
【1コート】

得点

東都　博和 (TTGﾊｾｶﾞﾜ)
吉田　恵子 (桐栄会)
星野　和彦 (粕遊部)
進藤佳代子 (粕遊部)
花島　昂文 (つつじク)
中里亜沙望 (ＴＣ城東)
新井　　努 (桐栄会)
桑原　陽子 (桐栄会)

【2コート】

得点

加藤　則昭 (桐栄会)
加藤さゆり (桐栄会)
南雲　光弘 (桐栄会)
大塚　文江 (かたくりＬ)

荻野恵津雄 (粕遊部)
早瀬　裕子 (粕遊部)
上条　弘真 (桐栄会)
木村　規子 (桐生みどり会)

【3コート】 表彰 1位～2位

得点

渡邉　洋文 (ＧＲＣ)
吉田みゆき (ＧＲＣ)
磯部　正雄 (水芭蕉)
宮澤真咲美 (DANDELION)
佐山　裕治 (かたくりＬ)

久保田みどり (桐生みどり会)

小林　貞夫 (桐栄会)
藤木由紀子 (鳴神ク)
中島　英夫 (ＯＲＥＮＧＥ)

清水　洋子 (ＯＲＥＮＧＥ)

【4①コート】

得点

茂木　暁至 (桐栄会)
茂木　和子 (桐生みどり会)

坂田　　記 (ＯＲＥＮＧＥ)

小林　福江 (ＯＲＥＮＧＥ)

佐藤　角栄 (ＴＴ下平)
阿部　幸枝 (ＴＴ下平)
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【4②コート】

得点

坂上　正進 (藤岡ク)
髙橋智恵子 (ＯＲＥＮＧＥ)

高瀬　好美 (みやまク)
黒崎　　薫 (みやまク)
加藤吉一郎 (桐栄会)
井上　靖子 (桐生みどり会)

【5コート】

得点

塚田　英男 (渡良瀬)
松井みゆき (渡良瀬)
小池與志雄 (みやまク)
小池　芳子 (みやまク)
石井　　仁 (かたくりＬ)

藤生　温実 (鳴神ク)
渡辺　　泉 (ＴＴ下平)
清水　厚子 (ＴＴ下平)

【6①コート】

得点

吉原　光政 (ＤＦＣ)
南雲　秀子 (桐生みどり会)

山口　三郎 (ＬＭＣ)
佐藤　和子 (彗星ク)
尾池　　孟 (ＴＴ下平)
尾池　久子 (渡良瀬)

【6②コート】

得点

原澤　利雄 (水芭蕉)
安藤　泰子 (水芭蕉)
塩谷　　茂 (かたくりＬ)

下山　節子 (桐生新卓会)

佐鳥　　有 (ＬＴＴ)
江田　洋子 (渡良瀬)

【7コート】

得点

赤石　三郎 (かたくりＬ)

小倉　きみ (かたくりＬ)

小池　光司 (ＴＴ下平)
鈴木　敏美 (ＭＲＣ)
石原　廣二 (みやまク)
綿貫　順子 (みやまク)
渡辺しげ子 (シリウス)
飯島　敏子 (シリウス)
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【8①コート】

得点

中山　　隆 (かたくりＬ)

根岸　總代 (桐生みどり会)

辻川　嘉彦 (ＴＣ城東)
辻川美代子 (みっくす)
青木　五郎 (ＬＴＴ)
小倉　裕子 (ＬＴＴ)

【8②コート】

得点

荒木　勝正 (ＬＭＣ)
茂木恵美子 (ＬＭＣ)
常見　隆人 (みやまク)
佐々木亘子 (みやまク)
神山　和也 (桐生新卓会)

新井　京子 (桐生新卓会)

【9コート】

得点

相原　春夫 (みやまク)
有我　法子 (みやまク)
角田　　光 (ＭＲＣ)
小川あき子 (ＭＲＣ)
上村　誠志 (渡良瀬)
金子美恵子 (渡良瀬)
岡田　政江 (みっくす)
阿部　昌子 (みっくす)

【10コート】

得点

関山　　満 (桐栄会)
関山　禮子 (個人)
佐々木龍雄 (高崎浜卓会)

福島　節子 (高崎浜卓会)

芝野　義一 (渡良瀬)
桒原　芳子 (渡良瀬)
高橋　　茂 (桐生新卓会)

岩澤きよ子 (セミナリオ)

【11コート】

得点

大澤　正明 (みやまク)
大澤美代子 (みやまク)
荒居　新市 (渡良瀬)
布川　洋子 (桐生みどり会)

岡部　忠夫 (鳴神ク)
岡部　利江 (鳴神ク)
上林　唯佑 (かたくりＬ)

関　まさ子 (桐生新卓会)
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【12コート】

得点

白石　　博 (桐生新卓会)

宮﨑　道子 (桐生新卓会)

鵜澤　英三 (ＴＴ下平)
松島　百代 (ＴＴ下平)
上岡　七三 (けやき)
武永　芳恵 (けやき)
羽広　忠之 (渡良瀬)
矢島三千代 (渡良瀬)

【13①コート】

得点

丸山　昭雄 (ＴＴ下平)
山口恵美子 (ＴＴ下平)
瀬下　　尚 (シリウス)
金井　武子 (シリウス)
大橋　勝巳 (けやき)
豊岡　幸江 (けやき)

【13②コート】

得点

稲葉　秀雄 (かたくりＬ)

宝示戸比佐子 (シリウス)
岡崎　貞夫 (桐生新卓会)

八木橋勝子 (桐生新卓会)

関口　守平 (けやき)
鷲尾　房江 (けやき)
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【1コート】 表彰 1位～2位
東都　博和 (TTGﾊｾｶﾞﾜ) 星野　和彦 (粕遊部) 花島　昂文 (つつじク) 新井　　努 (桐栄会)

吉田　恵子 (桐栄会) 進藤佳代子 (粕遊部) 中里亜沙望 (ＴＣ城東) 桑原　陽子 (桐栄会)

加藤　則昭 (桐栄会) 南雲　光弘 (桐栄会) 荻野恵津雄 (粕遊部) 上条　弘真 (桐栄会)

加藤さゆり (桐栄会) 大塚　文江 (かたくりＬ) 早瀬　裕子 (粕遊部) 木村　規子 (桐生みどり会)

東都　博和 (TTGﾊｾｶﾞﾜ) 星野　和彦 (粕遊部) 花島　昂文 (つつじク) 新井　　努 (桐栄会)

吉田　恵子 (桐栄会) 進藤佳代子 (粕遊部) 中里亜沙望 (ＴＣ城東) 桑原　陽子 (桐栄会)

加藤　則昭 (桐栄会) 南雲　光弘 (桐栄会) 荻野恵津雄 (粕遊部) 上条　弘真 (桐栄会)

加藤さゆり (桐栄会) 大塚　文江 (かたくりＬ) 早瀬　裕子 (粕遊部) 木村　規子 (桐生みどり会)

【2コート】 表彰 1位
東都　博和 (TTGﾊｾｶﾞﾜ) 星野　和彦 (粕遊部) 花島　昂文 (つつじク) 新井　　努 (桐栄会)

吉田　恵子 (桐栄会) 進藤佳代子 (粕遊部) 中里亜沙望 (ＴＣ城東) 桑原　陽子 (桐栄会)

加藤　則昭 (桐栄会) 南雲　光弘 (桐栄会) 荻野恵津雄 (粕遊部) 上条　弘真 (桐栄会)

加藤さゆり (桐栄会) 大塚　文江 (かたくりＬ) 早瀬　裕子 (粕遊部) 木村　規子 (桐生みどり会)

東都　博和 (TTGﾊｾｶﾞﾜ) 星野　和彦 (粕遊部) 花島　昂文 (つつじク) 新井　　努 (桐栄会)

吉田　恵子 (桐栄会) 進藤佳代子 (粕遊部) 中里亜沙望 (ＴＣ城東) 桑原　陽子 (桐栄会)

加藤　則昭 (桐栄会) 南雲　光弘 (桐栄会) 荻野恵津雄 (粕遊部) 上条　弘真 (桐栄会)

加藤さゆり (桐栄会) 大塚　文江 (かたくりＬ) 早瀬　裕子 (粕遊部) 木村　規子 (桐生みどり会)

【4コート】 表彰 1位～2位
茂木　暁至 (桐栄会) 坂田　　記 (ORENGE) 佐藤　角栄 (ＴＴ下平)

茂木　和子 (桐生みどり会) 小林　福江 (ORENGE) 阿部　幸枝 (ＴＴ下平)

坂上　正進 (藤岡ク) 高瀬　好美 (みやまク) 加藤吉一郎 (桐栄会)

髙橋智恵子 (ORENGE) 黒崎　　薫 (みやまク) 井上　靖子 (桐生みどり会)

塚田　英男 (渡良瀬) 小池與志雄 (みやまク) 渡辺　　泉 (ＴＴ下平) 石井　　仁 (かたくりＬ)

松井みゆき (渡良瀬) 小池　芳子 (みやまク) 清水　厚子 (ＴＴ下平) 藤生　温実 (鳴神ク)

塚田　英男 (渡良瀬) 小池與志雄 (みやまク) 渡辺　　泉 (ＴＴ下平) 石井　　仁 (かたくりＬ)

松井みゆき (渡良瀬) 小池　芳子 (みやまク) 清水　厚子 (ＴＴ下平) 藤生　温実 (鳴神ク)

茂木　暁至 (桐栄会) 坂田　　記 (ORENGE) 佐藤　角栄 (ＴＴ下平)

茂木　和子 (桐生みどり会) 小林　福江 (ORENGE) 阿部　幸枝 (ＴＴ下平)

坂上　正進 (藤岡ク) 高瀬　好美 (みやまク) 加藤吉一郎 (桐栄会)

髙橋智恵子 (ORENGE) 黒崎　　薫 (みやまク) 井上　靖子 (桐生みどり会)

【5コート】 表彰 1位
茂木　暁至 (桐栄会) 坂田　　記 (ORENGE) 佐藤　角栄 (ＴＴ下平)

茂木　和子 (桐生みどり会) 小林　福江 (ORENGE) 阿部　幸枝 (ＴＴ下平)

塚田　英男 (渡良瀬) 小池與志雄 (みやまク) 渡辺　　泉 (ＴＴ下平) 石井　　仁 (かたくりＬ)

松井みゆき (渡良瀬) 小池　芳子 (みやまク) 清水　厚子 (ＴＴ下平) 藤生　温実 (鳴神ク)

塚田　英男 (渡良瀬) 小池與志雄 (みやまク) 渡辺　　泉 (ＴＴ下平) 石井　　仁 (かたくりＬ)

松井みゆき (渡良瀬) 小池　芳子 (みやまク) 清水　厚子 (ＴＴ下平) 藤生　温実 (鳴神ク)

坂上　正進 (藤岡ク) 高瀬　好美 (みやまク) 加藤吉一郎 (桐栄会)

髙橋智恵子 (ORENGE) 黒崎　　薫 (みやまク) 井上　靖子 (桐生みどり会)
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【6～7コート】 表彰 1位～3位
吉原　光政 (ＤＦＣ) 山口　三郎 (ＬＭＣ) 尾池　　孟 (ＴＴ下平)

南雲　秀子 (桐生みどり会) 佐藤　和子 (彗星ク) 尾池　久子 (渡良瀬)

原澤　利雄 (水芭蕉) 塩谷　　茂 (かたくりＬ) 佐鳥　　有 (ＬＴＴ)

安藤　泰子 (水芭蕉) 下山　節子 (桐生新卓会) 江田　洋子 (渡良瀬)

赤石　三郎 (かたくりＬ) 小池　光司 (ＴＴ下平) 石原　廣二 (みやまク) 渡辺しげ子 (シリウス)

小倉　きみ (かたくりＬ) 鈴木　敏美 (ＭＲＣ) 綿貫　順子 (みやまク) 飯島　敏子 (シリウス)

中山　　隆 (かたくりＬ) 辻川　嘉彦 (ＴＣ城東) 青木　五郎 (ＬＴＴ)

根岸　總代 (桐生みどり会) 辻川美代子 (みっくす) 小倉　裕子 (ＬＴＴ)

赤石　三郎 (かたくりＬ) 小池　光司 (ＴＴ下平) 石原　廣二 (みやまク) 渡辺しげ子 (シリウス)

小倉　きみ (かたくりＬ) 鈴木　敏美 (ＭＲＣ) 綿貫　順子 (みやまク) 飯島　敏子 (シリウス)

中山　　隆 (かたくりＬ) 辻川　嘉彦 (ＴＣ城東) 青木　五郎 (ＬＴＴ)

根岸　總代 (桐生みどり会) 辻川美代子 (みっくす) 小倉　裕子 (ＬＴＴ)

吉原　光政 (ＤＦＣ) 山口　三郎 (ＬＭＣ) 尾池　　孟 (ＴＴ下平)

南雲　秀子 (桐生みどり会) 佐藤　和子 (彗星ク) 尾池　久子 (渡良瀬)

原澤　利雄 (水芭蕉) 塩谷　　茂 (かたくりＬ) 佐鳥　　有 (ＬＴＴ)

安藤　泰子 (水芭蕉) 下山　節子 (桐生新卓会) 江田　洋子 (渡良瀬)

【8コート】 表彰 1位
吉原　光政 (ＤＦＣ) 山口　三郎 (ＬＭＣ) 尾池　　孟 (ＴＴ下平)

南雲　秀子 (桐生みどり会) 佐藤　和子 (彗星ク) 尾池　久子 (渡良瀬)

赤石　三郎 (かたくりＬ) 小池　光司 (ＴＴ下平) 石原　廣二 (みやまク) 渡辺しげ子 (シリウス)

小倉　きみ (かたくりＬ) 鈴木　敏美 (ＭＲＣ) 綿貫　順子 (みやまク) 飯島　敏子 (シリウス)

中山　　隆 (かたくりＬ) 辻川　嘉彦 (ＴＣ城東) 青木　五郎 (ＬＴＴ)

根岸　總代 (桐生みどり会) 辻川美代子 (みっくす) 小倉　裕子 (ＬＴＴ)

赤石　三郎 (かたくりＬ) 小池　光司 (ＴＴ下平) 石原　廣二 (みやまク) 渡辺しげ子 (シリウス)

小倉　きみ (かたくりＬ) 鈴木　敏美 (ＭＲＣ) 綿貫　順子 (みやまク) 飯島　敏子 (シリウス)

原澤　利雄 (水芭蕉) 塩谷　　茂 (かたくりＬ) 佐鳥　　有 (ＬＴＴ)

安藤　泰子 (水芭蕉) 下山　節子 (桐生新卓会) 江田　洋子 (渡良瀬)

【9～10コート】 表彰 1位～3位
荒木　勝正 (ＬＭＣ) 常見　隆人 (みやまク) 神山　和也 (桐生新卓会)

茂木恵美子 (ＬＭＣ) 佐々木亘子 (みやまク) 新井　京子 (桐生新卓会)

相原　春夫 (みやまク) 角田　　光 (ＭＲＣ) 上村　誠志 (渡良瀬) 岡田　政江 (みっくす)

有我　法子 (みやまク) 小川あき子 (ＭＲＣ) 金子美恵子 (渡良瀬) 阿部　昌子 (みっくす)

関山　　満 (桐栄会) 佐々木龍雄 (高崎浜卓会) 芝野　義一 (渡良瀬) 高橋　　茂 (桐生新卓会)

関山　禮子 (個人) 福島　節子 (高崎浜卓会) 桒原　芳子 (渡良瀬) 岩澤きよ子 (セミナリオ)

白石　　博 (桐生新卓会) 鵜澤　英三 (ＴＴ下平) 上岡　七三 (けやき) 羽広　忠之 (渡良瀬)

宮﨑　道子 (桐生新卓会) 松島　百代 (ＴＴ下平) 武永　芳恵 (けやき) 矢島三千代 (渡良瀬)

大澤　正明 (みやまク) 荒居　新市 (渡良瀬) 岡部　忠夫 (鳴神ク) 上林　唯佑 (かたくりＬ)

大澤美代子 (みやまク) 布川　洋子 (桐生みどり会) 岡部　利江 (鳴神ク) 関　まさ子 (桐生新卓会)

関山　　満 (桐栄会) 佐々木龍雄 (高崎浜卓会) 芝野　義一 (渡良瀬) 高橋　　茂 (桐生新卓会)

関山　禮子 (個人) 福島　節子 (高崎浜卓会) 桒原　芳子 (渡良瀬) 岩澤きよ子 (セミナリオ)

白石　　博 (桐生新卓会) 鵜澤　英三 (ＴＴ下平) 上岡　七三 (けやき) 羽広　忠之 (渡良瀬)

宮﨑　道子 (桐生新卓会) 松島　百代 (ＴＴ下平) 武永　芳恵 (けやき) 矢島三千代 (渡良瀬)

大澤　正明 (みやまク) 荒居　新市 (渡良瀬) 岡部　忠夫 (鳴神ク) 上林　唯佑 (かたくりＬ)

大澤美代子 (みやまク) 布川　洋子 (桐生みどり会) 岡部　利江 (鳴神ク) 関　まさ子 (桐生新卓会)

荒木　勝正 (ＬＭＣ) 常見　隆人 (みやまク) 神山　和也 (桐生新卓会)

茂木恵美子 (ＬＭＣ) 佐々木亘子 (みやまク) 新井　京子 (桐生新卓会)

相原　春夫 (みやまク) 角田　　光 (ＭＲＣ) 上村　誠志 (渡良瀬) 岡田　政江 (みっくす)

有我　法子 (みやまク) 小川あき子 (ＭＲＣ) 金子美恵子 (渡良瀬) 阿部　昌子 (みっくす)

3-2

5-1

⑯混合ダブルス１４０歳以上
上位決勝トーナメント

3-1

2-2

上位決勝トーナメント

3-2

4-1

1-3

4-1

3-1

5-2

4-2

4-3

3-3

1-1

2-3

⑰混合ダブルス１５０歳以上

3-4

4-2

1-2

2-1

下位決勝トーナメント

1-1

2-2

1-2

2-1



【11～12コート】 表彰 1位～2位
荒木　勝正 (ＬＭＣ) 常見　隆人 (みやまク) 神山　和也 (桐生新卓会)

茂木恵美子 (ＬＭＣ) 佐々木亘子 (みやまク) 新井　京子 (桐生新卓会)

相原　春夫 (みやまク) 角田　　光 (ＭＲＣ) 上村　誠志 (渡良瀬) 岡田　政江 (みっくす)

有我　法子 (みやまク) 小川あき子 (ＭＲＣ) 金子美恵子 (渡良瀬) 阿部　昌子 (みっくす)

関山　　満 (桐栄会) 佐々木龍雄 (高崎浜卓会) 芝野　義一 (渡良瀬) 高橋　　茂 (桐生新卓会)

関山　禮子 (個人) 福島　節子 (高崎浜卓会) 桒原　芳子 (渡良瀬) 岩澤きよ子 (セミナリオ)

白石　　博 (桐生新卓会) 鵜澤　英三 (ＴＴ下平) 上岡　七三 (けやき) 羽広　忠之 (渡良瀬)

宮﨑　道子 (桐生新卓会) 松島　百代 (ＴＴ下平) 武永　芳恵 (けやき) 矢島三千代 (渡良瀬)

大澤　正明 (みやまク) 荒居　新市 (渡良瀬) 岡部　忠夫 (鳴神ク) 上林　唯佑 (かたくりＬ)

大澤美代子 (みやまク) 布川　洋子 (桐生みどり会) 岡部　利江 (鳴神ク) 関　まさ子 (桐生新卓会)

関山　　満 (桐栄会) 佐々木龍雄 (高崎浜卓会) 芝野　義一 (渡良瀬) 高橋　　茂 (桐生新卓会)

関山　禮子 (個人) 福島　節子 (高崎浜卓会) 桒原　芳子 (渡良瀬) 岩澤きよ子 (セミナリオ)

白石　　博 (桐生新卓会) 鵜澤　英三 (ＴＴ下平) 上岡　七三 (けやき) 羽広　忠之 (渡良瀬)

宮﨑　道子 (桐生新卓会) 松島　百代 (ＴＴ下平) 武永　芳恵 (けやき) 矢島三千代 (渡良瀬)

大澤　正明 (みやまク) 荒居　新市 (渡良瀬) 岡部　忠夫 (鳴神ク) 上林　唯佑 (かたくりＬ)

大澤美代子 (みやまク) 布川　洋子 (桐生みどり会) 岡部　利江 (鳴神ク) 関　まさ子 (桐生新卓会)

相原　春夫 (みやまク) 角田　　光 (ＭＲＣ) 上村　誠志 (渡良瀬) 岡田　政江 (みっくす)

有我　法子 (みやまク) 小川あき子 (ＭＲＣ) 金子美恵子 (渡良瀬) 阿部　昌子 (みっくす)

【13コート】 表彰 1位～2位
丸山　昭雄 (ＴＴ下平) 瀬下　　尚 (シリウス) 大橋　勝巳 (けやき)

山口恵美子 (ＴＴ下平) 金井　武子 (シリウス) 豊岡　幸江 (けやき)

稲葉　秀雄 (かたくりＬ) 岡崎　貞夫 (桐生新卓会) 関口　守平 (けやき)

宝示戸比佐子 (シリウス) 八木橋勝子 (桐生新卓会) 鷲尾　房江 (けやき)

丸山　昭雄 (ＴＴ下平) 瀬下　　尚 (シリウス) 大橋　勝巳 (けやき)

山口恵美子 (ＴＴ下平) 金井　武子 (シリウス) 豊岡　幸江 (けやき)

稲葉　秀雄 (かたくりＬ) 岡崎　貞夫 (桐生新卓会) 関口　守平 (けやき)

宝示戸比佐子 (シリウス) 八木橋勝子 (桐生新卓会) 鷲尾　房江 (けやき)

【13コート】 表彰 1位

丸山　昭雄 (ＴＴ下平) 瀬下　　尚 (シリウス) 大橋　勝巳 (けやき)

山口恵美子 (ＴＴ下平) 金井　武子 (シリウス) 豊岡　幸江 (けやき)

稲葉　秀雄 (かたくりＬ) 岡崎　貞夫 (桐生新卓会) 関口　守平 (けやき)

宝示戸比佐子 (シリウス) 八木橋勝子 (桐生新卓会) 鷲尾　房江 (けやき)

12

13

上位決勝トーナメント
⑱混合ダブルス１６０歳以上

2-1

下位１位決定戦

1-3

2-3

1-1

2-2

1-2

4-4

2-3

2-4

1-3

下位決勝トーナメント

5-4

4-3

3-3

3-4

5-3


