
第３９回関東オープンベテラン卓球大会組合せ（シングルス）

①　男子単３０歳代　決勝トーナメント ４×５＋３×２ １－４　コート

山田　　 光 今井　浩司 山口　英範 福原　祥平
TT富岡 新・蒼柴クラブ 卓龍会 あづまクラブ

中村　大輔 福田　知由 佐藤　正人 中場　裕明
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ あづまクラブ 新・謙信上越

菊地　晋悟 施　   宇哲 栗田　尚幸 増田　博紀
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ eldia 館林Zero One

牧野　貴成 大築　友洋 金子　隼己 岩永　和文
長・卓愛会 ＴＣ城東 卓龍会 埼･E's

亀里　智永 藤田　芳樹 浅見　喬宏 北野　友貴
卓龍会 長･須坂卓翔会 埼･サイドエッジ one outs

八木　隆道 酒井　智之 鈴木   　亮
卓龍会 長・飯山クラブ 埼･E's

高瀨健太郎 西村　卓士 長又　　 亮
埼･蝶友クラブ 神・シーズアスリート ＴＣ城東

山田　　 光 今井　浩司 山口　英範 福原　祥平
TT富岡 新・蒼柴クラブ 卓龍会 あづまクラブ

八木　隆道 酒井　智之 鈴木   　亮
卓龍会 長・飯山クラブ 埼･E's

亀里　智永 藤田　芳樹 浅見　喬宏 北野　友貴
卓龍会 長･須坂卓翔会 埼･サイドエッジ one outs

菊地　晋悟 施　   宇哲 栗田　尚幸 増田　博紀
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ eldia 館林Zero One

牧野　貴成 大築　友洋 金子　隼己 岩永　和文
長・卓愛会 ＴＣ城東 卓龍会 埼･E's

中村　大輔 福田　知由 佐藤　正人 中場　裕明
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ あづまクラブ 新・謙信上越

牧野　貴成 大築　友洋 金子　隼己 岩永　和文
長・卓愛会 ＴＣ城東 卓龍会 埼･E's

高瀨健太郎 西村　卓士 長又　　 亮
埼･蝶友クラブ 神・シーズアスリート ＴＣ城東

亀里　智永 藤田　芳樹 浅見　喬宏 北野　友貴
卓龍会 長･須坂卓翔会 埼･サイドエッジ one outs

山田　　 光 今井　浩司 山口　英範 福原　祥平
TT富岡 新・蒼柴クラブ 卓龍会 あづまクラブ

中村　大輔 福田　知由 佐藤　正人 中場　裕明
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ あづまクラブ 新・謙信上越

菊地　晋悟 施　   宇哲 栗田　尚幸 増田　博紀
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ eldia 館林Zero One

八木　隆道 酒井　智之 鈴木   　亮
卓龍会 長・飯山クラブ 埼･E's

菊地　晋悟 施　   宇哲 栗田　尚幸 増田　博紀
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ eldia 館林Zero One

山田　　 光 今井　浩司 山口　英範 福原　祥平
TT富岡 新・蒼柴クラブ 卓龍会 あづまクラブ

高瀨健太郎 西村　卓士 長又　　 亮
埼･蝶友クラブ 神・シーズアスリート ＴＣ城東

中村　大輔 福田　知由 佐藤　正人 中場　裕明
ＴＣ城東 埼･蝶友クラブ あづまクラブ 新・謙信上越

牧野　貴成 大築　友洋 金子　隼己 岩永　和文
長・卓愛会 ＴＣ城東 卓龍会 埼･E's

亀里　智永 藤田　芳樹 浅見　喬宏 北野　友貴
卓龍会 長･須坂卓翔会 埼･サイドエッジ one outs

① 1 A-1

2 D-4

3 E-3

② 7 F-1

8 A-3

9 G-3

4 C-2

5 B-4

① 6 G-1

② 13 D-1

③・④ 14 C-1

10 B-2

11 E-2

12 C-3

18 D-3

19 E-4

20 G-2

15 F-3

16 B-3

17 A-2

24 D-2

25 C-4

③・④ 26 B-1

③・④ 21 E-1

22 A-4

23 F-2
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②　男子単４０歳代　決勝トーナメント ４×４＋３×１ ５－７　コート

佐藤　英明 五十嵐健二 関口　直道 岩井　大介
あづまクラブ 長・埴科クラブ 埼･彩松クラブ 富岡クラブ

羽野　晴彦 阿部　雅展 鈴木　正洋 富澤　英介
埼･熊谷ＴＴＦ 埼･E's ＴＣ城東 富卓会

熊谷　俊秀 風間　康二 地主　俊也 戸花　慶彦
高崎ベテラン 新・蒼柴クラブ 埼･上里クラブ 埼・COJI  COJI

今井　信之 中野　太智 小林　　 洋
埼・サイドエッジ 東・ZIZO倶楽部 新・柏崎ドリーム

新山　雄也 阿部　裕展 石川　洋幸 間瀬　浩直
ＴＣ城東 埼･E's one outs 埼･StrikerS

今井　信之 中野　太智 小林　　 洋
埼・サイドエッジ 東・ZIZO倶楽部 新・柏崎ドリーム

新山　雄也 阿部　裕展 石川　洋幸 間瀬　浩直
ＴＣ城東 埼･E's one outs 埼･StrikerS

熊谷　俊秀 風間　康二 地主　俊也 戸花　慶彦
高崎ベテラン 新・蒼柴クラブ 埼･上里クラブ 埼・COJI  COJI

佐藤　英明 五十嵐健二 関口　直道 岩井　大介
あづまクラブ 長・埴科クラブ 埼･彩松クラブ 富岡クラブ

羽野　晴彦 阿部　雅展 鈴木　正洋 富澤　英介
埼･熊谷ＴＴＦ 埼･E's ＴＣ城東 富卓会

熊谷　俊秀 風間　康二 地主　俊也 戸花　慶彦
高崎ベテラン 新・蒼柴クラブ 埼･上里クラブ 埼・COJI  COJI

新山　雄也 阿部　裕展 石川　洋幸 間瀬　浩直
ＴＣ城東 埼･E's one outs 埼･StrikerS

羽野　晴彦 阿部　雅展 鈴木　正洋 富澤　英介
埼･熊谷ＴＴＦ 埼･E's ＴＣ城東 富卓会

佐藤　英明 五十嵐健二 関口　直道 岩井　大介
あづまクラブ 長・埴科クラブ 埼･彩松クラブ 富岡クラブ

羽野　晴彦 阿部　雅展 鈴木　正洋 富澤　英介
埼･熊谷ＴＴＦ 埼･E's ＴＣ城東 富卓会

佐藤　英明 五十嵐健二 関口　直道 岩井　大介
あづまクラブ 長・埴科クラブ 埼･彩松クラブ 富岡クラブ

熊谷　俊秀 風間　康二 地主　俊也 戸花　慶彦
高崎ベテラン 新・蒼柴クラブ 埼･上里クラブ 埼・COJI  COJI

今井　信之 中野　太智 小林　　 洋
埼・サイドエッジ 東・ZIZO倶楽部 新・柏崎ドリーム

新山　雄也 阿部　裕展 石川　洋幸 間瀬　浩直
ＴＣ城東 埼･E's one outs 埼･StrikerS

⑤ 6 E-1

⑤ 1 A-1

2 D-4

3 C-2

7 B-3

8 C-3

9 A-4

4 E-2

5 B-2

12 B-4

13 D-3

14 A-2

⑥・⑦ 10 D-1

⑥・⑦ 11 C-1

18 E-3

⑥・⑦ 19 B-1

15 D-2

16 A-3

17 C-4
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③　男子単５０歳代　決勝トーナメント ４×５＋３×３ ８－１１　コート

酒井　文彰 羽二生悦郎 宍戸　寿雄 石井　紀昭
あづまクラブ 高崎ベテラン ＴＣ城東 ＧＤＴＣ

足利　　 衆 松重　康浩 山田　吉秀 小内　一郎
新・卓泳会 埼・Ｔ．とよさと ジャンブルTM 箕郷卓球

町田　政利 村田　知伸 林　　　　亨 三上　明宏
埼･彩松クラブ 神・日産追浜クラブ ジャンブルTM TTC日吉

須﨑　博治 井上　一夫 澤井　良一 斉藤　義則
神・美しが丘クラブ あづまクラブ 新・南魚いそクラブ 宮郷クラブ

藤井　弘行 武藤　友美 矢島　達男 椎根　信行
ONE OUTS ＴＣ城東 新・Rising Niigata 館林Zero One

佐藤　　 実 金子　　 修 野村　敬一
新・Rising Niigata 神・日産追浜クラブ SO-SO

狩野　浩和 矢島　稔章 堀口　昇男
新・謙信上越 ボブクラブ 群馬大学

町田　政利 村田　知伸 林　　　　亨 三上　明宏
埼･彩松クラブ 神・日産追浜クラブ ジャンブルTM TTC日吉

川村　設夫 八木　和佳 羽鳥　和典
あづまクラブ 卓龍会 下川クラブ

佐藤　　 実 金子　　 修 野村　敬一
新・Rising Niigata 神・日産追浜クラブ SO-SO

酒井　文彰 羽二生悦郎 宍戸　寿雄 石井　紀昭
あづまクラブ 高崎ベテラン ＴＣ城東 ＧＤＴＣ

藤井　弘行 武藤　友美 矢島　達男 椎根　信行
ONE OUTS ＴＣ城東 新・Rising Niigata 館林Zero One

狩野　浩和 矢島　稔章 堀口　昇男
新・謙信上越 ボブクラブ 群馬大学

須﨑　博治 井上　一夫 澤井　良一 斉藤　義則
神・美しが丘クラブ あづまクラブ 新・南魚いそクラブ 宮郷クラブ

足利　　 衆 松重　康浩 山田　吉秀 小内　一郎
新・卓泳会 埼・Ｔ．とよさと ジャンブルTM 箕郷卓球

須﨑　博治 井上　一夫 澤井　良一 斉藤　義則
神・美しが丘クラブ あづまクラブ 新・南魚いそクラブ 宮郷クラブ

藤井　弘行 武藤　友美 矢島　達男 椎根　信行
ONE OUTS ＴＣ城東 新・Rising Niigata 館林Zero One

足利　　 衆 松重　康浩 山田　吉秀 小内　一郎
新・卓泳会 埼・Ｔ．とよさと ジャンブルTM 箕郷卓球

酒井　文彰 羽二生悦郎 宍戸　寿雄 石井　紀昭
あづまクラブ 高崎ベテラン ＴＣ城東 ＧＤＴＣ

町田　政利 村田　知伸 林　　　　亨 三上　明宏
埼･彩松クラブ 神・日産追浜クラブ ジャンブルTM TTC日吉

川村　設夫 八木　和佳 羽鳥　和典
あづまクラブ 卓龍会 下川クラブ

佐藤　　 実 金子　　 修 野村　敬一
新・Rising Niigata 神・日産追浜クラブ SO-SO

川村　設夫 八木　和佳 羽鳥　和典
あづまクラブ 卓龍会 下川クラブ

須﨑　博治 井上　一夫 澤井　良一 斉藤　義則
神・美しが丘クラブ あづまクラブ 新・南魚いそクラブ 宮郷クラブ

町田　政利 村田　知伸 林　　　　亨 三上　明宏
埼･彩松クラブ 神・日産追浜クラブ ジャンブルTM TTC日吉

足利　　 衆 松重　康浩 山田　吉秀 小内　一郎
新・卓泳会 埼・Ｔ．とよさと ジャンブルTM 箕郷卓球

酒井　文彰 羽二生悦郎 宍戸　寿雄 石井　紀昭
あづまクラブ 高崎ベテラン ＴＣ城東 ＧＤＴＣ

狩野　浩和 矢島　稔章 堀口　昇男
新・謙信上越 ボブクラブ 群馬大学

藤井　弘行 武藤　友美 矢島　達男 椎根　信行
ONE OUTS ＴＣ城東 新・Rising Niigata 館林Zero One

⑧ 1 A-1

5 B-3

6 F-3

⑧ 7 H-1

2 D-4

3 E-4

4 C-2

11 A-3

12 B-2

13 H-2

⑨ 8 E-1

9 G-2

10 F-2

17 B-4

18 D-3

19 A-2

14 C-3

⑨ 15 D-1

⑩ 16 C-1

⑪ 23 G-1

24 C-4

25 E-2

20 E-3

21 G-3

⑩ 22 F-1

⑪ 29 B-1

26 D-2

27 A-4

28 H-3
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④　男子単６０歳代　決勝トーナメント ４×５＋３×１ １２－１５　コート

西島　　 勉 矢島　　 守 劔持　豊広 吉田　　 優
長・卓愛会 ボブクラブ 埼・シャインズ ＧＤＴＣ

関　　 一夫 室川　勝巳 大塚　義文 原澤　寛美
卓龍会 新・謙信上越 埼．リフレッシュ ジャンブルＴＭ

小沼　俊哉 福士　一郎 野口　憲一 菅沼　佳満
東・桜卓会 埼･彗星会 埼・Ｔ．とよさと 個人

木梨　博和 牛木　健一 秋山　芳弘 松井　　 司
千・スペースフレンドクラブ 新・南魚いそクラブ 埼･花卓ベテラン会 チーム鞍城

市川　　 潤 小池　静典 居川　　 豊
埼･彗星会 卓龍会 渋川東クラブ

金本　啓二 小島　一彦 青木マサアキ 若井　幸一
千・市原クラブ ボブクラブ 永明卓球クラブ 新・南魚いそクラブ

小沼　俊哉 福士　一郎 野口　憲一 菅沼　佳満
東・桜卓会 埼･彗星会 埼・Ｔ．とよさと 個人

西島　　 勉 矢島　　 守 劔持　豊広 吉田　　 優
長・卓愛会 ボブクラブ 埼・シャインズ ＧＤＴＣ

市川　　 潤 小池　静典 居川　　 豊
埼･彗星会 卓龍会 渋川東クラブ

金本　啓二 小島　一彦 青木マサアキ 若井　幸一
千・市原クラブ ボブクラブ 永明卓球クラブ 新・南魚いそクラブ

木梨　博和 牛木　健一 秋山　芳弘 松井　　 司
千・スペースフレンドクラブ 新・南魚いそクラブ 埼･花卓ベテラン会 チーム鞍城

関　　 一夫 室川　勝巳 大塚　義文 原澤　寛美
卓龍会 新・謙信上越 埼．リフレッシュ ジャンブルＴＭ

木梨　博和 牛木　健一 秋山　芳弘 松井　　 司
千・スペースフレンドクラブ 新・南魚いそクラブ 埼･花卓ベテラン会 チーム鞍城

金本　啓二 小島　一彦 青木マサアキ 若井　幸一
千・市原クラブ ボブクラブ 永明卓球クラブ 新・南魚いそクラブ

小沼　俊哉 福士　一郎 野口　憲一 菅沼　佳満
東・桜卓会 埼･彗星会 埼・Ｔ．とよさと 個人

西島　　 勉 矢島　　 守 劔持　豊広 吉田　　 優
長・卓愛会 ボブクラブ 埼・シャインズ ＧＤＴＣ

関　　 一夫 室川　勝巳 大塚　義文 原澤　寛美
卓龍会 新・謙信上越 埼．リフレッシュ ジャンブルＴＭ

市川　　 潤 小池　静典 居川　　 豊
埼･彗星会 卓龍会 渋川東クラブ

木梨　博和 牛木　健一 秋山　芳弘 松井　　 司
千・スペースフレンドクラブ 新・南魚いそクラブ 埼･花卓ベテラン会 チーム鞍城

関　　 一夫 室川　勝巳 大塚　義文 原澤　寛美
卓龍会 新・謙信上越 埼．リフレッシュ ジャンブルＴＭ

西島　　 勉 矢島　　 守 劔持　豊広 吉田　　 優
長・卓愛会 ボブクラブ 埼・シャインズ ＧＤＴＣ

小沼　俊哉 福士　一郎 野口　憲一 菅沼　佳満
東・桜卓会 埼･彗星会 埼・Ｔ．とよさと 個人

金本　啓二 小島　一彦 青木マサアキ 若井　幸一
千・市原クラブ ボブクラブ 永明卓球クラブ 新・南魚いそクラブ

⑫・⑬ 1 A-1

⑫・⑬ 7 E-1

2 D-4

3 E-4

4 C-2

8 A-3

9 F-2

10 B-3

5 F-3

6 B-2

14 B-4

15 E-2

16 A-2

11 C-3

⑫・⑬ 12 D-1

⑭・⑮ 13 C-1

20 D-3

21 A-4

22 E-3

17 D-2

⑭・⑮ 18 F-1

19 C-4

⑭・⑮ 23 B-1
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⑤　男子単６５歳代　決勝トーナメント ４×８＋３×３ １６－１８　コート

小倉国由紀 久保三知夫 阿部　哲夫 神戸　　 豊
神・明卓会 埼・シャインズ 新・南魚いそクラブ 高崎ピンポンズ

高橋　秀明 上原　義幸 佐瀬　満雄 外山　義典
神・chi-道場 卓龍会 埼・入間．個人 卓親会

岩佐　重久 小相沢徳一 近藤　幸男 金井　昭雄
新・Rising Niigata 長･東信木材センター 埼･岩卓会 卓親会

相沢　春男 岩井　孝夫 手塚　悦雄
新・謙信上越 ＴＣ城東 埼．リフレッシュ

峯村　　 洋 下　喜巳男 箱江　武詩 堀地　良男
長・卓愛会 埼．Ｔ．くまがや 富・ザ・モンスターズ 卓馬会

高松　信弘 坂井　　 守 鯨井　秀幸 今井　洋志
神・chi-道場 長･大森クラブ 埼･花卓ベテラン会 ＧＤＴＣ

伊藤　雄司 小林　　 猛 篠原　七郎
埼．Ｔ．くまがや ボブクラブ 富岡クラブ

岩野　克行 林　　 星舟 堤　 　康高
新・謙信上越 東・豊島杉の子 高崎ＡＰＨ

佐々木修一 石井　幸弘 樋渡     晃 伊藤　俊美
ＴＣ城東 埼･上里クラブ 千・個人 埼･深谷卓連

高井　和義 真鍋　和樹 木村　義弘 真白　幸徳
チーム鞍城 埼・シャインズ 長・卓愛会 埼･上武卓球クラブ

中山　清司 髙桑　広栄 福島　富夫 島袋　　 司
東・西東京ｸﾗﾌﾞ 新・出雲崎卓球クラブ 渋川東クラブ 埼･深谷卓連

佐々木修一 石井　幸弘 樋渡     晃 伊藤　俊美
ＴＣ城東 埼･上里クラブ 千・個人 埼･深谷卓連

峯村　　 洋 下　喜巳男 箱江　武詩 堀地　良男
長・卓愛会 埼．Ｔ．くまがや 富・ザ・モンスターズ 卓馬会

高松　信弘 坂井　　 守 鯨井　秀幸 今井　洋志
神・chi-道場 長･大森クラブ 埼･花卓ベテラン会 ＧＤＴＣ

中山　清司 髙桑　広栄 福島　富夫 島袋　　 司
東・西東京ｸﾗﾌﾞ 新・出雲崎卓球クラブ 渋川東クラブ 埼･深谷卓連

岩野　克行 林　　 星舟 堤　 　康高
新・謙信上越 東・豊島杉の子 高崎ＡＰＨ

岩佐　重久 小相沢徳一 近藤　幸男 金井　昭雄
新・Rising Niigata 長･東信木材センター 埼･岩卓会 卓親会

高井　和義 真鍋　和樹 木村　義弘 真白　幸徳
チーム鞍城 埼・シャインズ 長・卓愛会 埼･上武卓球クラブ

伊藤　雄司 小林　　 猛 篠原　七郎
埼．Ｔ．くまがや ボブクラブ 富岡クラブ

相沢　春男 岩井　孝夫 手塚　悦雄
新・謙信上越 ＴＣ城東 埼．リフレッシュ

小倉国由紀 久保三知夫 阿部　哲夫 神戸　　 豊
神・明卓会 埼・シャインズ 新・南魚いそクラブ 高崎ピンポンズ

高橋　秀明 上原　義幸 佐瀬　満雄 外山　義典
神・chi-道場 卓龍会 埼・入間．個人 卓親会

2 B-2

3 F-2

⑯ 4 I-1

⑯ 1 A-1

7 J-2

⑱ 8 K-1

9 C-2

⑰ 5 H-1

⑰ 6 E-1

13 H-2

14 E-2

15 D-2

10 G-2

⑱ 11 D-1

⑲・⑳ 12 C-1

㉑ 19 J-1

20 I-2

21 A-2

16 K-2

⑲・⑳ 17 F-1

⑲・⑳ 18 G-1

㉑ 22 B-1
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⑤　男子単６５歳代　コンソレーション １９－２１　コート

小倉国由紀 久保三知夫 阿部　哲夫 神戸　　 豊
神・明卓会 埼・シャインズ 新・南魚いそクラブ 高崎ピンポンズ

高井　和義 真鍋　和樹 木村　義弘 真白　幸徳
チーム鞍城 埼・シャインズ 長・卓愛会 埼･上武卓球クラブ

岩佐　重久 小相沢徳一 近藤　幸男 金井　昭雄
新・Rising Niigata 長･東信木材センター 埼･岩卓会 卓親会

相沢　春男 岩井　孝夫 手塚　悦雄
新・謙信上越 ＴＣ城東 埼．リフレッシュ

峯村　　 洋 下　喜巳男 箱江　武詩 堀地　良男
長・卓愛会 埼．Ｔ．くまがや 富・ザ・モンスターズ 卓馬会

高松　信弘 坂井　　 守 鯨井　秀幸 今井　洋志
神・chi-道場 長･大森クラブ 埼･花卓ベテラン会 ＧＤＴＣ

高橋　秀明 上原　義幸 佐瀬　満雄 外山　義典
神・chi-道場 卓龍会 埼・入間．個人 卓親会

岩野　克行 林　　 星舟 堤　 　康高
新・謙信上越 東・豊島杉の子 高崎ＡＰＨ

佐々木修一 石井　幸弘 樋渡     晃 伊藤　俊美
ＴＣ城東 埼･上里クラブ 千・個人 埼･深谷卓連

中山　清司 髙桑　広栄 福島　富夫 島袋　　 司
東・西東京ｸﾗﾌﾞ 新・出雲崎卓球クラブ 渋川東クラブ 埼･深谷卓連

佐々木修一 石井　幸弘 樋渡     晃 伊藤　俊美
ＴＣ城東 埼･上里クラブ 千・個人 埼･深谷卓連

峯村　　 洋 下　喜巳男 箱江　武詩 堀地　良男
長・卓愛会 埼．Ｔ．くまがや 富・ザ・モンスターズ 卓馬会

小倉国由紀 久保三知夫 阿部　哲夫 神戸　　 豊
神・明卓会 埼・シャインズ 新・南魚いそクラブ 高崎ピンポンズ

岩佐　重久 小相沢徳一 近藤　幸男 金井　昭雄
新・Rising Niigata 長･東信木材センター 埼･岩卓会 卓親会

高井　和義 真鍋　和樹 木村　義弘 真白　幸徳
チーム鞍城 埼・シャインズ 長・卓愛会 埼･上武卓球クラブ

伊藤　雄司 小林　　 猛 篠原　七郎
埼．Ｔ．くまがや ボブクラブ 富岡クラブ

中山　清司 髙桑　広栄 福島　富夫 島袋　　 司
東・西東京ｸﾗﾌﾞ 新・出雲崎卓球クラブ 渋川東クラブ 埼･深谷卓連

高松　信弘 坂井　　 守 鯨井　秀幸 今井　洋志
神・chi-道場 長･大森クラブ 埼･花卓ベテラン会 ＧＤＴＣ

高橋　秀明 上原　義幸 佐瀬　満雄 外山　義典
神・chi-道場 卓龍会 埼・入間．個人 卓親会

3 F-4

4 I-3

5 H-3

1 A-3

2 G-4

9 C-4

10 D-3

11 C-3

6 E-3

7 B-4

8 K-3

15 G-3

16 J-3

17 D-4

12 H-4

13 A-4

14 F-3

18 E-4

19 B-3
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⑥　男子単７０歳代　決勝トーナメント ４×６＋３×２ ２２－２４　コート

江原　和雄 小林　高雄 村田　 　隆 山崎　行雄
埼･彩松クラブ ボブクラブ 渋川東クラブ 埼･花卓ベテラン会

三ツ橋勝美 斉藤　　 博 田中 　　猛
玉村卓球クラブ 新・謙信上越 高崎ピンポンズ

高草木辰夫 蜂谷 　　剛　　 藤森　　 博 中島　吉男
卓杳会 神･大正同好会 長･大森クラブ 埼・シャインズ

立川　博通 高松　豊明 萩原　辰治
埼･寄居卓連 長・卓愛会 下川クラブ

小野　隆夫 小柳　　 健 齋藤　清司 高橋　哲夫
神・chi-道場 ＴＣ城東 埼･上武卓球クラブ 永明卓球クラブ

神宮　公次 須藤　順一 金井　五郎 宮澤　文一
埼･深谷卓連 高崎ピンポンズ 埼．リフレッシュ 玉村卓球クラブ

岡　　 誠治 湯浅　正幸 岡本　幸司 高橋　好信
神・松風クラブ 高崎ベテラン 埼･花卓ベテラン会 新・南魚いそクラブ

辻川　嘉彦 篠原　幸雄 鈴木　昭雄 藤原　周二
ＴＣ城東 埼･ウイング 新・南魚いそクラブ 埼．リフレッシュ

神宮　公次 須藤　順一 金井　五郎 宮澤　文一
埼･深谷卓連 高崎ピンポンズ 埼．リフレッシュ 玉村卓球クラブ

立川　博通 高松　豊明 萩原　辰治
埼･寄居卓連 長・卓愛会 下川クラブ

辻川　嘉彦 篠原　幸雄 鈴木　昭雄 藤原　周二
ＴＣ城東 埼･ウイング 新・南魚いそクラブ 埼．リフレッシュ

岡　　 誠治 湯浅　正幸 岡本　幸司 高橋　好信
神・松風クラブ 高崎ベテラン 埼･花卓ベテラン会 新・南魚いそクラブ

三ツ橋勝美 斉藤　　 博 田中 　　猛
玉村卓球クラブ 新・謙信上越 高崎ピンポンズ

江原　和雄 小林　高雄 村田　 　隆 山崎　行雄
埼･彩松クラブ ボブクラブ 渋川東クラブ 埼･花卓ベテラン会

小野　隆夫 小柳　　 健 齋藤　清司 高橋　哲夫
神・chi-道場 ＴＣ城東 埼･上武卓球クラブ 永明卓球クラブ

高草木辰夫 蜂谷 　　剛　　 藤森　　 博 中島　吉男
卓杳会 神･大正同好会 長･大森クラブ 埼・シャインズ

⑥　男子単７０歳代　コンソレーション ２５－２６　コート

江原　和雄 小林　高雄 村田　 　隆 山崎　行雄
埼･彩松クラブ ボブクラブ 渋川東クラブ 埼･花卓ベテラン会

岡　　 誠治 湯浅　正幸 岡本　幸司 高橋　好信
神・松風クラブ 高崎ベテラン 埼･花卓ベテラン会 新・南魚いそクラブ

高草木辰夫 蜂谷 　　剛　　 藤森　　 博 中島　吉男
卓杳会 神･大正同好会 長･大森クラブ 埼・シャインズ

小野　隆夫 小柳　　 健 齋藤　清司 高橋　哲夫
神・chi-道場 ＴＣ城東 埼･上武卓球クラブ 永明卓球クラブ

神宮　公次 須藤　順一 金井　五郎 宮澤　文一
埼･深谷卓連 高崎ピンポンズ 埼．リフレッシュ 玉村卓球クラブ

立川　博通 高松　豊明 萩原　辰治
埼･寄居卓連 長・卓愛会 下川クラブ

辻川　嘉彦 篠原　幸雄 鈴木　昭雄 藤原　周二
ＴＣ城東 埼･ウイング 新・南魚いそクラブ 埼．リフレッシュ

神宮　公次 須藤　順一 金井　五郎 宮澤　文一
埼･深谷卓連 高崎ピンポンズ 埼．リフレッシュ 玉村卓球クラブ

三ツ橋勝美 斉藤　　 博 田中 　　猛
玉村卓球クラブ 新・謙信上越 高崎ピンポンズ

辻川　嘉彦 篠原　幸雄 鈴木　昭雄 藤原　周二
ＴＣ城東 埼･ウイング 新・南魚いそクラブ 埼．リフレッシュ

岡　　 誠治 湯浅　正幸 岡本　幸司 高橋　好信
神・松風クラブ 高崎ベテラン 埼･花卓ベテラン会 新・南魚いそクラブ

江原　和雄 小林　高雄 村田　 　隆 山崎　行雄
埼･彩松クラブ ボブクラブ 渋川東クラブ 埼･花卓ベテラン会

小野　隆夫 小柳　　 健 齋藤　清司 高橋　哲夫
神・chi-道場 ＴＣ城東 埼･上武卓球クラブ 永明卓球クラブ

高草木辰夫 蜂谷 　　剛　　 藤森　　 博 中島　吉男
卓杳会 神･大正同好会 長･大森クラブ 埼・シャインズ

2 G-2

3 B-2

㉒ 4 H-1

㉒ 1 A-1

㉓・㉔ 8 D-1

㉓・㉔ 9 C-1

㉓・㉔ 5 E-1

6 C-2

7 F-2

㉕・㉖ 13 G-1

14 A-2

15 E-2

10 H-2

11 D-2

㉕・㉖ 12 F-1

3 B-4

4 E-3

5 C-4

㉕・㉖ 16 B-1

1 A-3

2 F-4

9 G-3

10 D-4

11 F-3

6 H-3

7 D-3

8 C-3

12 A-4

13 E-4

14 B-3
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⑦　男子単７５歳代　決勝トーナメント ４×３＋３×１ ２７－２８　コート

中村　提見 本間　　 進 篠原　保夫 久保田秋美
埼･サザンクロス あうとばうんず 埼･赤トンボ 卓新会

針谷　正紀 長瀬　武雄 大平　賢治 山浦　　 猛
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 新・南魚いそクラブ 埼･上武卓球クラブ

横山　　 明 宮本　　 喬 小林　岩男 飯塚　正司
鶴谷クラブ 埼･彗星会 月夜野クラブ 富岡クラブ

針谷　正紀 長瀬　武雄 大平　賢治 山浦　　 猛
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 新・南魚いそクラブ 埼･上武卓球クラブ

横山　　 明 宮本　　 喬 小林　岩男 飯塚　正司
鶴谷クラブ 埼･彗星会 月夜野クラブ 富岡クラブ

中村　提見 本間　　 進 篠原　保夫 久保田秋美
埼･サザンクロス あうとばうんず 埼･赤トンボ 卓新会

山岸　正道 藤橋日出夫 若林　孝範
群馬ベテラン会 埼･岩卓会 下川クラブ

横山　　 明 宮本　　 喬 小林　岩男 飯塚　正司
鶴谷クラブ 埼･彗星会 月夜野クラブ 富岡クラブ

針谷　正紀 長瀬　武雄 大平　賢治 山浦　　 猛
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 新・南魚いそクラブ 埼･上武卓球クラブ

山岸　正道 藤橋日出夫 若林　孝範
群馬ベテラン会 埼･岩卓会 下川クラブ

中村　提見 本間　　 進 篠原　保夫 久保田秋美
埼･サザンクロス あうとばうんず 埼･赤トンボ 卓新会

山岸　正道 藤橋日出夫 若林　孝範
群馬ベテラン会 埼･岩卓会 下川クラブ

横山　　 明 宮本　　 喬 小林　岩男 飯塚　正司
鶴谷クラブ 埼･彗星会 月夜野クラブ 富岡クラブ

中村　提見 本間　　 進 篠原　保夫 久保田秋美
埼･サザンクロス あうとばうんず 埼･赤トンボ 卓新会

針谷　正紀 長瀬　武雄 大平　賢治 山浦　　 猛
群馬ベテラン会 埼･彩松クラブ 新・南魚いそクラブ 埼･上武卓球クラブ

⑧男子単８０歳代・⑨８５歳以上　決勝トーナメント ４×２＋３×２ ２９－３０　コート

波田野秀夫 石松　   巖 磯西　   豪 中村　　 睦
埼･彩松クラブ 埼･岩卓会 新・南魚いそクラブ 新・南魚いそクラブ

小倉　　 剛 長南　秀雄 森　　 直樹
埼･彩松クラブ 群馬ベテラン会 森友会

和田　紘一 平賀　　 進 坂口　　 清 増村　和夫
神・球楽会 埼･上卓会 長･大森クラブ 埼･彩松クラブ

和田　紘一 平賀　　 進 坂口　　 清 増村　和夫
神・球楽会 埼･上卓会 長･大森クラブ 埼･彩松クラブ

小倉　　 剛 長南　秀雄 森　　 直樹
埼･彩松クラブ 群馬ベテラン会 森友会

波田野秀夫 石松　   巖 磯西　   豪 中村　　 睦
埼･彩松クラブ 埼･岩卓会 新・南魚いそクラブ 新・南魚いそクラブ

宮尾　堯功 瀬間　勝利 宮内　隆夫
長・川中島クラブ 高崎ベテラン会 埼･花卓ベテラン会

小倉　　 剛 長南　秀雄 森　　 直樹
埼･彩松クラブ 群馬ベテラン会 森友会

和田　紘一 平賀　　 進 坂口　　 清 増村　和夫
神・球楽会 埼･上卓会 長･大森クラブ 埼･彩松クラブ

宮尾　堯功 瀬間　勝利 宮内　隆夫
長・川中島クラブ 高崎ベテラン会 埼･花卓ベテラン会

波田野秀夫 石松　   巖 磯西　   豪 中村　　 睦
埼･彩松クラブ 埼･岩卓会 新・南魚いそクラブ 新・南魚いそクラブ

宮尾　堯功 瀬間　勝利 宮内　隆夫
長・川中島クラブ 高崎ベテラン会 埼･花卓ベテラン会

波田野秀夫 石松　   巖 磯西　   豪 中村　　 睦
埼･彩松クラブ 埼･岩卓会 新・南魚いそクラブ 新・南魚いそクラブ

和田　紘一 平賀　　 進 坂口　　 清 増村　和夫
神・球楽会 埼･上卓会 長･大森クラブ 埼･彩松クラブ

㉗ 1 A-1

2 B-3

3 C-2

㉗ 7 D-1

㉘ 8 C-1

4 B-2

5 C-3

6 A-4

12 D-2

13 C-4

14 A-3

9 B-4

10 D-3

11 A-2

2 C-3

3 B-3

4 B-2

㉘ 15 B-1

㉙ 1 A-1

㉚ 8 C-1

9 B-4

10 D-2

5 C-2

6 A-4

㉙ 7 D-1

㉚ 14 B-1

11 A-2

12 D-3

13 A-3
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⑩・⑪　女子単５０歳未満　決勝トーメント　　 ４×１＋３×３ ３１－３２　コート

加藤真理子 吉田三和子 福島　麻乃 上野菜々子
新・謙信上越 埼･小鹿野卓連 清友会 富卓会

割田有美佳 高橋　安美 藤吉　友紀
卓龍会 千・山口企画 埼･StrikerS

篠田　江里 赤岩美津子 千葉　友美
新・蒼柴クラブ 埼･小鹿野卓連 卓龍会

割田有美佳 高橋　安美 藤吉　友紀
卓龍会 千・山口企画 埼･StrikerS

篠田　江里 赤岩美津子 千葉　友美
新・蒼柴クラブ 埼･小鹿野卓連 卓龍会

加藤真理子 吉田三和子 福島　麻乃 上野菜々子
新・謙信上越 埼･小鹿野卓連 清友会 富卓会

秋澤　美恵 竹井由里子 清水　美里
栃・フレンドリー 埼．リフレッシュ ＴＣ城東

篠田　江里 赤岩美津子 千葉　友美
新・蒼柴クラブ 埼･小鹿野卓連 卓龍会

秋澤　美恵 竹井由里子 清水　美里
栃・フレンドリー 埼．リフレッシュ ＴＣ城東

加藤真理子 吉田三和子 福島　麻乃 上野菜々子
新・謙信上越 埼･小鹿野卓連 清友会 富卓会

加藤真理子 吉田三和子 福島　麻乃 上野菜々子
新・謙信上越 埼･小鹿野卓連 清友会 富卓会

秋澤　美恵 竹井由里子 清水　美里
栃・フレンドリー 埼．リフレッシュ ＴＣ城東

割田有美佳 高橋　安美 藤吉　友紀
卓龍会 千・山口企画 埼･StrikerS

㉛ 1 A-1

5 C-2

6 A-4

㉛ 7 D-1

2 B-3

3 C-3

4 B-2

11 A-3

12 D-3

㉜ 13 B-1

㉜ 8 C-1

9 D-2

10 A-2
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⑫　女子単５０歳代　決勝トーメント　　 ４×４+３×２ ３３－３５　コート

堀川千亜紀 寺元千佐子 野村　早苗 青木アンナ
神・chi-道場 埼･彗星会 SO-SO 永明卓球クラブ

堤　　 夏枝 川村　美奈 田子　里美
神・堤クラブ 埼･上里クラブ チームあじさい

山岸　美保 河西利恵子 手塚　和子 矢島富士子
千・市原クラブ 栃・フレンドリー 埼．リフレッシュ 富岡クラブ

小出小百合 村田　寿恵 田尻　洋子 畔見　寿子
長･須坂卓翔会 神・FAM IＬY 埼・Ｔ．とよさと 高崎ピンポンズ

藤生久美子 吉田　真弓 松本　典子 青木　リサ
卓龍会 神・球楽会 埼・COJI  COJI SONIC

二階堂之乃 髙木　美桂　 清水　洋子
栃・卓令会 埼・Ｔ．とよさと 卓親会

小出小百合 村田　寿恵 田尻　洋子 畔見　寿子
長･須坂卓翔会 神・FAM IＬY 埼・Ｔ．とよさと 高崎ピンポンズ

藤生久美子 吉田　真弓 松本　典子 青木　リサ
卓龍会 神・球楽会 埼・COJI  COJI SONIC

堤　　 夏枝 川村　美奈 田子　里美
神・堤クラブ 埼･上里クラブ チームあじさい

堀川千亜紀 寺元千佐子 野村　早苗 青木アンナ
神・chi-道場 埼･彗星会 SO-SO 永明卓球クラブ

山岸　美保 河西利恵子 手塚　和子 矢島富士子
千・市原クラブ 栃・フレンドリー 埼．リフレッシュ 富岡クラブ

小出小百合 村田　寿恵 田尻　洋子 畔見　寿子
長･須坂卓翔会 神・FAM IＬY 埼・Ｔ．とよさと 高崎ピンポンズ

二階堂之乃 髙木　美桂　 清水　洋子
栃・卓令会 埼・Ｔ．とよさと 卓親会

山岸　美保 河西利恵子 手塚　和子 矢島富士子
千・市原クラブ 栃・フレンドリー 埼．リフレッシュ 富岡クラブ

堀川千亜紀 寺元千佐子 野村　早苗 青木アンナ
神・chi-道場 埼･彗星会 SO-SO 永明卓球クラブ

藤生久美子 吉田　真弓 松本　典子 青木　リサ
卓龍会 神・球楽会 埼・COJI  COJI SONIC

堤　　 夏枝 川村　美奈 田子　里美
神・堤クラブ 埼･上里クラブ チームあじさい

堀川千亜紀 寺元千佐子 野村　早苗 青木アンナ
神・chi-道場 埼･彗星会 SO-SO 永明卓球クラブ

山岸　美保 河西利恵子 手塚　和子 矢島富士子
千・市原クラブ 栃・フレンドリー 埼．リフレッシュ 富岡クラブ

二階堂之乃 髙木　美桂　 清水　洋子
栃・卓令会 埼・Ｔ．とよさと 卓親会

小出小百合 村田　寿恵 田尻　洋子 畔見　寿子
長･須坂卓翔会 神・FAM IＬY 埼・Ｔ．とよさと 高崎ピンポンズ

藤生久美子 吉田　真弓 松本　典子 青木　リサ
卓龍会 神・球楽会 埼・COJI  COJI SONIC

4 C-2

5 B-2

㉝ 6 E-1

㉝ 1 A-1

2 F-3

3 D-4

10 A-4

㉞ 11 D-1

㉞ 12 C-1

7 C-3

8 B-3

9 F-2

16 B-4

㉟ 17 F-1

18 A-2

13 E-2

14 D-3

15 A-3

㉟ 22 B-1

19 D-2

20 E-3

21 C-4
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⑬　女子単６０歳代　決勝トーメント　　 ４×６ ３６－３８　コート

松﨑　友子 花岡由美子 内田　和子 石倉千恵子
埼．Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 清友会 すまいる

牧山　洋子 平野　美恵 金井　朝子 齊藤　　 恵
チームあじさい 栃・フレンドリー 長･大森クラブ 清友会

横田美佐子 藤井　君江 田近　純子 松本みどり
長･須坂卓翔会 チームあじさい 埼･深谷卓連 月夜野ピンポン

矢島　末美 栗原　和子 高橋　博子 中西有美子
清友会 藤岡クラブ 埼･ウイング 高崎ピンポンズ

南澤　重子 澤村　範子 柴崎　智子 狩野　一江
長･須坂卓翔会 神･大正同好会 埼．Ｔ．くまがや 秀卓会

吉澤　眞弓 藤木　秋子 木梨　清美 三澤智恵美
藤岡クラブ 東・卓精会 千・スペースフレンドクラブ ＧＤＴＣ

横田美佐子 藤井　君江 田近　純子 松本みどり
長･須坂卓翔会 チームあじさい 埼･深谷卓連 月夜野ピンポン

矢島　末美 栗原　和子 高橋　博子 中西有美子
清友会 藤岡クラブ 埼･ウイング 高崎ピンポンズ

南澤　重子 澤村　範子 柴崎　智子 狩野　一江
長･須坂卓翔会 神･大正同好会 埼．Ｔ．くまがや 秀卓会

吉澤　眞弓 藤木　秋子 木梨　清美 三澤智恵美
藤岡クラブ 東・卓精会 千・スペースフレンドクラブ ＧＤＴＣ

松﨑　友子 花岡由美子 内田　和子 石倉千恵子
埼．Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 清友会 すまいる

牧山　洋子 平野　美恵 金井　朝子 齊藤　　 恵
チームあじさい 栃・フレンドリー 長･大森クラブ 清友会

南澤　重子 澤村　範子 柴崎　智子 狩野　一江
長･須坂卓翔会 神･大正同好会 埼．Ｔ．くまがや 秀卓会

吉澤　眞弓 藤木　秋子 木梨　清美 三澤智恵美
藤岡クラブ 東・卓精会 千・スペースフレンドクラブ ＧＤＴＣ

松﨑　友子 花岡由美子 内田　和子 石倉千恵子
埼．Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 清友会 すまいる

横田美佐子 藤井　君江 田近　純子 松本みどり
長･須坂卓翔会 チームあじさい 埼･深谷卓連 月夜野ピンポン

牧山　洋子 平野　美恵 金井　朝子 齊藤　　 恵
チームあじさい 栃・フレンドリー 長･大森クラブ 清友会

矢島　末美 栗原　和子 高橋　博子 中西有美子
清友会 藤岡クラブ 埼･ウイング 高崎ピンポンズ

松﨑　友子 花岡由美子 内田　和子 石倉千恵子
埼．Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 清友会 すまいる

牧山　洋子 平野　美恵 金井　朝子 齊藤　　 恵
チームあじさい 栃・フレンドリー 長･大森クラブ 清友会

南澤　重子 澤村　範子 柴崎　智子 狩野　一江
長･須坂卓翔会 神･大正同好会 埼．Ｔ．くまがや 秀卓会

矢島　末美 栗原　和子 高橋　博子 中西有美子
清友会 藤岡クラブ 埼･ウイング 高崎ピンポンズ

横田美佐子 藤井　君江 田近　純子 松本みどり
長･須坂卓翔会 チームあじさい 埼･深谷卓連 月夜野ピンポン

吉澤　眞弓 藤木　秋子 木梨　清美 三澤智恵美
藤岡クラブ 東・卓精会 千・スペースフレンドクラブ ＧＤＴＣ

㊱ 1 A-1

5 C-3

6 B-2

㊱ 7 E-1

2 D-4

3 E-4

4 F-2

11 A-4

㊲ 12 D-1

㊲ 13 C-1

8 F-3

9 C-2

10 B-3

17 D-3

㊳ 18 F-1

19 A-2

14 B-4

15 A-3

16 E-2

23 E-3

㊳ 24 B-1

20 D-2

21 C-4

22 F-4
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⑬　女子単６５歳代　決勝トーメント　　 ４×５＋３×３ ３９－４２　コート

松澤　祐子 富井　　 操 広田　芳江 渡邉まつよ
埼．Ｔ．くまがや 秀卓会 新・南魚いそクラブ スーパー．ラッキー

川上恵美子 小林　節子 佐藤　弘子 中坪美津子
清友会 新・トラストTC 昴 卓親会

石塚　明子 小林　純子 加藤　昌代 白石　秀子
神・chi-道場 新・南魚いそクラブ 埼･上里クラブ 秀卓会

藤巻三栄子 林　 　妙子 須藤由美子 佐藤　和子
神・chi-道場 埼･岩卓会 栃・卓友会 新・南魚いそクラブ

小倉たか子 林　 とも江 鯨井　昌子 坂本　照子
神・もえぎ野 東・豊島杉の子 埼･花卓ベテラン会 スーパー．ラッキー

峯村　祐子 金井ひろみ 篠原美代子
長・卓愛会 埼・Ｔ．とよさと 富岡クラブ

飯塚さち子 金井　亜子 萩原富士子
秀卓会 長・ROKUMON 埼･深谷卓連

石塚　明子 小林　純子 加藤　昌代 白石　秀子
神・chi-道場 新・南魚いそクラブ 埼･上里クラブ 秀卓会

小林　光恵 千明　厚子 真白　真弓
新・謙信上越 チームあじさい 埼･上武卓球クラブ

峯村　祐子 金井ひろみ 篠原美代子
長・卓愛会 埼・Ｔ．とよさと 富岡クラブ

松澤　祐子 富井　　 操 広田　芳江 渡邉まつよ
埼．Ｔ．くまがや 秀卓会 新・南魚いそクラブ スーパー．ラッキー

小倉たか子 林　 とも江 鯨井　昌子 坂本　照子
神・もえぎ野 東・豊島杉の子 埼･花卓ベテラン会 スーパー．ラッキー

飯塚さち子 金井　亜子 萩原富士子
秀卓会 長・ROKUMON 埼･深谷卓連

藤巻三栄子 林　 　妙子 須藤由美子 佐藤　和子
神・chi-道場 埼･岩卓会 栃・卓友会 新・南魚いそクラブ

川上恵美子 小林　節子 佐藤　弘子 中坪美津子
清友会 新・トラストTC 昴 卓親会

藤巻三栄子 林　 　妙子 須藤由美子 佐藤　和子
神・chi-道場 埼･岩卓会 栃・卓友会 新・南魚いそクラブ

小倉たか子 林　 とも江 鯨井　昌子 坂本　照子
神・もえぎ野 東・豊島杉の子 埼･花卓ベテラン会 スーパー．ラッキー

川上恵美子 小林　節子 佐藤　弘子 中坪美津子
清友会 新・トラストTC 昴 卓親会

松澤　祐子 富井　　 操 広田　芳江 渡邉まつよ
埼．Ｔ．くまがや 秀卓会 新・南魚いそクラブ スーパー．ラッキー

石塚　明子 小林　純子 加藤　昌代 白石　秀子
神・chi-道場 新・南魚いそクラブ 埼･上里クラブ 秀卓会

小林　光恵 千明　厚子 真白　真弓
新・謙信上越 チームあじさい 埼･上武卓球クラブ

峯村　祐子 金井ひろみ 篠原美代子
長・卓愛会 埼・Ｔ．とよさと 富岡クラブ

小林　光恵 千明　厚子 真白　真弓
新・謙信上越 チームあじさい 埼･上武卓球クラブ

藤巻三栄子 林　 　妙子 須藤由美子 佐藤　和子
神・chi-道場 埼･岩卓会 栃・卓友会 新・南魚いそクラブ

石塚　明子 小林　純子 加藤　昌代 白石　秀子
神・chi-道場 新・南魚いそクラブ 埼･上里クラブ 秀卓会

川上恵美子 小林　節子 佐藤　弘子 中坪美津子
清友会 新・トラストTC 昴 卓親会

松澤　祐子 富井　　 操 広田　芳江 渡邉まつよ
埼．Ｔ．くまがや 秀卓会 新・南魚いそクラブ スーパー．ラッキー

飯塚さち子 金井　亜子 萩原富士子
秀卓会 長・ROKUMON 埼･深谷卓連

小倉たか子 林　 とも江 鯨井　昌子 坂本　照子
神・もえぎ野 東・豊島杉の子 埼･花卓ベテラン会 スーパー．ラッキー

㊴ 1 A-1

5 B-3

6 F-3

㊴ 7 H-1

2 D-4

3 E-4

4 C-2

11 A-3

12 B-2

13 H-2

㊵ 8 E-1

9 G-2

10 F-2

17 B-4

18 D-3

19 A-2

14 C-3

㊵ 15 D-1

㊶ 16 C-1

㊷ 23 G-1

24 C-4

25 E-2

20 E-3

21 G-3

㊶ 22 F-1

㊷ 29 B-1

26 D-2

27 A-4

28 H-3
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⑭　女子単７０歳代　決勝トーメント　　 ４×５ ４３－４５　コート

岩嶋　雪枝 上田ゆき江 小野澤幸子 上村　洋子
長・卓愛会 埼･ウイング 秀卓会 新・南魚いそクラブ

大貫千都子 湯田美栄子 小山田和子 石田　豊子
清友会 埼･花卓ベテラン会 秀卓会 長･ROKUMON

辻川美代子 茂木　幸江 松木　幸子 北川とみ江
みっくす 卓龍会 埼･Ｔ．くまがや SONIC

坂西　和枝 吉武さち子 小林ふみ江 守屋　澄江
新・南魚いそクラブ レディース太田 清友会 鶴谷クラブ

粂川せつ子 小倉　幸子 小林　公子 岡田　政江
神・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 チームあじさい 藤岡クラブ みっくす

辻川美代子 茂木　幸江 松木　幸子 北川とみ江
みっくす 卓龍会 埼･Ｔ．くまがや SONIC

坂西　和枝 吉武さち子 小林ふみ江 守屋　澄江
新・南魚いそクラブ レディース太田 清友会 鶴谷クラブ

岩嶋　雪枝 上田ゆき江 小野澤幸子 上村　洋子
長・卓愛会 埼･ウイング 秀卓会 新・南魚いそクラブ

粂川せつ子 小倉　幸子 小林　公子 岡田　政江
神・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 チームあじさい 藤岡クラブ みっくす

大貫千都子 湯田美栄子 小山田和子 石田　豊子
清友会 埼･花卓ベテラン会 秀卓会 長･ROKUMON

坂西　和枝 吉武さち子 小林ふみ江 守屋　澄江
新・南魚いそクラブ レディース太田 清友会 鶴谷クラブ

粂川せつ子 小倉　幸子 小林　公子 岡田　政江
神・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 チームあじさい 藤岡クラブ みっくす

大貫千都子 湯田美栄子 小山田和子 石田　豊子
清友会 埼･花卓ベテラン会 秀卓会 長･ROKUMON

辻川美代子 茂木　幸江 松木　幸子 北川とみ江
みっくす 卓龍会 埼･Ｔ．くまがや SONIC

岩嶋　雪枝 上田ゆき江 小野澤幸子 上村　洋子
長・卓愛会 埼･ウイング 秀卓会 新・南魚いそクラブ

大貫千都子 湯田美栄子 小山田和子 石田　豊子
清友会 埼･花卓ベテラン会 秀卓会 長･ROKUMON

岩嶋　雪枝 上田ゆき江 小野澤幸子 上村　洋子
長・卓愛会 埼･ウイング 秀卓会 新・南魚いそクラブ

坂西　和枝 吉武さち子 小林ふみ江 守屋　澄江
新・南魚いそクラブ レディース太田 清友会 鶴谷クラブ

辻川美代子 茂木　幸江 松木　幸子 北川とみ江
みっくす 卓龍会 埼･Ｔ．くまがや SONIC

粂川せつ子 小倉　幸子 小林　公子 岡田　政江
神・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 チームあじさい 藤岡クラブ みっくす

㊸・㊹ 1 A-1

5 B-2

㊸・㊹ 6 E-1

7 C-3

2 D-4

3 E-4

4 C-2

㊺ 11 C-1

12 B-4

13 D-3

8 A-4

9 B-3

㊸・㊹ 10 D-1

17 A-3

18 C-4

19 E-3

14 E-2

15 A-2

16 D-2

㊺ 20 B-1
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⑯女子単７５歳代　決勝トーメント　　 ４×１+３×３ ４６－４７　コート

廣瀬あい子 藤井　順子 坂田しず江 佐藤　芳子
アイリス 新・南魚いそクラブ 卓親会 秀卓会

髙橋　澄子 松本いち子 戸部　芳枝
新・ＥＦＴＣ 富岡クラブ ＴＴ秋桜

下山とみ枝 山口　章江 小山　勝子
清友会 埼･花卓ベテラン会 新・南魚いそクラブ

髙橋　澄子 松本いち子 戸部　芳枝
新・ＥＦＴＣ 富岡クラブ ＴＴ秋桜

下山とみ枝 山口　章江 小山　勝子
清友会 埼･花卓ベテラン会 新・南魚いそクラブ

廣瀬あい子 藤井　順子 坂田しず江 佐藤　芳子
アイリス 新・南魚いそクラブ 卓親会 秀卓会

森田美佐子 木津タミ子 辻田　和子
岩神卓球クラブ 新・ぽらりす 卓新会

下山とみ枝 山口　章江 小山　勝子
清友会 埼･花卓ベテラン会 新・南魚いそクラブ

森田美佐子 木津タミ子 辻田　和子
岩神卓球クラブ 新・ぽらりす 卓新会

廣瀬あい子 藤井　順子 坂田しず江 佐藤　芳子
アイリス 新・南魚いそクラブ 卓親会 秀卓会

廣瀬あい子 藤井　順子 坂田しず江 佐藤　芳子
アイリス 新・南魚いそクラブ 卓親会 秀卓会

森田美佐子 木津タミ子 辻田　和子
岩神卓球クラブ 新・ぽらりす 卓新会

髙橋　澄子 松本いち子 戸部　芳枝
新・ＥＦＴＣ 富岡クラブ ＴＴ秋桜

⑰女子単８０歳代・⑱女子85歳以上　決勝トーメント ４８　コート

三嶋　好野 中山　市子 佐藤日出子 小林　全代
埼・Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 新・南魚いそクラブ 埼･赤トンボ

廣井　恵子 永木　頌子 上村トシイ 阿部　洋子
埼・Ｔ．くまがや 伊勢崎市民クラブ 新・南魚いそクラブ 個人

三嶋　好野 中山　市子 佐藤日出子 小林　全代
埼・Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 新・南魚いそクラブ 埼･赤トンボ

廣井　恵子 永木　頌子 上村トシイ 阿部　洋子
埼・Ｔ．くまがや 伊勢崎市民クラブ 新・南魚いそクラブ 個人

三嶋　好野 中山　市子 佐藤日出子 小林　全代
埼・Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 新・南魚いそクラブ 埼･赤トンボ

廣井　恵子 永木　頌子 上村トシイ 阿部　洋子
埼・Ｔ．くまがや 伊勢崎市民クラブ 新・南魚いそクラブ 個人

三嶋　好野 中山　市子 佐藤日出子 小林　全代
埼・Ｔ．くまがや 長・ROKUMON 新・南魚いそクラブ 埼･赤トンボ

廣井　恵子 永木　頌子 上村トシイ 阿部　洋子
埼・Ｔ．くまがや 伊勢崎市民クラブ 新・南魚いそクラブ 個人

2 B-3

3 C-3

4 B-2

㊻ 1 A-1

㊼ 8 C-1

9 D-2

10 A-2

5 C-2

6 A-4

㊻ 7 D-1

㊽ 1 A-1

2 B-4

3 A-3

11 A-3

12 D-3

㊼ 13 B-1

7 A-4

㊽ 8 B-1

4 B-2

5 A-2

6 B-3
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第３９回関東オープンベテラン卓球大会組合せ（混合ダブルス）

⑲⑳混合複100歳未満　決勝トーナメント ２×２＋３×３ １－４　コート

藤井・加藤 富澤・箕田
ONE OUTS/新・謙信上越 富卓会

今井・篠田 新山・清水 間瀬・藤吉
新・蒼柴クラブ ＴＣ城東 埼･StrikerS

栗田・千葉 浅見・吉田 秋澤・河西
eldia/卓龍会 埼･サイドエッジ/埼･小鹿野卓連 栃・フレンドリー

八木・割田 戸花・松本
卓龍会 埼・COJI  COJI

今井・篠田 新山・清水 間瀬・藤吉
新・蒼柴クラブ ＴＣ城東 埼･StrikerS

山田・藤生 今井・赤岩 三上・上野
TT富岡/卓龍会 埼･サイドエッジ/埼･小鹿野卓連 TTC日吉/富卓会

今井・篠田 新山・清水 間瀬・藤吉
新・蒼柴クラブ ＴＣ城東 埼･StrikerS

山田・藤生 今井・赤岩 三上・上野
TT富岡/卓龍会 埼･サイドエッジ/埼･小鹿野卓連 TTC日吉/富卓会

藤井・加藤 富澤・箕田
ONE OUTS/新・謙信上越 富卓会

栗田・千葉 浅見・吉田 秋澤・河西
eldia/卓龍会 埼･サイドエッジ/埼･小鹿野卓連 栃・フレンドリー

山田・藤生 今井・赤岩 三上・上野
TT富岡/卓龍会 埼･サイドエッジ/埼･小鹿野卓連 TTC日吉/富卓会

栗田・千葉 浅見・吉田 秋澤・河西
eldia/卓龍会 埼･サイドエッジ/埼･小鹿野卓連 栃・フレンドリー

八木・割田 戸花・松本
卓龍会 埼・COJI  COJI

① 1 A-1

2 C-3

3 E-2

③ 7 C-1

8 D-2

9 A-2

4 B-2

5 C-2

② 6 D-1

① 13 B-1

④ 10 E-1

11 D-3

12 E-3
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㉑混合複１００歳代　決勝トーナメント 2×２＋３×６ ６－１３　コート

矢島・矢島 福士・寺元
ボブクラブ/清友会 埼･彗星会

小沼・小沼 川村・川村 佐々木・長棟
東・桜卓会 あづまクラブ/埼･上里クラブ 埼･彩松クラブ/チームあじさい

金本・山岸 長又・岡田 羽二生・松本
千・市原クラブ ＴＣ城東/みっくす 高崎ベテラン/月夜野ピンポン

松重・髙木 大塚・竹井
埼・Ｔ．とよさと 埼．リフレッシュ

羽野・松﨑 矢島・藤木 鈴木・田子
埼･熊谷ＴＴＦ/埼．Ｔ．くまがや 新・Rising Niigata/東・卓精会 ＴＣ城東/チームあじさい

野村・野村 小島・福島 熊谷・茂木
SO-SO ボブクラブ/清友会 高崎ベテラン/卓龍会

金本・山岸 長又・岡田 羽二生・松本
千・市原クラブ ＴＣ城東/みっくす 高崎ベテラン/月夜野ピンポン

羽野・松﨑 矢島・藤木 鈴木・田子
埼･熊谷ＴＴＦ/埼．Ｔ．くまがや 新・Rising Niigata/東・卓精会 ＴＣ城東/チームあじさい

小沼・小沼 川村・川村 佐々木・長棟
東・桜卓会 あづまクラブ/埼･上里クラブ 埼･彩松クラブ/チームあじさい

村田・村田 武藤・牧山 岩井・加藤
神・日産追浜クラブ/神・FAM IＬY ＴＣ城東/チームあじさい 富岡クラブ/埼・上里クラブ

須﨑・堤 宍戸・高橋 青木・青木
神・美しが丘クラブ・神・堤クラブ ＴＣ城東/埼･ウイング 永明卓球クラブ

金本・山岸 長又・岡田 羽二生・松本
千・市原クラブ ＴＣ城東/みっくす 高崎ベテラン/月夜野ピンポン

羽野・松﨑 矢島・藤木 鈴木・田子
埼･熊谷ＴＴＦ/埼．Ｔ．くまがや 新・Rising Niigata/東・卓精会 ＴＣ城東/チームあじさい

村田・村田 武藤・牧山 岩井・加藤
神・日産追浜クラブ/神・FAM IＬY ＴＣ城東/チームあじさい 富岡クラブ/埼・上里クラブ

須﨑・堤 宍戸・高橋 青木・青木
神・美しが丘クラブ・神・堤クラブ ＴＣ城東/埼･ウイング 永明卓球クラブ

野村・野村 小島・福島 熊谷・茂木
SO-SO ボブクラブ/清友会 高崎ベテラン/卓龍会

小沼・小沼 川村・川村 佐々木・長棟
東・桜卓会 あづまクラブ/埼･上里クラブ 埼･彩松クラブ/チームあじさい

村田・村田 武藤・牧山 岩井・加藤
神・日産追浜クラブ/神・FAM IＬY ＴＣ城東/チームあじさい 富岡クラブ/埼・上里クラブ

矢島・矢島 福士・寺元
ボブクラブ/清友会 埼･彗星会

須﨑・堤 宍戸・高橋 青木・青木
神・美しが丘クラブ・神・堤クラブ ＴＣ城東/埼･ウイング 永明卓球クラブ

野村・野村 小島・福島 熊谷・茂木
SO-SO ボブクラブ/清友会 高崎ベテラン/卓龍会

松重・髙木 大塚・竹井
埼・Ｔ．とよさと 埼．リフレッシュ

⑥ 1 A-1

⑦ 5 H-1

⑧ 6 E-1

2 F-3

3 C-3

4 B-2

10 G-2

⑨ 11 D-1

⑪ 12 C-1

7 C-2

8 H-3

9 F-2

16 E-2

⑫ 17 F-1

⑬ 18 G-1

13 H-2

14 G-3

15 D-2

⑥ 22 B-1

19 A-2

20 D-3

21 E-3
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㉒混合複１２０歳代決勝トーナメント ３×６ １５－２１　コート

高橋・堀川 久保・田尻 金井・清水
神・chi-道場 埼・シャインズ/埼・Ｔ．とよさと 卓親会

木梨・木梨 二階堂・平野 今井・三澤
千・スペースフレンドクラブ 栃・卓令会/栃・フレンドリー ＧＤＴＣ

岩井・吉澤 室川・小林 萩原・矢島
ＴＣ城東/藤岡クラブ 新・謙信上越 下川クラブ/富岡クラブ

工藤・工藤 居川・藤井 手塚・手塚
あうとばうんず/コメット 渋川東クラブ/チームあじさい 埼．リフレッシュ

伊藤・柴崎 矢島・齊藤 小内・須藤
埼．Ｔ．くまがや ボブクラブ/清友会 箕郷卓球/栃・卓友会

岩井・吉澤 室川・小林 萩原・矢島
ＴＣ城東/藤岡クラブ 新・謙信上越 下川クラブ/富岡クラブ

木梨・木梨 二階堂・平野 今井・三澤
千・スペースフレンドクラブ 栃・卓令会/栃・フレンドリー ＧＤＴＣ

小相沢・花岡 堤・内田 田中・畔見
長・東信木材センター/長・ROKUMON 高崎ＡＰＨ/清友会 高崎ピンポンズ

工藤・工藤 居川・藤井 手塚・手塚
あうとばうんず/コメット 渋川東クラブ/チームあじさい 埼．リフレッシュ

木梨・木梨 二階堂・平野 今井・三澤
千・スペースフレンドクラブ 栃・卓令会/栃・フレンドリー ＧＤＴＣ

高橋・堀川 久保・田尻 金井・清水
神・chi-道場 埼・シャインズ/埼・Ｔ．とよさと 卓親会

伊藤・柴崎 矢島・齊藤 小内・須藤
埼．Ｔ．くまがや ボブクラブ/清友会 箕郷卓球/栃・卓友会

小相沢・花岡 堤・内田 田中・畔見
長・東信木材センター/長・ROKUMON 高崎ＡＰＨ/清友会 高崎ピンポンズ

高橋・堀川 久保・田尻 金井・清水
神・chi-道場 埼・シャインズ/埼・Ｔ．とよさと 卓親会

岩井・吉澤 室川・小林 萩原・矢島
ＴＣ城東/藤岡クラブ 新・謙信上越 下川クラブ/富岡クラブ

小相沢・花岡 堤・内田 田中・畔見
長・東信木材センター/長・ROKUMON 高崎ＡＰＨ/清友会 高崎ピンポンズ

工藤・工藤 居川・藤井 手塚・手塚
あうとばうんず/コメット 渋川東クラブ/チームあじさい 埼．リフレッシュ

伊藤・柴崎 矢島・齊藤 小内・須藤
埼．Ｔ．くまがや ボブクラブ/清友会 箕郷卓球/栃・卓友会

⑮ 1 A-1

5 B-2

⑯ 6 E-1

7 C-2

2 C-3

3 E-3

4 D-2

11 A-3

12 B-3

⑳ 13 F-1

8 F-2

⑰ 9 D-1

⑲ 10 C-1

17 D-3

㉑ 18 B-1

14 A-2

15 E-2

16 F-3
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㉓混合複１３０歳代　決勝トーナメント ２×２＋３×６ ２３－３０　コート

小倉・小倉 高草木・佐藤
神・明卓会/神・もえぎ野 卓杳会/昴

小野・藤巻 須藤・中西 島袋・萩原
神・chi-道場 高崎ピンポンズ 埼･深谷卓連

佐々木・相﨑 藤森・金井 中島・石倉
ＴＣ城東/チームあじさい 長・大森クラブ/長・ROKUMON 埼・シャインズ/すまいる

下・松澤 高松・石塚
埼．Ｔ．くまがや 神・chi-道場

小柳・栗原 劔持・金井 齋藤・真白
ＴＣ城東/藤岡クラブ 埼・シャインズ/埼・Ｔ．とよさと 埼･上武卓球クラブ

真鍋・飯塚 林・林 篠原・篠原
埼・シャインズ/秀卓会 東・豊島杉の子 富岡クラブ

佐々木・相﨑 藤森・金井 中島・石倉
ＴＣ城東/チームあじさい 長・大森クラブ/長・ROKUMON 埼・シャインズ/すまいる

小柳・栗原 劔持・金井 齋藤・真白
ＴＣ城東/藤岡クラブ 埼・シャインズ/埼・Ｔ．とよさと 埼･上武卓球クラブ

小野・藤巻 須藤・中西 島袋・萩原
神・chi-道場 高崎ピンポンズ 埼･深谷卓連

蜂谷・澤村 福島・千明 鯨井・鯨井
神･大正同好会 渋川東クラブ/チームあじさい 埼･花卓ベテラン会

小林・吉武 安藤・富井 外山・中坪
ボブクラブ/レディース太田 ボブクラブ/秀卓会 卓親会

佐々木・相﨑 藤森・金井 中島・石倉
ＴＣ城東/チームあじさい 長・大森クラブ/長・ROKUMON 埼・シャインズ/すまいる

小柳・栗原 劔持・金井 齋藤・真白
ＴＣ城東/藤岡クラブ 埼・シャインズ/埼・Ｔ．とよさと 埼･上武卓球クラブ

蜂谷・澤村 福島・千明 鯨井・鯨井
神･大正同好会 渋川東クラブ/チームあじさい 埼･花卓ベテラン会

小林・吉武 安藤・富井 外山・中坪
ボブクラブ/レディース太田 ボブクラブ/秀卓会 卓親会

真鍋・飯塚 林・林 篠原・篠原
埼・シャインズ/秀卓会 東・豊島杉の子 富岡クラブ

小野・藤巻 須藤・中西 島袋・萩原
神・chi-道場 高崎ピンポンズ 埼･深谷卓連

蜂谷・澤村 福島・千明 鯨井・鯨井
神･大正同好会 渋川東クラブ/チームあじさい 埼･花卓ベテラン会

小倉・小倉 高草木・佐藤
神・明卓会/神・もえぎ野 卓杳会/昴

小林・吉武 安藤・富井 外山・中坪
ボブクラブ/レディース太田 ボブクラブ/秀卓会 卓親会

真鍋・飯塚 林・林 篠原・篠原
埼・シャインズ/秀卓会 東・豊島杉の子 富岡クラブ

下・松澤 高松・石塚
埼．Ｔ．くまがや 神・chi-道場

㉓ 1 A-1

㉔ 5 H-1

㉕ 6 E-1

2 F-3

3 C-3

4 B-2

10 G-2

㉖ 11 D-1

㉘ 12 C-1

7 C-2

8 H-3

9 F-2

16 E-2

㉙ 17 F-1

㉚ 18 G-1

13 H-2

14 G-3

15 D-2

㉓ 22 B-1

19 A-2

20 D-3

21 E-3
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㉔混合複１４０歳代　決勝トーナメント 2×1＋3×５ ３２－３８　コート

篠原・上田 小林・小倉
埼･ウイング 月夜野クラブ/チームあじさい

辻川・辻川 本間・川上 中山・金井
ＴＣ城東/みっくす あうとばうんず/清友会 長・ROKUMON/長・大森クラブ

野口・今泉 和田・吉田 尾池・北爪
埼・Ｔ．とよさと 神・球楽会 森友会

中山・粂川 堀地・廣瀬 若林・江川
東・西東京ｸﾗﾌ/神・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓馬会/アイリス 下川クラブ

横山・守屋 湯浅・松井 岡本・湯田
鶴谷クラブ 高崎ベテラン/下川クラブ 埼･花卓ベテラン会

野口・今泉 和田・吉田 尾池・北爪
埼・Ｔ．とよさと 神・球楽会 森友会

辻川・辻川 本間・川上 中山・金井
ＴＣ城東/みっくす あうとばうんず/清友会 長・ROKUMON/長・大森クラブ

横山・守屋 湯浅・松井 岡本・湯田
鶴谷クラブ 高崎ベテラン/下川クラブ 埼･花卓ベテラン会

神宮・松木 高井・下山 山崎・山口
埼･深谷卓連/埼･Ｔ．くまがや チーム鞍城/清友会 埼･花卓ベテラン会

辻川・辻川 本間・川上 中山・金井
ＴＣ城東/みっくす あうとばうんず/清友会 長・ROKUMON/長・大森クラブ

中山・粂川 堀地・廣瀬 若林・江川
東・西東京ｸﾗﾌ/神・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓馬会/アイリス 下川クラブ

神宮・松木 高井・下山 山崎・山口
埼･深谷卓連/埼･Ｔ．くまがや チーム鞍城/清友会 埼･花卓ベテラン会

中山・粂川 堀地・廣瀬 若林・江川
東・西東京ｸﾗﾌ/神・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓馬会/アイリス 下川クラブ

篠原・上田 小林・小倉
埼･ウイング 月夜野クラブ/チームあじさい

野口・今泉 和田・吉田 尾池・北爪
埼・Ｔ．とよさと 神・球楽会 森友会

神宮・松木 高井・下山 山崎・山口
埼･深谷卓連/埼･Ｔ．くまがや チーム鞍城/清友会 埼･花卓ベテラン会

横山・守屋 湯浅・松井 岡本・湯田
鶴谷クラブ 高崎ベテラン/下川クラブ 埼･花卓ベテラン会

㉕混合複１５０歳代　決勝トーナメント ２×２＋３×１ ３９－４０　コート

立川・三嶋 久保田・辻田
埼･寄居卓連/埼･Ｔ．くまがや 卓新会

小林・永木 関口・小林 飯塚・松本
ボブクラブ/伊勢崎市民クラブ グリーンクラブ/藤岡クラブ 富岡クラブ

長南・大貫 瀬間・森田
群馬ベテラン会/清友会 高崎ベテラン会/岩神卓球クラブ

小林・永木 関口・小林 飯塚・松本
ボブクラブ/伊勢崎市民クラブ グリーンクラブ/藤岡クラブ 富岡クラブ

立川・三嶋 久保田・辻田
埼･寄居卓連/埼･Ｔ．くまがや 卓新会

小林・永木 関口・小林 飯塚・松本
ボブクラブ/伊勢崎市民クラブ グリーンクラブ/藤岡クラブ 富岡クラブ

長南・大貫 瀬間・森田
群馬ベテラン会/清友会 高崎ベテラン会/岩神卓球クラブ

㉖混合複１６０歳以上　決勝リーグ ４２　コート

針谷・廣井 大貫・森田 篠原・小林
群馬ベテラン会/埼・Ｔ．くまがや 群馬ベテラン会/岩神卓球クラブ 埼･赤トンボ

上杉・大澤
下川クラブ

㉜ 1 A-1

5 B-２

㉝ 6 E-1

7 C-2

2 C-3

3 E-3

4 F-2

㊲ 13 F-1

8 B-3

㉞ 9 D-1

㊱ 10 C-1

14 A-2

15 E-2

16 D-3

11 F-3

12 D-2

2 C-2

3 B-2

㊵ 4 C-1

㊳ 17 B-1

㉜ 1 A-1

1 2 3

4

5 A-2

6 C-3

㉜ 7 B-1
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　（１） 本日の試合は現行の日本卓球ルールに基づいて行います。ただし、タイムアウトは

適用しません。また、以下のローカルルールを適用し、「Ⅱ　感染症対策」を実施します。

a）男女単、混合複ともに予選リーグは３ゲームズマッチとします。

b) リーグ戦でゲーム率まで計算して同じ場合、年齢が高い選手を上位とします。

c）混合複において、異なる服装でもよいこととします。

　また、ルールに準じる服装は認めます。疑問がある場合は審判長が判断します。

d）試合前の練習はチェンジエンドなし３本（できるだけ短時間で）とします。

　（２） 開会式終了後、所定のコートに集合し、試合順序にそって試合を進めます。

コート責任者は全試合の運営に責任を持ちます。

記録票は、コートの所に置かず、記録票置き場に置いて下さい。

　（３） ポイントを記録する必要はありません。試合記録は　３－０、３－１、３－２（例）　と記入して下さい。

　（４） 表彰は下記の表のとおりとします。

　Ⅱ　感染症対策

　（１）「ラケット交換はなし」とします。（ラバー種類等をお互い伝え合ってください。）

　（２）「試合前後の握手はなし」とします。（挨拶のみとしてください）

　（３）競技中以外はマスクを着用してください。

　（４）２コートに一か所、消毒液を設置します。（手の除菌等に使用してください。）

　（５）プレー中はできる限り声を出さないようにしてください。

　（６）応援は声を出さずに拍手のみとしてください。

　（７）カウンターを使用しますが、必要に応じて、用意したビニール手袋を使用してください。

　（８）お互いに適切な距離を保ち、密にならないようにしてください。

　（９）競技場入口を開放し、換気するようにします。

単 複 単優勝 複優勝 単準優勝 複準優勝 単３位 複３位 単５位 複５位 敢闘賞 合計

1 男子単３０歳代 26 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

2 男子単４０歳代 19 * 1 * 1 * 2 * * * * 4

3 男子単５０歳代 29 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

4 男子単６０歳代 23 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

5 男子単６５歳代 41 * 1 * 1 * 2 * 4 * 2 10

6 男子単７０歳代 30 * 1 * 1 * 2 * 4 * 2 10

7 男子単７５歳代 15 * 1 * 1 * 2 * * * * 4

8 男子単８０歳代 11 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

9 男子単８５歳以上 3 * 1 * 1 * 1 * * * * 3

10 6 *

11 7 *

12 女子単５０歳代 22 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

13 女子単６０歳代 24 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

14 女子単６５歳代 29 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

15 女子単７０歳代 20 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

16 女子単７５歳代 13 * 1 * 1 * 2 * * * * 4

17 女子単８０歳代 7 * 1 * 1 * 2 * 4 * * 8

18 女子単８５歳以上 1 * 1 * * * * * * * * 1

19 * 4

20 * 9

21 混合複１００歳代 * 22 * 2 * 2 * 4 * 8 * 16

22 混合複１2０歳代 * 18 * 2 * 2 * 4 * * * 8

23 混合複１３０歳代 * 22 * 2 * 2 * 4 * 8 * 16

24 混合複１４０歳代 * 17 * 2 * 2 * 4 * * * 8

25 混合複１５０歳代 * 7 * 2 * 2 * 4 * * * 8

26 混合複１６０歳以上 * 4 * 2 * 2 * 2 * * 2 8

326 103 17 14 16 14 31 26 44 16 6 184

複の入賞者数は１組を２人で表示

第３９回関東オープンベテラン卓球大会賞状・賞品授与数

合　　　　計

大 会 参 加 の 皆 さ ん へ

　Ⅰ　大会運営等について

番号
参加者・組数 入　　　　賞　　　　者　　　　数

4**2*1

8*4

女子単５０歳未満

混合複１００歳未満

種　  目　  名

1

* **

***

*2 *2
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