

小倉　　 剛 小林　岩男 久保田秋美 渡辺　壯佶
埼･彩松クラブ 月夜野クラブ 卓新会 埼・上里クラブ

横山　　 明 宮尾　堯功 若林　孝範
境･鶴谷クラブ 長・川中島クラブ 下川クラブ

小倉　　 剛 小林　岩男 久保田秋美 渡辺　壯佶
埼･彩松クラブ 月夜野クラブ 卓新会 埼・上里クラブ

野口　憲一 針谷　正紀 小門　　 昇 原田　浜男
埼・Ｔ．とよさと 群馬ベテラン会 埼・上里クラブ 富岡クラブ

長南　秀雄 長瀬　武雄 青木　　 勇 友部　三郎
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 埼・リフレッシュクラブ 藤岡クラブ

(8) 男子シングルス８０歳代　決勝トーナメント 4×１＋３×１ ３５－３６　コート

波田野秀夫 平賀　　 進 川崎　国生 新井　健造
埼・彩松クラブ 埼・上卓会 高崎ピンポンズ 埼・上里クラブ

瀬間　勝利 増村　和夫 丸山　久夫 伊師　修
高崎ベテラン会 埼・彩松クラブ 埼・上里クラブ 埼・リフレッシュクラブ

波田野秀夫 平賀　　 進 川崎　国生 新井　健造
埼・彩松クラブ 埼・上卓会 高崎ピンポンズ 埼・上里クラブ

瀬間　勝利 増村　和夫 丸山　久夫 伊師　修
高崎ベテラン会 埼・彩松クラブ 埼・上里クラブ 埼・リフレッシュクラブ

波田野秀夫 平賀　　 進 川崎　国生 新井　健造
埼・彩松クラブ 埼・上卓会 高崎ピンポンズ 埼・上里クラブ

瀬間　勝利 増村　和夫 丸山　久夫 伊師　修
高崎ベテラン会 埼・彩松クラブ 埼・上里クラブ 埼・リフレッシュクラブ

波田野秀夫 平賀　　 進 川崎　国生 新井　健造
埼・彩松クラブ 埼・上卓会 高崎ピンポンズ 埼・上里クラブ

瀬間　勝利 増村　和夫 丸山　久夫 伊師　修
高崎ベテラン会 埼・彩松クラブ 埼・上里クラブ 埼・リフレッシュクラブ

3 C-2

4 B-2

5 A-4

㉛ 1 A-1

2 B-4

9 B-3

10 D-3

11 A-2

6 C-3

㉜ 7 D-1

㉝ 8 C-1

㉞ 15 B-1

㉟ 1 A-1

12 D-2

13 A-3

14 C-4

6 B-3

7 A-4

㊱ 8 B-1

3 A-3

4 B-2

5 A-2

2 B-4
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４×２＋３×１ １－３　コート

藤生久美子 平岡　苑枝 青木アンナ 小此木佐和子
卓龍会 埼・練梅会 永明卓球クラブ 片貝卓球クラブ

伊藤　文美 野村　早苗 清水　洋子
長・しゅらく 神・SO-SO 卓親会

福島　麻乃 山口　愛美 小出小百合 久保田知恵子
清友会 卓龍会 長・須坂卓翔会 埼・Ｔ．とよさと

福島　麻乃 山口　愛美 小出小百合 久保田知恵子
清友会 卓龍会 長・須坂卓翔会 埼・Ｔ．とよさと

藤生久美子 平岡　苑枝 青木アンナ 小此木佐和子
卓龍会 埼・練梅会 永明卓球クラブ 片貝卓球クラブ

伊藤　文美 野村　早苗 清水　洋子
長・しゅらく 神・SO-SO 卓親会

福島　麻乃 山口　愛美 小出小百合 久保田知恵子
清友会 卓龍会 長・須坂卓翔会 埼・Ｔ．とよさと

藤生久美子 平岡　苑枝 青木アンナ 小此木佐和子
卓龍会 埼・練梅会 永明卓球クラブ 片貝卓球クラブ

藤生久美子 平岡　苑枝 青木アンナ 小此木佐和子
卓龍会 埼・練梅会 永明卓球クラブ 片貝卓球クラブ

伊藤　文美 野村　早苗 清水　洋子
長・しゅらく 神・SO-SO 卓親会

福島　麻乃 山口　愛美 小出小百合 久保田知恵子
清友会 卓龍会 長・須坂卓翔会 埼・Ｔ．とよさと

(13) 女子シングルス６０歳代　決勝リーグ ４　コート

南澤　重子 西口由美子 吉村　美好 中坪美津子
長・須坂卓翔会 新・小出クラブ 　　昴 卓親会

(14) 女子シングルス６５歳代　決勝トーナメント ４×１＋５×１ ５－６　コート

川上恵美子 富井　　 操 金井ひろみ 真白　眞弓
清友会 秀卓会 埼・Ｔ．とよさと 埼・上武卓球クラブ

今泉八重子 松井みゆき 峯村　祐子 佐藤　弘子
秀卓会 伊勢崎市民クラブ 長・卓愛会 昴

川上恵美子 富井　　 操 金井ひろみ 真白　眞弓
清友会 秀卓会 埼・Ｔ．とよさと 埼・上武卓球クラブ

今泉八重子 松井みゆき 峯村　祐子 佐藤　弘子
秀卓会 伊勢崎市民クラブ 長・卓愛会 昴

川上恵美子 富井　　 操 金井ひろみ 真白　眞弓
清友会 秀卓会 埼・Ｔ．とよさと 埼・上武卓球クラブ

今泉八重子 松井みゆき 峯村　祐子 佐藤　弘子
秀卓会 伊勢崎市民クラブ 長・卓愛会 昴

川上恵美子 富井　　 操 金井ひろみ 真白　眞弓
清友会 秀卓会 埼・Ｔ．とよさと 埼・上武卓球クラブ

今泉八重子 松井みゆき 峯村　祐子 佐藤　弘子
秀卓会 伊勢崎市民クラブ 長・卓愛会 昴

今泉八重子 松井みゆき 峯村　祐子 佐藤　弘子
秀卓会 伊勢崎市民クラブ 長・卓愛会 昴

3 B-3

4 B-2

5 A-2

(10)～(12) 女子シングルス６０歳未満　決勝トーナメント

① 1 A-1

2 C-2

9 A-3

10 C-3

③ 11 B-1

② 6 C-1

7 B-4

8 A-4

古川　律美
埼・上武卓球クラブ

⑤ 1

2

3

④ 1 2 3 4 5

加藤　昌代
埼・上里クラブ

4

5

6

7

8

⑥ 9

加藤　昌代
埼・上里クラブ

加藤　昌代
埼・上里クラブ

加藤　昌代
埼・上里クラブ

加藤　昌代
埼・上里クラブ

B-5

A-3

B-4

A-2

B-2

A-4

B-3

A-1

B-1
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(15)(16) 女子シングルス７０歳代　決勝トーナメント ４×３＋３×１ ７－１０　コート

廣瀬あい子 小倉　幸子 篠田　久江 椚原　美保
アイリス チームあじさい 秀卓会 伊勢崎市民クラブ

藤掛　朝子 永木　頌子 清水　米子 岡田　政江
埼・大宮カルミア 伊勢崎市民クラブ 秀卓会 みっくす

辻川美代子 小山田和子 佐藤美知子
みっくす 秀卓会 伊勢崎市民クラブ

大貫千都子 松崎ヒサ子 小林　公子 辻田　和子
清友会 伊勢崎市民クラブ 藤岡クラブ 卓新会

藤掛　朝子 永木　頌子 清水　米子 岡田　政江
埼・大宮カルミア 伊勢崎市民クラブ 秀卓会 みっくす

廣瀬あい子 小倉　幸子 篠田　久江 椚原　美保
アイリス チームあじさい 秀卓会 伊勢崎市民クラブ

辻川美代子 小山田和子 佐藤美知子
みっくす 秀卓会 伊勢崎市民クラブ

藤掛　朝子 永木　頌子 清水　米子 岡田　政江
埼・大宮カルミア 伊勢崎市民クラブ 秀卓会 みっくす

大貫千都子 松崎ヒサ子 小林　公子 辻田　和子
清友会 伊勢崎市民クラブ 藤岡クラブ 卓新会

大貫千都子 松崎ヒサ子 小林　公子 辻田　和子
清友会 伊勢崎市民クラブ 藤岡クラブ 卓新会

廣瀬あい子 小倉　幸子 篠田　久江 椚原　美保
アイリス チームあじさい 秀卓会 伊勢崎市民クラブ

藤掛　朝子 永木　頌子 清水　米子 岡田　政江
埼・大宮カルミア 伊勢崎市民クラブ 秀卓会 みっくす

廣瀬あい子 小倉　幸子 篠田　久江 椚原　美保
アイリス チームあじさい 秀卓会 伊勢崎市民クラブ

辻川美代子 小山田和子 佐藤美知子
みっくす 秀卓会 伊勢崎市民クラブ

大貫千都子 松崎ヒサ子 小林　公子 辻田　和子
清友会 伊勢崎市民クラブ 藤岡クラブ 卓新会

⑦ 1 A-1

2 C-4

C-1

3 D-2

4 B-2

5 C-3

⑩ 15 B-1

12 C-2

13 A-3

14 D-3

9 B-4

10 B-3

11 A-2

6 A-4

⑧ 7 D-1

⑨ 8

- 10 -


