
R５年02月２３日（木・祝）　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

深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 山田 昭仁 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 徳留 樹 ＣＲＯＮＹ 野中 修二 ＨＮＧ

小長井 千恵子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 石川 萌子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 小笠原 若菜 ＣＲＯＮＹ 石原 明世 ＨＮＧ

池田 岳士 個人 柾谷 孝志 新球会

吉川 幸江 個人 浅川 洋子 朝霞クラブ

千田 司 モーモー 小倉 国由紀 三ツ沢スターズ

田中 照子 ヨコスカラージ 小倉 たか子 三ツ沢スターズ

植木 正美 リバーサイド 西村 雅之 小江戸ラージ 馬場 正洋 西東京クラブ 三小田 孝秋 麻生ラージ

宮澤 喜美子 ＭＡＸ 久我 たか子 キャッツ 髙畠 栞 ラージﾞ町田 畑 圭子 麻生ラージ

進藤 浩二 どんぐり 佐藤 弘 柏ｸﾗﾌﾞ 矢羽野 隆彦 横浜ラージ 田中 理 麻生ﾗｰｼﾞ

蔦島 房子 どんぐり 永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 小澤 京子 浜卓会 佐野 陽子 平成クラブ

森口 健二 ＫＭチーム 朝岡 俊夫 麻生ラージ

富重 英子 ＫＭチーム 田島 宏子 玉縄

伴 誠也 ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ 角 正平 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 丸山 明彦 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 湊 剛志 ニッタクサンフレンド

倉富 隆大 ＫＴＡ立川 石川 萌子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 若杉 百花 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 中村 サブロウ ニッタクサンフレンド

小池 矩夫 麻生ラージ

飯塚 洋一 ＭＳ卓球クラブ

三小田 孝秋 麻生ラージ 内田 一海 彩卓会 米山 富士雄 甲府クラブ 斎藤 洋次 アフター

池田 岳士 個人 柾谷 孝志 新球会 馬場 正洋 西東京クラブ 太田 良知 ＨＦＳＣＣ

小倉 国由紀 三ツ沢スターズ

松本 光秋 三ツ沢スターズ

進藤 浩二 どんぐり 望田 捷敏 ＫＭチーム

蔦島 房子 どんぐり 森口 健二 ＫＭチーム

朝岡 俊夫 麻生ラージ

伊藤 勝 つづきの丘

吉田 真美 代々木クラブ

浅井 千佳 アルバトロス

小倉 たか子 三ツ沢スターズ

堤 法子 三ツ沢スターズ

岡部 典子 彩卓会

浅川 洋子 朝霞クラブ

久我 たか子 キャッツ 無津呂 純子 麻生ラージ

宮澤 喜美子 ＭＡＸ 宇田川 弘子 ニュートラル

佐野 陽子 平成クラブ 大石 雪子 ＫＭチーム

東野 範子 平成クラブ 宮澤 百合子 ＫＭチーム

該当なし⑱160～

女子
ダブ
ルス

⑬119以下

⑭120～

⑮130～

⑯140～

⑰150～

⑥160～

男子
ダブ
ルス

⑦119以下

⑧120～

⑨130～

⑩140～

⑪150～

⑫160～

混合
ダブ
ルス

①119以下

②120～

③130～

④140～

⑤150～

種目 区分
下　位

優勝 準優勝 3位 ３位 優勝



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： 松村　康子 1コート

児玉 敦史 ヨーラ宇都宮 野中 修二 ＨＮＧ 髙橋 治 Ｃ－Ｂａｎｑｕｅｔ

若杉 百花 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 石原 明世 ＨＮＧ 小林 瑞樹 Ｃ－Ｂａｎｑｕｅｔ

吉田 真美 代々木クラブ

永安 紀一 代々木クラブ

2コート

丸山 明彦 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 倉富 隆大 ＫＴＡ立川 松波 徹 ＨＮＧ

池田 佳乃 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 浅井 千佳 アルバトロス 武内 和子 ＨＮＧ

3コート

山田 昭仁 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 吉田 幸二 ＨＮＧ 西本 公英 チーム西本

石川 萌子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 寺前 理恵 ＨＮＧ 植盛 恭子 チーム西本

中野 哲雄 Royal Flush

高橋 美香 Smile monkey

4コート

深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 長濱 修司 ＨＮＧ 大橋 文哉 T.T.ATUGI

小長井 千恵子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 藤原 佳子 ＨＮＧ 青海 美沙希 Royal Flush

飯塚 洋一 ＭＳ卓球クラブ

景山 智子 個人

5コート

石田 拳志郎 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 大貫 憲司 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 阿部 友明 ＨＮＧ

酒井 華穂 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 大貫 徳子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 萩原 頼子 ＨＮＧ

徳留 樹 ＣＲＯＮＹ

小笠原 若菜 ＣＲＯＮＹ

混合ダブルス　１１９才以下　

深野 翔也 徳留 樹

小長井 千恵子 小笠原 若菜

山田 昭仁 野中 修二

石川 萌子 石原 明世

ＣＲＯＮＹ

ＣＲＯＮＹ

ＨＮＧ

ＨＮＧ

優勝 第三位

準優勝 第三位

E3 丸山 池田 倉富 浅井 松波

B1

氏　　　　名 所　　属
ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

氏　　　　名 所　　属

武内

中野 高橋

浅井 松波 武内

寺前 西本 植盛

景山

大橋 青海 飯塚 景山

野中 石原 髙橋 小林 吉田 永安

藤原

阿部 萩原 徳留 小笠原

大橋 青海 飯塚

A1

B4 石田 酒井 大貫 大貫

B2 石田 酒井 大貫 大貫

藤原C2 深野 小長井 長濱

小笠原

D3 山田 石川 吉田 寺前 西本 植盛 中野 高橋

阿部 萩原 徳留

A3 児玉 若杉

E1

C3 深野 小長井 長濱

E2 丸山 池田 倉富

Ｄ１

C1

D4 山田 石川 吉田

B3 石田 酒井 大貫 大貫 阿部 萩原 徳留 小笠原

A2 児玉 若杉 野中 石原 髙橋 小林 吉田 永安

D2 山田 石川 吉田 寺前 西本 植盛 中野 高橋

C4 深野 小長井 長濱 藤原 大橋 青海 飯塚 景山

A4 児玉 若杉 野中 石原 髙橋 小林 吉田 永安

Ｐ１



②混合ダブルス　１２０才以上　決勝トーナメント (入賞２位まで）

進行責任者：　 箱木　隆 ６ｺｰﾄ

池田 岳士 個人 広井 力 米峰柏崎 加藤 英樹 英寿卓球会

吉川 幸江 個人 宇田川 弘子 ニュートラル 小野寺 寿美子 英寿卓球会

新川 清三 トヨサブロー

齋藤 朋子 トヨサブロー

７ｺｰﾄ
柾谷 孝志 新球会 上村 和朗 ＮＡスポツクラブ 山際 健一 麻生ラージ

浅川 洋子 朝霞クラブ 小浦 三鈴 渋谷卓友会 無津呂 純子 麻生ラージ

混合ダブルス　１２０才以上　

池田 岳士 柾谷 孝志
吉川 幸江 浅川 洋子

③混合ダブルス　１３０才以上　決勝トーナメント (入賞２位まで）

進行責任者：　 成田　哲夫 ８ｺｰﾄ

小倉 国由紀 三ツ沢スターズ 花田 宏 藤沢ラージ 高橋 克己 太田ラージ

小倉 たか子 三ツ沢スターズ 花田 初音 藤沢ラージ 桑波田 順子 府中ラージ
成田 哲夫 麻生ラージ

菊池 良江 大和ラージ

９ｺｰﾄ
田中 照子 ヨコスカラージ 斎藤 洋次 アフター 森田 博隆 三ツ沢スターズ

千田 司 モーモー 半木 久美子 クレヨン 堤 法子 三ツ沢スターズ

内田 弘 個人

東野 範子 平成クラブ

混合ダブルス　１３０才以上　

千田 司 モーモー 小倉 国由紀 三ツ沢スターズ
田中 照子 ヨコスカラージ 小倉 たか子 三ツ沢スターズ

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

優勝 準優勝

A4 小倉 小倉 花田 花田 高橋 桑波田 成田 菊池

B1

内田 東野

成田 菊池

田中 千田 斎藤 半木 森田 堤 内田 東野

桑波田

Ａ１

小倉 小倉 花田 花田 高橋 桑波田 成田 菊池A3

B4 田中 千田 斎藤 半木 森田 堤 内田 東野

B1

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

優勝 準優勝

A4 池田 吉川 広井 宇田川 加藤 小野寺 新川 齋藤

個人
個人

新球会
朝霞クラブ

B3 柾谷 浅川 上村 小浦 山際 無津呂

A2 池田 吉川 広井 宇田川 加藤 小野寺 新川 齋藤

齋藤

B2 柾谷 浅川 上村 小浦 山際 無津呂

Ａ１

A3 池田 吉川 広井 宇田川 加藤 小野寺 新川

B3

A2 小倉 小倉 花田 花田 高橋

堤B2 田中 千田 斎藤 半木 森田

P2



④混合ダブルス　１４０才以上　決勝トーナメント (入賞３位まで）

進行責任者： 大志田　米光
１０ｺｰﾄ

西村 雅之 小江戸ラージ 内田 一海 彩卓会 上原 佳都雄 藤沢ラージ

久我 たか子 キャッツ 岡部 典子 彩卓会 笹村 美智代 藤沢ﾗｰｼﾞ

河本 泰彦 青葉ラージ

若林 政子 青葉ラージ

ｷｹﾝ

米山 富士雄 甲府クラブ 佐々木 廣 柏尾クラブ 太田 良知 ＨＦＳＣＣ

正木 康子 ラージﾞ町田 若松 信子 ヨコスカラージ 岩満 美千代 クレヨン

市川 勇次 川崎ラージ球友会

山形 スミ子 川崎ラージ球友会

12コート

馬場 正洋 西東京クラブ 三小田 孝秋 麻生ラージ 伊藤 勝 つづきの丘

髙畠 栞 ラージﾞ町田 畑 圭子 麻生ラージ 小林 ときえ 横浜ラージ

甲斐 覚 川崎ラージ球友会

軽部 よしか 川崎ラージ球友会

植木 正美 リバーサイド 大志田 米光 富士クラブ 野澤 善季 府中ラージ

宮澤 喜美子 ＭＡＸ 峰岸 好子 富士クラブ 野原 久美子 府中ラージ

浦木 勝利 川崎ラージ球友会

藤澤 るり子 川崎ラージ球友会

混合ダブルス　１４０才以上　

植木 正美 馬場 正洋
宮澤 喜美子 髙畠 栞
西村 雅之 三小田 孝秋
久我 たか子 畑 圭子

リバーサイド
ＭＡＸ

小江戸ラージ
キャッツ

西東京クラブ
ラージﾞ町田
麻生ラージ
麻生ラージ

市川

A2 西村 久我 内田 岡部 上原 笹村

D2 米山 正木 佐々木 若松 太田 岩満

11コート
内田 岡部 上原 笹村 河本A4 西村 久我 若林

優勝 第三位

準優勝 第三位

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

三小田 畑 伊藤 小林

B3 植木 宮澤 大志田 峰岸 野澤 野原

市川 山形

B2

C2 馬場

A1

C4 馬場 髙畠

D4 米山 正木 佐々木 若松 太田 岩満

甲斐 軽部

甲斐 軽部

浦木 藤澤

植木 宮澤 大志田 峰岸 野澤 野原 浦木 藤澤

若林

D3 米山 正木 佐々木 若松

上原岡部

髙畠 三小田 畑 伊藤 小林

Ｄ１

C1

B4 植木 宮澤 大志田 峰岸 野澤 野原 浦木 藤澤

河本笹村

山形

太田 岩満 市川 山形
13コート

B1

河本 若林

C3 馬場 髙畠 三小田 畑 伊藤 小林 甲斐 軽部

A3 西村 久我 内田

Ｐ３



⑤混合ダブルス　１５０才以上　決勝トーナメント (入賞３位まで）

進行責任者： 田中　理
14ｺｰﾄ

佐藤 弘 柏ｸﾗﾌﾞ 進藤 浩二 どんぐり 猪爪 邦雄 米峰柏崎

永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 蔦島 房子 どんぐり 猪爪 由美子 米峰柏崎

桐生 京子 横浜ﾗｰｼﾞ

徳田 克代 横浜ﾗｰｼﾞ

三條 省二 ひかりラージ 半田 明 パンダクラブ 吉澤 君枝 横浜ﾗｰｼﾞ

小松 佳子 ひかりラージ 半田 捷子 パンダクラブ 岡部 友子 横浜ﾗｰｼﾞ
16ｺｰﾄ

田鍋 久 柏クラブ 松本 光秋 三ツ沢スターズ 加藤 政勝 菅クラブ

田川 恭子 佐倉ラージ 吉田 ツタ子 三ツ沢スターズ 小山 まち子 座間ラージ

田中 理 麻生ﾗｰｼﾞ 矢羽野 隆彦 横浜ラージ 吉野 一道 菅クラブ

佐野 陽子 平成クラブ 小澤 京子 浜卓会 渡辺 さとえ 府中ラージ

田村 繁夫 ひかりラージ

大橋 悦子 ひかりラージ

混合ダブルス　１５０才以上　

進藤 浩二 矢羽野 隆彦
蔦島 房子 小澤 京子
佐藤 弘 田中 理
永田 ミヨ子 佐野 陽子

⑥混合ダブルス　１６０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 １8ｺｰﾄ

森口 健二 ＫＭチーム 朝岡 俊夫 麻生ラージ 柳 輝男 三ツ沢スターズ

富重 英子 ＫＭチーム 田島 宏子 玉縄 島 靖子 三ツ沢スターズ

19ｺｰﾄ

望田 捷敏 ＫＭチーム 小池 矩夫 麻生ラージ 増田 修治 川崎ラージ球友会

大石 雪子 ＫＭチーム 小池 明美 麻生ラージ 古賀 久枝 浜卓会ラージ

混合ダブルス　１６０才以上　

森口 健二 朝岡 俊夫
富重 英子 田島 宏子

横浜ﾗｰｼﾞ

横浜ラージ
浜卓会
麻生ﾗｰｼﾞ
平成クラブ

ＫＭチーム
ＫＭチーム

麻生ラージ
玉縄

Ａ１

B4 田中 佐野 矢羽野 小澤 吉野 渡辺 田村

優勝 第三位

準優勝 第三位

桐生A3

B1

半田 半田 吉澤 岡部

どんぐり
どんぐり
柏ｸﾗﾌﾞ

大橋

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

優勝 準優勝

B1

柳 島

B3 望田 大石 小池 小池 増田 古賀

A2 森口 富重 朝岡 田島

B2 望田 大石 小池 小池

柳 島

増田 古賀

A3 森口 富重 朝岡 田島

徳田

17ｺｰﾄ

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

蔦島 猪爪 猪爪佐藤 永田 進藤

D1

C1

D3 三條 小松

猪爪 桐生 徳田

D2 三條 小松 半田 半田 吉澤 岡部

蔦島 猪爪A2 佐藤 永田 進藤

加藤 小山

15ｺｰﾄ

C2 田鍋 田川 松本 吉田

田村 大橋

A4 佐藤 永田 進藤 蔦島 猪爪 猪爪 桐生 徳田

B2 田中 佐野 矢羽野 小澤 吉野 渡辺

A1

B3 田中 佐野 矢羽野 小澤 吉野 渡辺 田村 大橋

加藤 小山C3 田鍋 田川 松本 吉田

Ｐ４



⑦　男子ダブルス　１１９以下　決勝トーナメント （入賞３位まで）

進行責任者： 大志田　米光
１コート

角 正平 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 﨑山 洋輝 グリーンラベル 松原 雅己 chocola(ショコラ)

石川 萌子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 草川 拓己 グリーンラベル 柳沢 勝 chocola(ショコラ)

熊谷 拓哉 ニッタクサンフレンド

菅原 裕太 ニッタクサンフレンド

山田 昭仁 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 大貫 憲司 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 大橋 文哉 T.T.ATUGI

小長井 千恵子 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 中野 哲雄 Royal Flush

永安 紀一 代々木クラブ

六本木 瑛介 代々木クラブ

児玉 敦史 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 伴 誠也 ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ 髙橋 治 Ｃ－Ｂａｎｑｕｅｔ

池田 佳乃 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 倉富 隆大 ＫＴＡ立川 徳留 樹 ＣＲＯＮＹ
湊 剛志 ニッタクサンフレンド

中村 サブロウ ニッタクサンフレンド

丸山 明彦 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 深野 翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 吉田 将大 ＣＲＯＮＹ

若杉 百花 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 酒井 華穂 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 星 智裕 ＣＲＯＮＹ

西本 公英 チーム西本

植盛 恭子 チーム西本

　男子ダブルス　１１９以下　

伴 誠也 丸山 明彦
倉富 隆大 若杉 百花
角 正平 湊 剛志
石川 萌子 中村 サブロウ

ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ
ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ
ニッタクサンフレンド

ニッタクサンフレンド

３コート

六本木

角 石川 﨑山 草川

熊谷 菅原

児玉 池田 伴

柳沢 熊谷 菅原

山田 小長井 大貫 深野 大橋

所　　属

六本木

永安

徳留 湊 中村

角 石川 﨑山 草川 松原 柳沢

A1

C4 児玉 池田 伴 倉富 髙橋 徳留

若杉 深野 酒井

D4 山田 小長井 大貫

星B3 丸山 若杉 深野 酒井 吉田

丸山 若杉

Ｄ１

吉田

山田 小長井 大貫 深野 大橋

松原

D3

C3

A3

ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ
ＫＴＡ立川

ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ
ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

西本 植盛

深野 酒井

深野 大橋 中野 永安 六本木

湊 中村

熊谷 菅原
２コート

A4 角 石川 﨑山 草川

吉田 星 西本 植盛

C2 児玉 池田 伴 倉富 髙橋 徳留 湊 中村

B2

４コート

B1

柳沢

倉富 髙橋

中野

星

準優勝 第三位

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名

優勝 第三位

中野 永安

D2

松原

西本 植盛

C1

A2

B4 丸山

Ｐ５



⑨　男子ダブルス　１３０才以上（+⑧１２０以上)決勝　トーナメント （入賞３位まで）

進行責任者　：　 田中　理 5コート

三小田 孝秋 麻生ラージ 千田 司 モーモー 大志田 米光 富士クラブ

池田 岳士 個人 佐々木 廣 柏尾クラブ 猪爪 由美子米峰柏崎

小池 矩夫 麻生ラージ

飯塚 洋一 ＭＳ卓球クラブ

_

花田 宏 藤沢ラージ 斎藤 洋次 アフター 田中 理 麻生ﾗｰｼﾞ

上原 佳都雄 藤沢ラージ 太田 良知 ＨＦＳＣＣ 内田 弘 個人

吉野 一道 菅クラブ

高橋 克己 太田ラージ

米山 富士雄 甲府クラブ 内田 一海 彩卓会 成田 哲夫 麻生ラージ

馬場 正洋 西東京クラブ 柾谷 孝志 新球会 菊池 良江 大和ラージ

猪爪 邦雄 米峰柏崎

広井 力 米峰柏崎

⑧　男子ダブルス　１２０才以上　決勝トーナメント （入賞1位のみ）

７コート

⑨１３０才予選リーグ終了後（対戦組み込み)

小池 矩夫 麻生ラージ

飯塚 洋一 ＭＳ卓球クラブ

猪爪 邦雄 米峰柏崎 小池 矩夫
広井 力 米峰柏崎 飯塚 洋一

　男子ダブルス　１３０才以上　

三小田 孝秋 米山 富士雄
池田 岳士 馬場 正洋
内田 一海 斎藤 洋次
柾谷 孝志 太田 良知

進行責任者　：

氏　　　　名 所　　属

優勝
麻生ラージ

ＭＳ卓球クラブ

麻生ラージ
個人
彩卓会
新球会

甲府クラブ
西東京クラブ
アフター
ＨＦＳＣＣ

吉野 高橋

吉野 高橋

吉野 高橋

C1

準優勝 三位

A3 三小田 池田 千田 佐々木 大志田 猪爪

7ｺｰﾄ

氏　　　　名

A1

田中

←オープン参加

所　　属 氏　　　　名 所　　属

成田 菊池
6ｺｰﾄ

A2 三小田 池田 千田 佐々木 大志田 猪爪

B2 米山 馬場 内田 柾谷

田中 内田C3

B3 米山 馬場 内田 柾谷 成田 菊池

C2 花田 上原 斎藤 太田 内田

優勝 三位

←オープン参加

C4 花田 上原 斎藤 太田 田中 内田

B1

花田 上原 斎藤 太田

Ｐ６



⑪男子ダブルス　１5０才以上（+⑩140以上&⑫160才以上)決勝　トーナメント (入賞2位まで）

進行責任者　：　 加藤　政勝 ９コート

望田 捷敏 ＫＭチーム 進藤 浩二 どんぐり 西村 雅之 小江戸ラージ

森口 健二 ＫＭチーム 蔦島 房子 どんぐり 植木 正美 リバーサイド

朝岡 俊夫 麻生ラージ ↑オープン参加

伊藤 勝 つづきの丘

柳 輝男 三ツ沢スターズ 半田 明 パンダクラブ 河本 泰彦 青葉ラージ

森田 博隆 三ツ沢スターズ 半田 捷子 パンダクラブ 矢羽野 隆彦 横浜ラージ

増田 修治 川崎ラージ球友会 ↑オープン参加

式部 一榮 菅クラブ

佐藤 弘 柏ｸﾗﾌﾞ 加藤 政勝 菅クラブ 小倉 国由紀三ツ沢スターズ

田鍋 久 柏クラブ 野澤 善季 府中ラージ 松本 光秋 三ツ沢スターズ

植村 實 個人 ←オープン ↑オープン

水内 基晴 ＩＴＣ

男子ダブルス　１５０才以上　

進藤 浩二 望田 捷敏
蔦島 房子 森口 健二

⑩男子ダブルス140才以上 （１位のみ） ⑫男子ダブルス１６０才以上 （１位のみ）

男子ダブルス140才以上 男子ダブルス150才以上

氏　　　名 所　　　属

小倉 国由紀 三ツ沢スターズ 朝岡 俊夫

松本 光秋 三ツ沢スターズ 伊藤 勝

氏　　　　名 所　　属

優勝優勝

どんぐり
どんぐり

ＫＭチーム
ＫＭチーム

麻生ラージ

つづきの丘

優勝 準優勝

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

A1

C2 柳 森田 半田 半田

←オープン参加

←オープン参加

C1

B1

１1ｺｰﾄ

10ｺｰﾄ

A2 望田 森口 進藤 蔦島

B2 佐藤 田鍋 加藤 野澤

コート責任者　：　 西村 植木 ８コート
西村 小倉 河本

植木 松本 矢羽野

西村 雅之 小江戸ラージ

植木 正美 リバーサイド

小倉 国由紀 三ツ沢スターズ

松本 光秋 三ツ沢スターズ

河本 泰彦 青葉ラージ

矢羽野 隆彦 横浜ラージ

順
位

321
勝/負
(ﾏｯﾁ
数)

0 - 2 2 - 0

2 - 0 2 - 0

0 - 2 0 - 2

3

4

2

2

1

33

2

1

得点

コート責任者　：　 朝岡 伊藤 １１コート
朝岡 植村 増田

伊藤 水内 式部

朝岡 俊夫 麻生ラージ

伊藤 勝 つづきの丘

植村 實 個人

水内 基晴 ＩＴＣ

増田 修治 川崎ラージ球友会

式部 一榮 菅クラブ

1

2

3

順
位

勝/負
(ﾏｯﾁ
数)

3

2

1

2 3 得点1

2 - 0 2 - 0

2 - 00 - 2

0 - 2 0 - 2

4

3

2

Ｐ６



⑬⑭　女子ダブルス　１１９以下＆１２０以上 （入賞1位まで）

進行責任者　：　畑　圭子 １２・１３ｺｰﾄ)

⑬　女子ダブルス１１９才以下 ⑭　女子ダブルス１２０才以上

⑯　女子ダブルス　１４０才以上（+⑮１３０以上）　決勝トーナメント （入賞２位まで）

進行責任者　：　 松村　康子 １４ｺｰﾄ

宮澤 喜美子 ＭＡＸ 渡辺 さとえ 府中ラージ 古山 敏子 横浜青葉・ＳＣ

久我 たか子 キャッツ 桑波田 順子 府中ラージ 和田 美奈子 横浜青葉・ＳＣ

岡部 典子 彩卓会

浅川 洋子 朝霞クラブ

峰岸 好子 富士クラブ 笹村 美智代 藤沢ﾗｰｼﾞ 若林 政子 青葉ラージ

半木 久美子 クレヨン 花田 初音 藤沢ラージ 小澤 京子 浜卓会

田中 照子 ヨコスカラージ 田島 宏子 玉縄 小山 まち子 座間ラージ

若松 信子 ヨコスカラージ 小林 ときえ 横浜ラージ 野原 久美子 府中ラージ

宇田川 弘子 ニュートラル

無津呂 純子 麻生ラージ

　女子ダブルス　１３０才以上　

岡部 典子
浅川 洋子

　女子ダブルス　１４０才以上　

久我 たか子 無津呂 純子
宮澤 喜美子 宇田川 弘子

キャッツ 麻生ラージ

田中 若松 田島 小林 小山 野原

A1

宮澤 久我 渡辺 桑波田 古山 和田

小澤C2 峰岸 半木 笹村 花田 若林

←オープン参加

A3

B3

１５ｺｰﾄ

C1

A2 宮澤 久我 渡辺 桑波田 古山 和田

B2 田中 若松 田島 小林 小山 野原

１６ｺｰﾄ

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

C3 峰岸 半木 笹村 花田 若林

B1

彩卓会
朝霞クラブ

ＭＡＸ ニュートラル

無津呂

優勝 準優勝

氏　　　　名 所　　属

優勝

小澤

宇田川 無津呂

宇田川 無津呂

B4 田中 若松 田島 小林 小山 野原 宇田川

小林 青海 吉田 吉川 小倉

小笠原 高橋 浅井 景山 堤

小林 瑞樹 Ｃ－Ｂａｎｑｕｅｔ 参考 参考

小笠原 若菜 ＣＲＯＮＹ

青海 美沙希 Royal Flush 参考 参考

高橋 美香 Smile monkey

吉田 真美 代々木クラブ 参考 参考

浅井 千佳 アルバトロス

吉川 幸江 個人 参考 参考 参考

景山 智子 個人

小倉 たか子 三ツ沢スターズ 参考 参考 参考

堤 法子 三ツ沢スターズ

4

1

2

2

3

1

2

1

2 - 1 0 - 2

1 - 2 0 - 2

2 - 0 2 - 0

0 - 2 0 - 2 0 - 2

1 - 2 1 - 2 0 - 2

相対

３者間

順位

⑬

１１９才

以下

⑭
120
才
以上

2 3 4 5 得点
勝/負
(ﾏｯﾁ数)

1

2 - 0 2 - 1

2 - 1 2 - 1

2 - 0 2 - 0

1 - 2

2 - 1

3

2

吉田 真美 代々木クラブ

浅井 千佳 アルバトロス

氏　　　　名 所　　属

優勝
小倉 たか子 三ツ沢スターズ

堤 法子 三ツ沢スターズ

氏　　　　名 所　　属

優勝

Ｐ７



⑰女子ダブルス　１５０才以上　トーナメント (入賞2位まで）

進行責任者　：　 八山　ヨウ子 １７コート

髙畠 栞 ラージﾞ町田 永田 ミヨ子 横浜ﾗｰｼﾞ 吉澤 君枝 横浜ﾗｰｼﾞ

正木 康子 ラージﾞ町田 田川 恭子 佐倉ラージ 岡部 友子 横浜ﾗｰｼﾞ

島 靖子 三ツ沢スターズ

吉田 ツタ子 三ツ沢スターズ

ｷｹﾝ

１８コート
大石 雪子 ＫＭチーム 佐野 陽子 平成クラブ 桐生 京子 横浜ﾗｰｼﾞ

宮澤 百合子 ＫＭチーム 東野 範子 平成クラブ 徳田 克代 横浜ﾗｰｼﾞ

女子ダブルス　１５０才以上　

佐野 陽子 大石 雪子
東野 範子 宮澤 百合子

平成クラブ
平成クラブ

ＫＭチーム
ＫＭチーム

A4 髙畠 正木 永田 田川 吉澤 岡部 島 吉田

田川 吉澤 岡部 島 吉田

桐生 徳田

A2 髙畠 正木 永田 田川 吉澤 岡部 島

B2 大石

B1

氏　　　　名 所　　属 氏　　　　名 所　　属

Ａ１

宮澤 佐野 東野 桐生 徳田

A3 髙畠 正木 永田

佐野 東野

優勝 準優勝

吉田

B3 大石 宮澤

Ｐ７


