
R2年02月11日（火）　ヨーラ杯川崎オープンラージボール卓球大会
入賞者

上　　　位

山田 昭仁 JOOLA 丸山 明彦 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 小西 充 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 高野 賢治 卓泳会

小長井 千恵子 JOOLA 若杉 百花 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 外山 愛 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 富所 美帆 卓泳会

永富 敏行 ＪＯＯＬＡ

川中 順子 チーム川中

植木 正美 リバーサイド 増田 健一 卓精会 佐藤 貞男 チームＭＢＳ 中野 省三 ヨコスカ

久我 たか子 リバーサイド 斉藤 正江 卓精会 宮澤 百合子 ＫＭチーム 田中 照子 ヨコスカ

内田 一海 彩卓会 出口 純一 平塚卓明 矢羽野 隆彦 横浜ラージ 髙橋 正芳 皐月会 馬場 正洋 西東京クラブ

清水 和子 彩卓会 出口 美代子 平塚卓明 足立 保子 横浜ラージ 高松 冨美子 ウィング 斎藤 あき子 ＪＯＯＬＡ

山下 滋 チームＭＢＳ 森口 健二 ＫＭチーム 山本 洵一 麻生ラージ 市川 政男 相模原ラージ 小野 徹也 多摩ラージ

田 マチ 佐倉ラージ 大石 雪子 ＫＭチーム 松川 佐和子 麻生ラージ 岸谷 栄子 藤沢ﾗｰｼﾞ 田畑 光 多摩ラージ

安孫子 正志 植水クラブ 佐藤 弘 柏クラブ 唐澤 武司 藤沢ラージ 太山 喜代一 大和ラージ 金子 智一 世田谷クラブ

北川 暁美 たんぽぽ 永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 新井 陽子 個人 佐藤 常子 相模原ラージ 成島 糸美 トマト倶楽部

広井 丈夫 植水クラブ 関口 正二 三ツ沢スターズ 浦野 忠夫 多摩ラージ 芳賀 文治 燦木会 城 定弘 柏尾クラブ

源川 紘子 植水クラブ 珠玖 幸子 三ツ沢スターズ 古賀 八千代 多摩ラージ 細田 明子 燦木会 田辺 文子 柏尾クラブ

角 正平 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 山田 昭仁 JOOLA 小西 充 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

角 聡望 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 大貫 憲司 JOOLA 鈴木 匠 いわき卓球 平澤 優加 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

馬場 正洋 西東京クラブ

永富 敏行 ＪＯＯＬＡ

植木 正美 リバーサイド 増田 健一 卓精会

髙橋 正芳 皐月会 内田 広徳 新球会

森口 健二 ＫＭチーム 浜口 壮一郎 富士クラブ 林 朋実 卓精会 佐藤 弘 柏クラブ

佐藤 貞男 チームＭＢＳ 大志田 米光 富士クラブ 金子 智一 世田谷クラブ 田鍋 久 柏クラブ

出口 純一 平塚卓明 亀井 昭矩 多摩ラージ 宮川　 光彦 平成クラブ 吉野 一道 菅クラブ

唐澤 武司 藤沢ラージ 浦野 忠夫 多摩ラージ 半田 明 オレンジ 土屋 満 菅クラブ

広井 丈夫 植水クラブ 水内 基晴 横浜ﾗｰｼﾞ 関口 正二 三ツ沢スターズ 菅沼 萬之助 燦木会

新井 良作 植水クラブ 植村 実 個人 柳 輝男 三ツ沢スターズ 芳賀 文治 燦木会

小長井 千恵子 JOOLA 綱中 美緒 卓狂（タックル）

國井 徳子 JOOLA 甲田 志帆 卓狂（タックル）

伊藤 恵美子 藤沢ラージ

中野 明美 藤沢ラージ

斉藤 正江 卓精会 桜澤 雅子 Ｎフレンド 足立 保子 横浜ラージ 若松 信子 ヨコスカ

北島 よし子 卓精会 宮澤 喜美子 卓習会 小澤 京子 浜卓会 田中 照子 ヨコスカ

高畠 栞 ラージﾞ町田 永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 中山 絹枝 チームＭＢＳ 宮澤 百合子 ＫＭチーム

正木 康子 ラージﾞ町田 柳川 良美 横浜ラージ 田 マチ 佐倉ラージ 大石 雪子 ＫＭチーム

出口 美代子 平塚卓明 珠玖 幸子 三ツ沢スターズ 大門 キミ子 多摩ラージ 安達 勝音 京葉ラージ

新井 陽子 個人 吉田 ツタ子 三ツ沢スターズ 菅崎 秋美 チェリオ 石塚 ヒロ子 個人

佐藤 常子 相模原ラージ 伊藤 利子 燦木会 當新 和子 多摩ﾗｰｼﾞ 古賀 八千代 多摩ラージ

岸谷 栄子 藤沢ﾗｰｼﾞ 細田 明子 燦木会 福士 キヌ 相模原ラージ 堀 弘子 多摩ラージ
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①混合ダブルス　１１９才以下　決勝トーナメント (入賞３位まで）

進行責任者：　小池　矩夫 1ｺｰﾄ

大貫 憲司 JOOLA 小西 充 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 高野 賢治 卓泳会

國井 徳子 JOOLA 外山 愛 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 富所 美帆 卓泳会

松岡 信也 上溝卓球愛好会

皆川 由美子 上溝卓球愛好会

山田 昭仁 JOOLA 小薗江 賢吾 卓狂（タックル） 中井 將胤 Ｈａｓｗｅｌｌ

小長井 千恵子 JOOLA 甲田 志帆 卓狂（タックル） 茂木 朋子 Ｈａｓｗｅｌｌ

飯塚 洋一 ＭＳクラブ

景山 智子 ミラクル

丸山 明彦 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 角 正平 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 鈴木 匠 いわき卓球

若杉 百花 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 角 聡望 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 新妻 真衣 いわき卓球

宮井 和敏 上溝卓球愛好会

宮崎 かほり ハーモニー

深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 髙橋 治 卓狂（タックル） 嵯城 順一 Ｈａｓｗｅｌｌ

平澤 優加 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 綱中 美緒 卓狂（タックル） 市川 美奈恵 Ｈａｓｗｅｌｌ

森 政男 南クラブ

下田 浩子 つばさクラブ

混合ダブルス　１１９才以下

②　混合ダブルス　１２０才以上　

4ｺｰﾄ

B1

新妻 宮井 宮崎

大貫 國井 小西 外山 高野 富所 松岡 皆川

丸山 若杉 角 角 鈴木

富所 松岡 皆川

山田 小長井 小薗江 甲田 中井 茂木 飯塚 景山

大貫 國井 小西 外山 高野

市川 森 下田

山田 小長井 小薗江 甲田 中井 茂木 飯塚 景山

深野 平澤 髙橋 綱中 嵯城

新妻 宮井 宮崎
2ｺｰﾄ

D1

丸山 若杉 角 角 鈴木

3ｺｰﾄ

市川 森 下田深野 平澤 髙橋 綱中 嵯城

A4 大貫 國井 小西 外山 高野 富所 松岡 皆川

角 鈴木 新妻 宮井 宮崎

A1

C4 丸山 若杉 角

嵯城 市川 森 下田

山田 小長井 小薗江 甲田 中井

D3

D4

B2

C2

D2

C3

A3

C1

B4

A2

茂木 飯塚 景山

B3 深野 平澤 髙橋 綱中

コート責任者　：　 永富 川中 5ｺｰﾄ
永富 木川 大矢 坊野 山形
川中 日向 宮澤 磯部 石坂

永富 敏行 ＪＯＯＬＡ

川中 順子 チーム川中

木川 浩一 チームＭＢＳ

日向 裕美 チームＭＢＳ

大矢 明彦 Ｌｉｎｋ

宮澤 喜美子 卓習会

坊野 宏一 キョウワフレンズ

磯部 典子 キョウワフレンズ

山形 スミ子 川崎ラージ

石坂 弥栄子 川崎ラージ

試合順番（審判） 2-5(1)  3-4(2)  1-5(3)  2-3(4)  1-4(5)   3-5(1)  2-4(3)  1-3(4)  4-5(2)  1-2(5)

2

3

4 0 - 2

2 - 1

5 勝敗 得失 順位

1

1 2 3 4

2 - 0 2 - 0 2 - 0 14/0

5

2/2

3/1

1/3

0/4

3

2

4

50 - 2 0 - 2 0 - 2

1 - 2 2 - 0

0 - 2

2 - 0 2 - 0

2 - 0 2 - 0

2 - 0

0 - 2 0 - 2

0 - 2 0 - 2

山田 昭仁 小西 充
小長井 千恵子 外山 愛
丸山 明彦 高野 賢治
若杉 百花 富所 美帆

所　　属

優勝 第三位

準優勝 第三位

JOOLA
JOOLA

ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ
ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ
Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ

卓泳会
卓泳会

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名

永富 敏行
川中 順子

氏　　　　名 所　　属

優勝
ＪＯＯＬＡ

チーム川中
Ｐ１



③　混合ダブルス　１３０才以上　トーナメント ﾄｰﾅﾒﾝﾄは6，7，8，9ｺｰﾄ （入賞３位まで）

6コート
西河 雅章 Ｎフレンド 沼部 賢二 麻生ﾗｰｼﾞ 森田 雄司 ヨコスカ

桜澤 雅子 Ｎフレンド 畑 圭子 麻生ﾗｰｼﾞ 若松 信子 ヨコスカ

白田 一弥 すみれラージ

阿部 綾子 すみれラージ

7コート
内田 広徳 新球会 平出 秀 藤沢ラージ 大志田 米光 富士クラブ
北島 よし子 卓精会 平出 純子 藤沢ラージ 峰岸 好子 富士クラブ
成末 回天雄 ブループラム

成末 雅恵 青梅クラブ

8コート
増田 健一 卓精会 佐々木 初雄 チームＭＢＳ 相原 今朝夫 甲府ラージ

斉藤 正江 卓精会 田中 千鶴子 チームＭＢＳ 横内 澄子 甲府ラージ

成田 哲夫 麻生ラージ

三枝 キヨヱ 麻生ラージ
 加藤  優  ＫＭチーム 9コート

佐藤 貞男 チームＭＢＳ 中野 省三 ヨコスカ 高﨑 主税 藤沢ラージ

宮澤 百合子 ＫＭチーム 田中 照子 ヨコスカ 高﨑 己知江 藤沢ラージ
 佐々木  るみ子  桜卓友会

 大島  まり子  桜卓友会

10コート
植木 正美 リバーサイド 三小田 孝秋 藤沢ラージ 林 朋実 卓精会

久我 たか子 リバーサイド 中野 明美 藤沢ラージ 林 睦子 卓精会

石田 信雄 チームＭＢＳ

中山 絹枝 チームＭＢＳ

　混合ダブルス　１３０才以上

所　　属 所　　属

植木 正美 リバーサイド 中野 省三 ヨコスカ

久我 たか子 リバーサイド 田中 照子 ヨコスカ

増田 健一 卓精会 佐藤 貞男 チームＭＢＳ

斉藤 正江 卓精会 宮澤 百合子 ＫＭチーム

A1

B4 植木 久我 三小田 中野 林 林

進行責任者　：　大志田　米光　　　畑　圭子

石田 中山

D3 増田 斉藤 佐々木 田中 相原 横内 成田 三枝

C2 佐藤 宮澤 中野 田中 高﨑 高﨑 佐々木 大島

B2 植木 久我 三小田 中野 林 林 石田 中山

C3 佐藤 宮澤 中野 田中 高﨑 高﨑 佐々木 大島

A3 西河 桜澤 沼部 畑 森田 若松 白田 阿部

Ｄ１

C1

D4 増田 斉藤 佐々木 田中 相原 横内 成田 三枝

E2 内田 北島 平出 平出 大志田 峰岸

林 石田 中山

A2 西河 桜澤 沼部 畑 森田 若松

B3 植木 久我 三小田 中野 林

 大島

白田 阿部

D2 増田 斉藤 佐々木 田中 相原 横内 成田

第三位

第三位

氏　　　　名

優勝

準優勝

氏　　　　名

B1

若松 白田

E3 内田 北島 平出 平出 大志田 峰岸

A4 西河 桜澤 沼部 畑 森田

大志田 峰岸 成末 成末

E1

成末 成末

成末 成末

E4 内田 北島 平出 平出

阿部

三枝

C4  佐藤  宮澤  中野  田中  高﨑  高﨑  佐々木

Ｐ２



④　混合ダブルス　１４０才以上　上位トーナメント （入賞３位まで）

小体25ｺｰﾄ

内田 一海 彩卓会 古谷 順三郎 個人 楊井 良知 相模原ラージ

清水 和子 彩卓会 小澤 京子 浜卓会 福士 キヌ 相模原ラージ

福田 進 菅クラブ

福田 文子 菅クラブ

小体26ｺｰﾄ
馬場 正洋 西東京クラブ 渡辺 貞三 藤沢ラージ 伊藤 勝 つづきの丘ｸﾗﾌﾞ

斎藤 あき子 ＪＯＯＬＡ 伊藤 恵美子 藤沢ラージ 佐々木 美智子 横浜ラージ

市川 勇次 川崎ラージ

重松 登志子 川崎ラージ

小体27ｺｰﾄ

田鍋 久 柏クラブ 三條 省二 ひかりラージ 笹川 誠 三ツ沢ＳＣ

柳川 良美 横浜ラージ 小松 佳子 ひかりラージ 田村 十六子 富士クラブ

吉野 一道 菅クラブ

石橋 隆子 麻生ラージ
小体28ｺｰﾄ

出口 純一 平塚卓明 半田 明 オレンジ 松本 光秋 三ツ沢スターズ

出口 美代子 平塚卓明 東野 範子 卓美会 松本 美枝子 三ツ沢スターズ

土屋 満 菅クラブ

会田 忠子 菅クラブ

小体29ｺｰﾄ
宮川　 光彦 平成クラブ 菊池 達郎 横浜ラージ 川村 洋三 和卓
佐野 陽子 平成クラブ 菊池 望子 横浜ラージ 小林 ときえ つづきの丘ｸﾗﾌﾞ

箱木 隆 川崎ラージ
斎藤 マサエ 川崎ラージ

小体30ｺｰﾄ

髙橋 正芳 皐月会 矢羽野 隆彦 横浜ラージ 加藤 政勝 府中ラージ
高松 冨美子 ウィング 足立 保子 横浜ラージ 渡辺 さとえ 府中ラージ
渡会 信雄 個人

菅崎 秋美 チェリオ

小体31ｺｰﾄ
高畠 栞 ラージﾞ町田 浜口 壮一郎 富士クラブ 花田 宏 藤沢ラージ

正木 康子 ラージﾞ町田 滝沢 悦子 逗子ラージ 山本 幸江 藤沢ラージ

小島 伸義 すみれラージ

林 純子 すみれラージ

　混合ダブルス　１４０才以上　上位トーナメント

所　　属 所　　属

内田 一海 彩卓会 矢羽野 隆彦 横浜ラージ

清水 和子 彩卓会 足立 保子 横浜ラージ

出口 純一 平塚卓明 髙橋 正芳 皐月会

出口 美代子 平塚卓明 高松 冨美子 ウィング

混合ダブルス　１４０才以上　下位トーナメント

　混合ダブルス　１４０才以上　下位

所　　属

馬場 正洋 西東京クラブ

斎藤 あき子 ＪＯＯＬＡ

松本

加藤

Ｄ4 田鍋 小松

福田福田

山本

足立

市川 重松

B1

E2

内田

Ｇ２ 髙橋

清水

Ｆ１

G1

Ｄ２ 田鍋 柳川 吉野 石橋

箱木 斎藤小林

古谷 小澤 楊井 福士 福田 福田

松本 土屋 会田

菊池 菊池 川村

渡会 菅崎

小島 林

渡辺

三條 小松 笹川 田村

小林 箱木 斎藤

B4 高畠 正木 浜口 滝沢 花田 山本

Ａ２

進行責任者　：　小池　明美　　八山　ヨウ子

Ａ１

髙橋 高松 矢羽野 足立 加藤 渡辺

出口 出口 半田 東野 松本 松本

馬場 斎藤 渡辺 伊藤 伊藤

楊井

花田

Ｆ２ 宮川　 佐野

高松 矢羽野

B2 高畠 正木 浜口 滝沢

Ｃ２ 出口 出口 半田 東野

E1

馬場 斎藤 渡辺 伊藤

福士内田 清水 古谷 小澤

氏　　　　名 氏　　　　名

伊藤 佐々木

優勝 第三位

準優勝 第三位

田鍋 柳川 三條 小松 笹川

F4 宮川　 佐野 菊池 菊池 川村

滝沢 花田 山本 小島

菊池 川村

小澤 楊井 福士

箱木

佐々木

渡辺 渡会

東野 松本

柳川 三條 笹川 田村 吉野

松本 土屋

高松 矢羽野 足立 加藤

F3 宮川　 佐野 菊池

渡辺 伊藤 伊藤

Ｄ１

Ｃ１

E4

A4 内田 清水 古谷

B3 高畠 正木 浜口

G4

A3

Ｄ3

C3 出口 出口 半田

C4

E3

馬場 斎藤

G3 髙橋

氏　　　　名

優勝

菅崎

小林

会田

市川 重松

会田

林

石橋

福田 福田

佐々木

土屋

渡会 菅崎

石橋

田村 吉野

市川 重松

小島 林

斎藤

Ｐ３



⑤　混合ダブルス　１５０才以上(イ)　トーナメント ﾄｰﾅﾒﾝﾄは10，11ｺｰﾄ （入賞３位まで）

１1コート

森口 健二 ＫＭチーム 山本 洵一 麻生ラージ 小野 徹也 多摩ラージ

大石 雪子 ＫＭチーム 松川 佐和子 麻生ラージ 田畑 光 多摩ラージ

数井 貞代 横浜ラージ

植村 比奈子 富士クラブ

山下 浅岡 式部 日下
田 穐谷 三井 平松

新井 森永 田村 熊澤
野村 土屋 桑波田 井上

 千田  和美  藤沢ラージ １2コート

丸上 幸成 横須賀ラージ 熊澤 愛子 藤沢ラージ 亀井 昭矩 多摩ラージ

安達 勝音 京葉ラージ 井上 成子 平塚卓明 堀 弘子 多摩ラージ
 田島  宏子  横浜ラージ １2コート

市川 政男 相模原ラージ 住谷 孝幸 あきしまラージ 伊藤 孜 サルビア

岸谷 栄子 藤沢ﾗｰｼﾞ 市野 千鶴子 ハッピーラージ 中山 照子 東京ベテラン

1３コート
山下 滋 チームＭＢＳ 浅岡 英夫 横浜ラージ 式部 一榮 菅クラブ
田 マチ 佐倉ラージ 穐谷 さよ子 横浜ラージ 三井 房子 菅クラブ

日下 桂子 多摩ラージ

平松 房子 多摩ラージ

丸上 熊澤 亀井
安達 井上 堀

森口 山本 小野 数井
大石 松川 田畑 植村

市川 住谷 伊藤
岸谷 市野 中山

14コート

新井 良作 植水クラブ 森永 恒史 あきしまラージ 田村 繁夫 府中ラージ

野村 久見子 卓楽会 土屋 加代子 あきしまラージ 桑波田 順子 府中ラージ

 熊澤  愛子  藤沢ラージ

 井上  成子  平塚卓明

　混合ダブルス　１５０才以上　(イ)　上位トーナメント

所　　属 所　　属

山下 滋 チームＭＢＳ 山本 洵一 麻生ラージ

田 マチ 佐倉ラージ 松川 佐和子 麻生ラージ

森口 健二 ＫＭチーム 市川 政男 相模原ラージ

大石 雪子 ＫＭチーム 岸谷 栄子 藤沢ﾗｰｼﾞ

　混合ダブルス　１５０才以上　(イ)　下位トーナメント ﾄｰﾅﾒﾝﾄは12，13ｺｰﾄ

森口 山本 小野 数井
大石 松川 田畑 植村

山下 浅岡 式部 日下
田 穐谷 三井 平松

丸上 熊澤 亀井
安達 井上 堀

市川 住谷 伊藤
岸谷 市野 中山

山下 浅岡 式部 日下
田 穐谷 三井 平松

 新井  森永  田村  熊澤
 野村  土屋  桑波田  井上

森口 山本 小野 数井
大石 松川 田畑 植村

新井 森永 田村 熊澤
野村 土屋 桑波田 井上

　混合ダブルス　１５０才以上　(イ)　下位トーナメント

所　　属

小野 徹也 多摩ラージ

田畑 光 多摩ラージ

氏　　　　名

優勝 第三位

進行責任者　：　相原　照男

Ｄ１

C1

E2

B1

D2

A2

B2

E1

C2

準優勝 第三位

氏　　　　名

優勝

A1

氏　　　　名

A3

B3

C3

B4

C4

D3

A4

E3

Ｐ４



⑤　混合ダブルス　１５０才以上(ロ)　トーナメント （入賞３位まで）

15（16）コート
安孫子 正志 植水クラブ 柳 輝男 三ツ沢スターズ 井戸 聰 菅クラブ

北川 暁美 たんぽぽ 吉田 ツタ子 三ツ沢スターズ 赤石 ミキ 藤沢ラージ

伊藤 享三 つづきの丘ｸﾗﾌﾞ

横内 ミヱ子 つづきの丘ｸﾗﾌﾞ

羽鳥 太山 箕輪
古藤 佐藤 川村

佐藤 田中 大田 本多
永田 水沼 赤石 吉澤 16コート

唐澤 武司 藤沢ラージ 金子 智一 世田谷クラブ 千葉 栄喜 あきしまラージ

新井 陽子 個人 成島 糸美 トマト倶楽部 山田 美智 Ｍｉｋｋｙ

18ｺｰﾄ

望田 捷敏 平成クラブ 新井 久雄 あきしまラージ 長谷川 正栄 個人

石塚 ヒロ子 個人 斎藤 勝子 あきしまラージ 本田 信子 麻生ﾗｰｼﾞ

19ｺｰﾄ
羽鳥 信雄 柏尾クラブ 太山 喜代一 大和ラージ 箕輪 武男 麻生ラージ
古藤 佳子 麻生ラージ 佐藤 常子 相模原ラージ 川村 とみ子 菅クラブ

唐澤 金子 千葉
新井 成島 山田

安孫子 柳 井戸 伊藤
北川 吉田 赤石 横内

望田 新井 長谷川
石塚 斎藤 本田 17（18）コート

佐藤 弘 柏クラブ 田中 理 麻生ラージ 大田 敏明 ひかりラージ

永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 水沼 富士子 麻生ラージ 赤石 絹代 ひかりラージ

本多 登美子 横浜ラージ

吉澤 君枝 横浜ラージ

　混合ダブルス　１５０才以上　(ロ) 上位トーナメント

所　　属 所　　属

安孫子 正志 植水クラブ 唐澤 武司 藤沢ラージ

北川 暁美 たんぽぽ 新井 陽子 個人

佐藤 弘 柏クラブ 太山 喜代一 大和ラージ

永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 佐藤 常子 相模原ラージ

　混合ダブルス　１５０才以上　(ロ) 下位トーナメント

安孫子 柳 井戸 伊藤
北川 吉田 赤石 横内

佐藤 田中 大田 本多
永田 水沼 赤石 吉澤

唐澤 金子 千葉
新井 成島 山田

望田 新井 長谷川
石塚 斎藤 本田

羽鳥 太山 箕輪
古藤 佐藤 川村

安孫子 柳 井戸 伊藤
北川 吉田 赤石 横内

佐藤 田中 大田 本多
永田 水沼 赤石 吉澤

　混合ダブルス　１５０才以上　(ロ)　下位トーナメント

所　　属

金子 智一 世田谷クラブ

成島 糸美 トマト倶楽部

B3

E3

D3

B4

第三位

準優勝 第三位

A4

A3

C3

氏　　　　名

優勝

C1

進行責任者　：　　伊澤　昭子　　

A1

C2

B2

E1

E2

A2

D2

B1

Ｄ１

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝

Ｐ５



⑥混合ダブルス　１６０才以上　上位トーナメント (入賞３位まで）

進行責任者：　山田　隆司 20（21）ｺｰﾄ

広井 丈夫 植水クラブ 関口 正二 三ツ沢スターズ 高群 武徳 多摩ラージ

源川 紘子 植水クラブ 珠玖 幸子 三ツ沢スターズ 高瀬 喜重子 多摩ラージ

城 定弘 柏尾クラブ

田辺 文子 柏尾クラブ

芳賀 文治 燦木会 平井 建昭 横浜ラージ 浦野 忠夫 多摩ラージ

細田 明子 燦木会 山本 恵子 大和ラージ 古賀 八千代 多摩ラージ
24ｺｰﾄ

朝岡 俊夫 多摩ﾗｰｼﾞ 井上 富雄 横須賀ラージ 二宮 ハルミ 川崎ラージ

當新 和子 多摩ﾗｰｼﾞ 小松 カナ子 横浜ラージ 鈴木 儀江 川崎ラージ

22（21）ｺｰﾄ

菅沼 萬之助 燦木会 奥野 義守 横浜ラージ 平野 栄治 すこやか卓球

伊藤 利子 燦木会 佐々木 美沙子 個人 平野 スミ子 すこやか卓球

井上 俊博 横浜ラージ

笠原 笛子 横浜ラージ

混合ダブルス　１６０才以上　上位トーナメント

所　　属 所　　属

広井 丈夫 植水クラブ 浦野 忠夫 多摩ラージ

源川 紘子 植水クラブ 古賀 八千代 多摩ラージ

関口 正二 三ツ沢スターズ 芳賀 文治 燦木会

珠玖 幸子 三ツ沢スターズ 細田 明子 燦木会

混合ダブルス　１６０才以上　下位トーナメント

　混合ダブルス　１６０才以上　下位トーナメント

所　　属

城 定弘 柏尾クラブ

田辺 文子 柏尾クラブ

田辺関口

菅沼 伊藤 奥野

朝岡 當新 井上

芳賀 平井

奥野

佐々木 平野 平野 井上 笠原

A4 広井 源川 関口 珠玖 高群 高瀬 城 田辺

笠原

城 田辺

氏　　　　名

C3 小松 二宮

佐々木 平野

鈴木

細田 山本 浦野 古賀D3

珠玖

細田 平井 山本

平野 井上

高群 高瀬 城

浦野 古賀

第三位

高群 高瀬

23ｺｰﾄ

井上 笠原平野 平野

二宮 鈴木

珠玖

朝岡 當新 井上 小松

広井 源川 関口

奥野

D1

B2

C2

佐々木

A1

C1

菅沼 伊藤

B4 菅沼 伊藤

A3 広井 源川

氏　　　　名

優勝

B1

A2

D2 芳賀

準優勝 第三位

氏　　　　名

優勝

B3

Ｐ６



⑦男子ダブルス　１１９才以下　決勝トーナメント (入賞3位まで）

進行責任者：　小池　矩夫
1ｺｰﾄ

山田 昭仁 JOOLA 角 正平 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 小薗江 賢吾 卓狂（タックル）

大貫 憲司 JOOLA 角 聡望 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 髙橋 治 卓狂（タックル）

高野 賢治 卓泳会
富所 美帆 卓泳会

2ｺｰﾄ
丸山 明彦 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 小西 充 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ

若杉 百花 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 平澤 優加 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 鈴木 匠 いわき卓球
嵯城 順一 Ｈａｓｗｅｌｌ
中井 將胤 Ｈａｓｗｅｌｌ

男子ダブルス　１１９才以下　

所　　属 所　　属

角 正平 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 小西 充 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ

角 聡望 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 鈴木 匠 いわき卓球

山田 昭仁 JOOLA 深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

大貫 憲司 JOOLA 平澤 優加 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

⑧　男子ダブルス　⑧１２０才以上 (優勝のみ）

男子ダブルス　⑧１２０才以上

所　　属

永富 敏行 ＪＯＯＬＡ

馬場 正洋 西東京クラブ
優勝

氏　　　　名

A2 山田 大貫

小薗江 髙橋 高野 富所

B1

A4 山田 大貫 角 角

平澤 小西 鈴木 嵯城 箱木

角 角 小薗江 髙橋 高野

嵯城 箱木

Ａ１

B4 丸山 若杉 深野

角 角

平澤 小西 鈴木

小薗江 髙橋 高野 富所A3 山田 大貫

B2 丸山 若杉 深野 平澤 小西

準優勝 第三位

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝 第三位

鈴木 嵯城 箱木

富所

B3 丸山 若杉 深野

コート責任者　：　 永富 馬場
３コート

永富 木川 大矢 宮井 森
馬場 佐々木 西河 松岡 坊野

永富 敏行 ＪＯＯＬＡ

馬場 正洋 西東京クラブ

木川 浩一 チームＭＢＳ

佐々木 初雄 チームＭＢＳ

大矢 明彦 Ｌｉｎｋ

西河 雅章 Ｎフレンド

宮井 和敏 上溝卓球愛好会

松岡 信也 上溝卓球愛好会

森 政男 南クラブ

坊野 宏一 キョウワフレンズ

試合順番（審判） 2-5(1)  3-4(2)  1-5(3)  2-3(4)  1-4(5)   3-5(1)  2-4(3)  1-3(4)  4-5(2)  1-2(5)

2

3

4

5

勝敗 得失 順位

1

1 2 3 4

2 - 0 2 - 1 4/0 12 - 0

2 - 0

5

2 - 1

0 - 2

0 - 2 1 - 2 

2 - 0

0 - 2

0 - 2 0 - 2

2 - 02 - 1

2 - 1

2 - 01 - 2 

0 - 2 1 - 2 

1/3

3/1

2/2

0/4 5

3

2

4

1 - 2 

Ｐ７



⑨男子ダブルス　１３０才以上　決勝トーナメント　 (入賞２位まで）

進行責任者： 相原　照男
4ｺｰﾄ

増田 健一 卓精会 田中 理 麻生ラージ 白田 一弥 すみれラージ

内田 広徳 新球会 成田 哲夫 麻生ラージ 小島 伸義 すみれラージ

高﨑 主税 藤沢ラージ

高﨑 己知江 藤沢ラージ

植木 正美 リバーサイド 平出 秀 藤沢ラージ 森田 雄司 ヨコスカ

髙橋 正芳 皐月会 花田 宏 藤沢ラージ 中野 省三 ヨコスカ

⑨男子ダブルス　１３０才以上　

所　　属 所　　属

植木 正美 リバーサイド 増田 健一 卓精会

髙橋 正芳 皐月会 内田 広徳 新球会

⑨男子ダブルス　１４０才以上　決勝トーナメント　

(入賞3位まで）

 加藤  優  ＫＭチーム 6ｺｰﾄ

佐藤 貞男 チームＭＢＳ 三條 省二 ひかりラージ 武石 徹雄 多摩ラージ

森口 健二 ＫＭチーム 大田 敏明 ひかりラージ 渡会 信雄 個人

市川 勇次 川崎ラージ

箱木 隆 川崎ラージ

5ｺｰﾄ（⑨130終了後)

石田 信雄 チームＭＢＳ 三小田 孝秋 藤沢ラージ 新井 久雄 あきしまラージ

山下 滋 チームＭＢＳ 渡辺 貞三 藤沢ラージ 住谷 孝幸 あきしまラージ

↑年齢区分誤り=ｵｰﾌﾟﾝ参加

7コート
佐藤 弘 柏クラブ 浜口 壮一郎 富士クラブ 林 朋実 卓精会

田鍋 久 柏クラブ 大志田 米光 富士クラブ 金子 智一 世田谷クラブ

内田 一海 彩卓会

清水 和子 彩卓会

男子ダブルス　１４０才以上 

所　　属 所　　属

森口 健二 ＫＭチーム 林 朋実 卓精会

佐藤 貞男 チームＭＢＳ 金子 智一 世田谷クラブ

浜口 壮一郎 富士クラブ 佐藤 弘 柏クラブ

大志田 米光 富士クラブ 田鍋 久 柏クラブ

5ｺｰﾄ

優勝 第三位

準優勝 第三位

 新井  住谷

B1

氏　　　　名 氏　　　　名

 Ｃ３  石田  山下  三小田  渡辺

武石 渡会 市川 箱木

Ａ３ 佐藤 森口 三條 大田 武石 渡会 市川 箱木

Ａ２ 佐藤 森口 三條 大田

大志田 林 金子 内田 清水

C1

Ｂ４ 佐藤 田鍋 浜口

市川 箱木

B2 佐藤 田鍋 浜口 大志田 林 金子 内田 清水

A1

B3 佐藤 田鍋 浜口

新井 住谷

Ａ４ 佐藤 森口 三條 大田 武石 渡会

C2 石田 山下 三小田 渡辺

森田 中野

大志田 林 金子 内田 清水

高﨑 高﨑

花田

小島 高﨑 高﨑

白田 小島

白田

進行責任者　：　大志田　米光
トーナメント6，7コート

A2 増田 内田 田中 成田

A1

B2 植木 髙橋 平出

A4 増田 内田 田中 成田

優勝 準優勝

中野

A3 増田 内田 田中 成田 白田 小島

B3 植木 髙橋 平出

高﨑 高﨑

B1

氏　　　　名 氏　　　　名

花田 森田

Ｐ８



⑪　男子ダブルス　１５０才以上　トーナメント ﾄｰﾅﾒﾝﾄは8，9，10ｺｰﾄを使用 （入賞３位まで）

8コート

安孫子 正志 植水クラブ  千田  和美  藤沢ラージ 井上 富雄 横須賀ラージ

北川 暁美 たんぽぽ  伊藤  勝  つづきの丘ｸﾗﾌﾞ 笹川 誠 三ツ沢ＳＣ

高群 武徳 多摩ラージ

小野 徹也 多摩ラージ

矢羽野 隆彦 横浜ラージ 望田 捷敏 平成クラブ 式部 一榮 菅クラブ

古谷 順三郎 個人 丸上 幸成 横須賀ラージ 箕輪 武男 麻生ラージ

市川 政男 相模原ラージ 伊藤 享三 つづきの丘ｸﾗﾌﾞ 井戸 聰 菅クラブ

太山 喜代一 大和ラージ 川村 洋三 和卓 福田 進 菅クラブ

11コート

宮川　 光彦 平成クラブ 浅岡 英夫 横浜ラージ 吉野 一道 菅クラブ
半田 明 オレンジ 菊池 達郎 横浜ラージ 土屋 満 菅クラブ

出口 純一 平塚卓明 朝岡 俊夫 多摩ﾗｰｼﾞ 羽鳥 信雄 柏尾クラブ

唐澤 武司 藤沢ラージ 楊井 良知 相模原ラージ 古藤 佳子 麻生ラージ

亀井 昭矩 多摩ラージ

浦野 忠夫 多摩ラージ

　男子ダブルス　１５０才以上　

所　　属 所　　属

出口 純一 平塚卓明 宮川　 光彦 平成クラブ

唐澤 武司 藤沢ラージ 半田 明 オレンジ

亀井 昭矩 多摩ラージ 吉野 一道 菅クラブ

浦野 忠夫 多摩ラージ 土屋 満 菅クラブ

10コート

10コート

9コート

D2

A4

E3

B1

氏　　　　名

優勝 第三位

土屋

Ｄ１

E2

B3

氏　　　　名

C1

A2

井上 笹川 高群 小野

出口 唐澤 朝岡

式部 箕輪

進行責任者　：　山際　健一

A1

B4

D3

C2

B2

E1

C3

A3

羽鳥 古藤

宮川　 半田 浅岡 菊池 吉野

浅岡 菊池

安孫子 北川 千田 伊藤

準優勝 第三位

矢羽野 古谷 望田 丸上

亀井 浦野

市川 太山 伊藤 川村 井戸 福田

亀井 浦野

吉野 土屋

出口 唐澤 朝岡 楊井 羽鳥 古藤

出口 唐澤 朝岡 楊井

宮川　 半田

楊井 羽鳥 古藤 亀井 浦野

矢羽野 古谷 望田 丸上 式部 箕輪

小野千田 伊藤 井上 笹川 高群安孫子 北川

 安孫子  北川  千田  伊藤  井上  笹川  高群  小野

市川 太山 伊藤 川村 井戸 福田

Ｐ９



⑫　男子ダブルス　１６０才以上　トーナメント トーナメントは１１，１２コート （入賞３位まで）

11ｺｰﾄ（⑪150終了後)

水内 基晴 横浜ﾗｰｼﾞ 伊藤 孜 サルビア 千葉 栄喜 あきしまラージ

植村 実 個人 平野 栄治 すこやか卓球 森永 恒史 あきしまラージ

 海津  敬二  麻生ﾗｰｼﾞ

_

広井 丈夫 植水クラブ 田村 繁夫 府中ラージ  奥野  義守  横浜ラージ

新井 良作 植水クラブ 加藤 政勝 府中ラージ  佐々木  美沙子 個人

菅沼 萬之助 燦木会 関口 正二 三ツ沢スターズ 城 定弘 柏尾クラブ

芳賀 文治 燦木会 柳 輝男 三ツ沢スターズ 田辺 文子 柏尾クラブ

　男子ダブルス　１６０才以上　

所　　属 所　　属

広井 丈夫 植水クラブ 関口 正二 三ツ沢スターズ

新井 良作 植水クラブ 柳 輝男 三ツ沢スターズ

水内 基晴 横浜ﾗｰｼﾞ 菅沼 萬之助 燦木会

植村 実 個人 芳賀 文治 燦木会
準優勝 第三位

12ｺｰﾄ

進行責任者　：　山田　隆司

 佐々木

B1

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝 第三位

C3  広井  新井  田村  加藤  奥野

12ｺｰﾄ

C1

A2 水内 植村 伊藤 平野 千葉 森永

森永

B2 菅沼 芳賀 関口 柳 城 田辺

A3 水内 植村 伊藤 平野 千葉

城 田辺

C2 広井 新井 田村 加藤  奥野  佐々木

柳

A1

B3 菅沼 芳賀 関口

Ｐ10



⑬女子ダブルス　１１９才以下 &　⑭１２０才以上　予選リーグ

女子ダブルス　⑮１１９才以下及び⑯１２０才以上は合わせてブロック別リーグ戦を行った後、⑮119才以下トーナメント　⑯120才以上リーグ戦を行う。

⑬女子ダブルス　１１９才以下 決勝トーナメント （入賞２位まで）

13ｺｰﾄ

所　　属 所　　属

小長井 千恵子 JOOLA 綱中 美緒 卓狂（タックル）

國井 徳子 JOOLA 甲田 志帆 卓狂（タックル）

⑭女子ダブルス　１２０以上 （優勝者のみ）

14ｺｰﾄ

所　　属

伊藤 恵美子 藤沢ラージ

中野 明美 藤沢ラージ

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝 準優勝

氏　　　　名

優勝

綱中 甲田 皆川 宮崎

Ａ3 宮崎

Ｂ１

小長井 國井 綱中 皆川

新妻 外山 荒川 景山

甲田

Ａ１ 小長井 國井 綱中 甲田 皆川 宮崎

Ｃ１

Ａ2 小長井

下田 磯部

國井

Ｃ2

Ｂ2

下田 磯部

市川 茂木

新妻 外山 荒川 景山

茂木市川

進行責任者　：　畑　圭子

コート責任者　：　 伊藤 中野 14ｺｰﾄ
伊藤 新妻 荒川
中野 外山 景山

伊藤 恵美子 藤沢ラージ

中野 明美 藤沢ラージ

新妻 真衣 いわき卓球

外山 愛 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ

荒川 由佳 ミラクル

景山 智子 ミラクル

試合順番（審判）2-3(1)  1-3(2)  1-2(3)

参考0 - 2 2 - 0

2 - 0 2 - 0

0 - 2

順
位

1

2

3

Ｂ 1 2 3 勝敗 得失

1/0

0/10 - 2

1

2

コート責任者　：　 下田 磯部 14ｺｰﾄ
下田 市川 土岐
磯部 茂木 大島

下田 浩子 つばさクラブ

磯部 典子 キョウワフレンズ

市川 美奈恵 Ｈａｓｗｅｌｌ

茂木 朋子 Ｈａｓｗｅｌｌ

土岐 洋子 あすなろ

大島 真弓 あすなろ

試合順番（審判）2-3(1)  1-3(2)  1-2(3)

参考

得失
順
位

1

2

3

Ｃ

1/0

0/1

1

2

2 - 0 2 - 0

2 - 10 - 2

0 - 2 1 - 2

1 2 3 勝敗

コート責任者　：　 小長井 國井 13ｺｰﾄ
小長井 綱中 皆川 山形
國井 甲田 宮崎 石坂

小長井 千恵子 JOOLA

國井 徳子 JOOLA

綱中 美緒 卓狂（タックル）

甲田 志帆 卓狂（タックル）

皆川 由美子 上溝卓球愛好会

宮崎 かほり ハーモニー

山形 スミ子 川崎ラージ

石坂 弥栄子 川崎ラージ

試合順番（審判）2-3(1)  1-4(2)  2-4(3)  1-3(4)  3-4(2)   1-2(3)  

参考

2

1

3

3 4

3

4

0 - 2 2 - 0

2 - 1

0 - 2 0 - 2 0 - 2

0 - 2 1 - 2

2 - 0

2 - 0 2 - 0

2 - 0

順
位

1

2

Ａ 1 2 勝敗 得失

1/1

2/0

0/2

コート責任者　：　 伊藤 中野
伊藤 土岐 山形
中野 大島 石坂

伊藤 恵美子 藤沢ラージ

中野 明美 藤沢ラージ

土岐 洋子 あすなろ

大島 真弓 あすなろ

山形 スミ子 川崎ラージ

石坂 弥栄子 川崎ラージ

試合順番（審判）2-3(1)  1-3(2)  1-2(3)

順
位

1

2

3 3

1 2 3 勝敗 得失

2 - 0 2 - 0

2 - 00 - 2

1

2

0 - 2 0 - 2

2/0

1/1

0/2

Ｐ11



⑮女子ダブルス　１３０才以上 決勝トーナメント トーナメントは15，16コート (入賞３位まで）

進行責任者：　畑　圭子
１５コート

宮澤 喜美子 卓習会 足立 保子 横浜ラージ 石橋 隆子 麻生ラージ

桜澤 雅子 Ｎフレンド 小澤 京子 浜卓会 会田 忠子 菅クラブ

吉田 好美 ラージ大和クラブ

荻窪 愛子 ラージ大和クラブ

１7コート

日向 裕美 チームＭＢＳ 成島 糸美 トマト倶楽部 鈴木 静江 あすなろ

田中 千鶴子 チームＭＢＳ 林 睦子 卓精会 池上 文子 あすなろ

１６コート

斉藤 正江 卓精会 若松 信子 ヨコスカ  佐々木  るみ子  桜卓友会

北島 よし子 卓精会 田中 照子 ヨコスカ  大島  まり子  桜卓友会

横内 ミヱ子 つづきの丘ｸﾗﾌﾞ

小林 ときえ つづきの丘ｸﾗﾌﾞ

女子ダブルス　１３０才以上 

所　　属 所　　属

斉藤 正江 卓精会 足立 保子 横浜ラージ

北島 よし子 卓精会 小澤 京子 浜卓会

桜澤 雅子 Ｎフレンド 若松 信子 ヨコスカ

宮澤 喜美子 卓習会 田中 照子 ヨコスカ
準優勝 第三位

池上

B1

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝 第三位

Ｃ３ 日向 田中 成島 林 鈴木

石橋 会田 吉田 荻窪

Ａ２ 宮澤 桜澤 足立 小澤

Ａ３ 宮澤 桜澤 足立 小澤

石橋 会田

C1

 Ｂ４  斉藤  北島  若松

会田 吉田 荻窪

横内 小林

吉田 荻窪

田中 佐々木 大島

 田中  佐々木  大島  横内  小林

石橋

B2 斉藤 北島 若松

Ａ４ 宮澤 桜澤 足立 小澤

横内 小林

C2 日向 田中 成島 林 鈴木 池上

田中 佐々木 大島

A1

B3 斉藤 北島 若松

Ｐ12



⑯　女子ダブルス　１４０才以上　トーナメント トーナメントは18，19，20コート （入賞３位まで）

18コート

佐野 陽子 平成クラブ 川中 順子 チーム川中 桑波田 順子 府中ラージ

東野 範子 卓美会 斎藤 あき子 ＪＯＯＬＡ 渡辺 さとえ 府中ラージ

福田 文子 菅クラブ

赤石 ミキ 藤沢ラージ

 宮澤  田島  田口  阿部
 大石  佐々木  本田  林

高畠 平出 穐谷
正木 山本 菊池

永田 中山 川村
柳川 田 三井

宮澤 田島 田口 阿部
大石 佐々木 本田 林 17ｺｰﾄ（⑮150終了後)

高松 冨美子 ウィング 滝沢 悦子 逗子ラージ 斎藤 マサエ 川崎ラージ
久我 たか子 リバーサイド 峰岸 好子 富士クラブ 重松 登志子 川崎ラージ

永田 中山 川村
柳川 田 三井

佐野 川中 桑波田 福田
東野 斎藤 渡辺 赤石 19コート

高畠 栞 ラージﾞ町田 平出 純子 藤沢ラージ 穐谷 さよ子 横浜ラージ

正木 康子 ラージﾞ町田 山本 幸江 藤沢ラージ 菊池 望子 横浜ラージ

19コート

永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 中山 絹枝 チームＭＢＳ 川村 とみ子 菅クラブ
柳川 良美 横浜ラージ 田 マチ 佐倉ラージ 三井 房子 菅クラブ

高松 滝沢 斎藤
久我 峰岸 重松

宮澤 田島 田口 阿部
大石 佐々木 本田 林

佐野 川中 桑波田 福田
東野 斎藤 渡辺 赤石

高畠 平出 穐谷
正木 山本 菊池

佐野 川中 桑波田 福田
東野 斎藤 渡辺 赤石

高松 滝沢 斎藤
久我 峰岸 重松 20コート

宮澤 百合子 ＫＭチーム  田島  宏子  横浜ラージ 田口 初江 個人

大石 雪子 ＫＭチーム  佐々木  美智子  横浜ラージ 本田 信子 麻生ラージ

阿部 綾子 すみれラージ

林 純子 すみれラージ

　女子ダブルス　１４０才以上　

所　　属 所　　属

高畠 栞 ラージﾞ町田 中山 絹枝 チームＭＢＳ

正木 康子 ラージﾞ町田 田 マチ 佐倉ラージ

永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 宮澤 百合子 ＫＭチーム

柳川 良美 横浜ラージ 大石 雪子 ＫＭチーム
準優勝 第三位

Ｄ１

D2

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝 第三位

A4

E3

B1

進行責任者　：　小池　明美

A1

B4

B3

A2

D3

C2

A3

C3

E1

B2

E2

C1

Ｐ13



⑰女子ダブルス　１５０才以上　決勝トーナメント (入賞３位まで）

進行責任者：　八山　ヨウ子

21ｺｰﾄ

珠玖 幸子 三ツ沢スターズ 大門 キミ子 多摩ラージ 中山 照子 東京ベテラン

吉田 ツタ子 三ツ沢スターズ 菅崎 秋美 チェリオ 平野 スミ子 すこやか卓球

数井 貞代 横浜ラージ

植村 比奈子 富士クラブ

熊澤 愛子 藤沢ラージ 土屋 加代子 あきしまラージ 小松 カナ子 横浜ラージ

井上 成子 平塚卓明 山田 美智 Ｍｉｋｋｙ 田村 十六子 富士クラブ
22ｺｰﾄ

安達 勝音 京葉ラージ 相川 トミ子 藤沢ラージ 日下 桂子 多摩ラージ

石塚 ヒロ子 個人 飯田 末子 藤沢ラージ 平松 房子 多摩ラージ

源川 紘子 植水クラブ 出口 美代子 平塚卓明 本多 登美子 横浜ラージ

野村 久見子 卓楽会 新井 陽子 個人 吉澤 君枝 横浜ラージ

赤石 絹代 ひかりラージ

小松 佳子 ひかりラージ

女子ダブルス　１５０才以上

所　　属 所　　属

出口 美代子 平塚卓明 菅崎 秋美 チェリオ

新井 陽子 個人 大門 キミ子 多摩ラージ

珠玖 幸子 三ツ沢スターズ 安達 勝音 京葉ラージ

吉田 ツタ子 三ツ沢スターズ 石塚 ヒロ子 個人

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝 第三位

準優勝 第三位

菅崎 中山 平野 数井 植村
23ｺｰﾄ

B1

A3 珠玖 吉田 大門

D2 熊澤 井上 土屋 山田 小松 田村

熊澤 井上 土屋 山田 小松 田村

A2 珠玖 吉田 大門 菅崎 中山 平野 数井 植村

D3

A1

C3 安達 石塚 相川 飯田 日下 平松

B3 源川 野村 出口 新井 本多 吉澤 赤石 小松

B2 源川 野村 出口 新井 本多 吉澤 赤石 小松

平野 数井 植村

C2 安達 石塚 相川 飯田 日下 平松

A4 珠玖 吉田 大門 菅崎 中山

22ｺｰﾄ

D1

C1

B4 源川 野村 出口 新井 本多 吉澤 赤石 小松
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⑱女子ダブルス　１６０才以上　決勝トーナメント (入賞３位まで）

進行責任者： 伊澤　昭子

24ｺｰﾄ

伊藤 利子 燦木会 佐藤 常子 相模原ラージ 古賀 八千代多摩ラージ

細田 明子 燦木会 岸谷 栄子 藤沢ﾗｰｼﾞ 堀 弘子 多摩ラージ

24ｺｰﾄ

市野 千鶴子 ハッピーラージ 水沼 富士子 麻生ラージ 高山 泰子 横浜ラージ

斎藤 勝子 あきしまラージ 三枝 キヨヱ 麻生ラージ 菅原 幾子 横浜ラージ

24ｺｰﾄ

當新 和子 多摩ﾗｰｼﾞ 高瀬 喜重子 多摩ラージ 二宮 ハルミ 川崎ラージ

福士 キヌ 相模原ラージ 田畑 光 多摩ラージ 鈴木 儀江 川崎ラージ

⑱女子ダブルス　１６０才以上

所　　属 所　　属

佐藤 常子 相模原ラージ 當新 和子 多摩ﾗｰｼﾞ

岸谷 栄子 藤沢ﾗｰｼﾞ 福士 キヌ 相模原ラージ

伊藤 利子 燦木会 古賀 八千代 多摩ラージ

細田 明子 燦木会 堀 弘子 多摩ラージ

氏　　　　名 氏　　　　名

優勝 第三位

準優勝 第三位

B1

堀

C3 市野 斎藤 水沼 三枝 高山 菅原

岸谷 古賀

古賀 堀

B2 當新 福士 高瀬 田畑 二宮 鈴木

A3 伊藤 細田 佐藤 岸谷

田畑 二宮 鈴木

C2 市野 斎藤 水沼 三枝 高山 菅原

A1

B3 當新 福士 高瀬

C1

A2 伊藤 細田 佐藤
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