
赤石　三郎 (かたくりL) 黒坂　昌昭 (桐栄会) 塩谷　　茂 (かたくりL)

大塚　一真 (かたくりL) 新井　規士 (桐栄会) 西谷　　泉 (かたくりL)

茂木　曉至 (桐栄会) 石坂　一美 (水芭蕉) 箱田　広人 (かたくりL) 阿部　恒夫 (セミナリオ) ｷ 2

小林　貞夫 (桐栄会) 唐木　富雄 (水芭蕉) 勝見　　始 (かたくりL) 佐藤　　実 (セミナリオ)

赤石　三郎 (かたくりL) 黒坂　昌昭 (桐栄会) 塩谷　　茂 (かたくりL) 2

大塚　一真 (かたくりL) 新井　規士 (桐栄会) 西谷　　泉 (かたくりL) 1 0

茂木　曉至 (桐栄会) 石坂　一美 (水芭蕉) 箱田　広人 (かたくりL) 阿部　恒夫 (セミナリオ) 2

小林　貞夫 (桐栄会) 唐木　富雄 (水芭蕉) 勝見　　始 (かたくりL) 佐藤　　実 (セミナリオ)

赤石　三郎 (かたくりL) 黒坂　昌昭 (桐栄会) 塩谷　　茂 (かたくりL)

大塚　一真 (かたくりL) 新井　規士 (桐栄会) 西谷　　泉 (かたくりL) 2

茂木　曉至 (桐栄会) 石坂　一美 (水芭蕉) 箱田　広人 (かたくりL) 阿部　恒夫 (セミナリオ) 1
0

小林　貞夫 (桐栄会) 唐木　富雄 (水芭蕉) 勝見　　始 (かたくりL) 佐藤　　実 (セミナリオ) 0

茂木　曉至 (桐栄会) 石坂　一美 (水芭蕉) 箱田　広人 (かたくりL) 阿部　恒夫 (セミナリオ) 2

小林　貞夫 (桐栄会) 唐木　富雄 (水芭蕉) 勝見　　始 (かたくりL) 佐藤　　実 (セミナリオ)

1-2

2-3

2-1

1-1

2-4

1-3

2-2

男子ダブルス ⑦119歳以下+⑧120歳以上+⑨130歳以上

全体トーナメント(オープン試合)



白瀧　禎之 (かたくりL) 原澤　利雄 (水芭蕉) 鵜沢　英三 (T.T.下平) 高瀬　好美 (みやまクラブ)

佐山　裕治 (かたくりL) 磯部　正雄 (水芭蕉) 塚田　英雄 (渡良瀬) 常見　隆人 (みやまクラブ)

稲葉　秀雄 (かたくりL) 芝野　義一 (渡良瀬) 渡辺　　肇 (シリウス) 関口　守平 (けやき)

上林　唯佑 (かたくりL) 羽廣　忠之 (渡良瀬) 北爪　公司 (シリウス) 大橋　勝巳 (けやき)

白瀧　禎之 (かたくりL) 原澤　利雄 (水芭蕉) 鵜沢　英三 (T.T.下平) 高瀬　好美 (みやまクラブ)

佐山　裕治 (かたくりL) 磯部　正雄 (水芭蕉) 塚田　英雄 (渡良瀬) 常見　隆人 (みやまクラブ)

稲葉　秀雄 (かたくりL) 芝野　義一 (渡良瀬) 渡辺　　肇 (シリウス) 関口　守平 (けやき)

上林　唯佑 (かたくりL) 羽廣　忠之 (渡良瀬) 北爪　公司 (シリウス) 大橋　勝巳 (けやき)

白瀧　禎之 (かたくりL) 原澤　利雄 (水芭蕉) 鵜沢　英三 (T.T.下平) 高瀬　好美 (みやまクラブ)

佐山　裕治 (かたくりL) 磯部　正雄 (水芭蕉) 塚田　英雄 (渡良瀬) 常見　隆人 (みやまクラブ)

稲葉　秀雄 (かたくりL) 芝野　義一 (渡良瀬) 渡辺　　肇 (シリウス) 関口　守平 (けやき)

上林　唯佑 (かたくりL) 羽廣　忠之 (渡良瀬) 北爪　公司 (シリウス) 大橋　勝巳 (けやき)

白瀧　禎之 (かたくりL) 原澤　利雄 (水芭蕉) 鵜沢　英三 (T.T.下平) 高瀬　好美 (みやまクラブ)

佐山　裕治 (かたくりL) 磯部　正雄 (水芭蕉) 塚田　英雄 (渡良瀬) 常見　隆人 (みやまクラブ)

稲葉　秀雄 (かたくりL) 芝野　義一 (渡良瀬) 渡辺　　肇 (シリウス) 関口　守平 (けやき)

上林　唯佑 (かたくりL) 羽廣　忠之 (渡良瀬) 北爪　公司 (シリウス) 大橋　勝巳 (けやき)

1-1

2-4

1-3

2-2

1-2

2-3

1-4

2-1

男子ダブルス ⑩140歳以上+⑫160歳以上

全体トーナメント(オープン試合)



大澤　正明 (みやまクラブ) 岡田　　迪 (桐生新卓会) 卜部　　勉 (渡良瀬) 飯島　和夫 (シリウス)

相原　春夫 (みやまクラブ) 神山　和也 (桐生新卓会) 古田　　肇 (渡良瀬) 重田　　昭 (シリウス) 0

丸山　昭雄 (T.T.下平) 上村　誠志 (渡良瀬) 星野　正七 (桐生新卓会) 0

小池　光司 (T.T.下平) 星野　　章 (渡良瀬) 高草木　実 (桐生新卓会) 2 2

権守日出海 (桐生新卓会) 瀬下　　尚 (シリウス) 髙橋　　茂 (桐生新卓会) 石田　祐輔 (セミナリオ) 1

宮崎　章夫 (桐生新卓会) 大澤　弘一 (シリウス) 岡崎　貞夫 (桐生新卓会) 関　日出生 (セミナリオ)

権守日出海 (桐生新卓会) 瀬下　　尚 (シリウス) 髙橋　　茂 (桐生新卓会) 石田　祐輔 (セミナリオ)

宮崎　章夫 (桐生新卓会) 大澤　弘一 (シリウス) 岡崎　貞夫 (桐生新卓会) 関　日出生 (セミナリオ) 1

大澤　正明 (みやまクラブ) 岡田　　迪 (桐生新卓会) 卜部　　勉 (渡良瀬) 飯島　和夫 (シリウス) 2 0

相原　春夫 (みやまクラブ) 神山　和也 (桐生新卓会) 古田　　肇 (渡良瀬) 重田　　昭 (シリウス) 2

丸山　昭雄 (T.T.下平) 上村　誠志 (渡良瀬) 星野　正七 (桐生新卓会) 2

小池　光司 (T.T.下平) 星野　　章 (渡良瀬) 高草木　実 (桐生新卓会)

優　勝

準優勝

1-1

2-2

上位決勝トーナメント

星野　　章

3-2

3-1

1-2

2-1

男子ダブルス　⑪150歳以上

丸山　昭雄

小池　光司

 (T.T.下平)

 (T.T.下平)

 (渡良瀬)上村　誠志

 (渡良瀬)



大澤　正明 (みやまクラブ) 岡田　　迪 (桐生新卓会) 卜部　　勉 (渡良瀬) 飯島　和夫 (シリウス)

相原　春夫 (みやまクラブ) 神山　和也 (桐生新卓会) 古田　　肇 (渡良瀬) 重田　　昭 (シリウス)

権守日出海 (桐生新卓会) 瀬下　　尚 (シリウス) 髙橋　　茂 (桐生新卓会) 石田　祐輔 (セミナリオ) 0

宮崎　章夫 (桐生新卓会) 大澤　弘一 (シリウス) 岡崎　貞夫 (桐生新卓会) 関　日出生 (セミナリオ)

権守日出海 (桐生新卓会) 瀬下　　尚 (シリウス) 髙橋　　茂 (桐生新卓会) 石田　祐輔 (セミナリオ)

宮崎　章夫 (桐生新卓会) 大澤　弘一 (シリウス) 岡崎　貞夫 (桐生新卓会) 関　日出生 (セミナリオ)

大澤　正明 (みやまクラブ) 岡田　　迪 (桐生新卓会) 卜部　　勉 (渡良瀬) 飯島　和夫 (シリウス) 2

相原　春夫 (みやまクラブ) 神山　和也 (桐生新卓会) 古田　　肇 (渡良瀬) 重田　　昭 (シリウス) 2

丸山　昭雄 (T.T.下平) 上村　誠志 (渡良瀬) 星野　正七 (桐生新卓会) 0

小池　光司 (T.T.下平) 星野　　章 (渡良瀬) 高草木　実 (桐生新卓会)

3-4

3-3

1-4

2-3

1-3

男子ダブルス　⑪150歳以上

優　勝
 (桐生新卓会)

下位決勝トーナメント

岡田　　迪

神山　和也

 (桐生新卓会)

キケン

キケンキケン

キケン



加藤さゆり (桐栄会) 宮澤真咲美 (DAND LiON) 本多加代子 (DAND LiON) 髙橋智恵子 (ORANGE)

吉田　恵子 (桐栄会) 原澤　美里 (DAND LiON) 井口　宏子 (DAND LiON) 小林　福江 (ORANGE9

加藤さゆり (桐栄会) 宮澤真咲美 (DAND LiON) 本多加代子 (DAND LiON) 髙橋智恵子 (ORANGE)

吉田　恵子 (桐栄会) 原澤　美里 (DAND LiON) 井口　宏子 (DAND LiON) 小林　福江 (ORANGE9

 久保田みどり (桐生みどり会) 藤木由紀子 (鳴神クラブ) 小池　芳子 (みやまクラブ)

木村　規子 (桐生みどり会) 岡部　利江 (鳴神クラブ) 黒崎　　薫 (みやまクラブ)

加藤さゆり (桐栄会) 宮澤真咲美 (DAND LiON) 本多加代子 (DAND LiON) 髙橋智恵子 (ORANGE)

吉田　恵子 (桐栄会) 原澤　美里 (DAND LiON) 井口　宏子 (DAND LiON) 小林　福江 (ORANGE9

 久保田みどり (桐生みどり会) 藤木由紀子 (鳴神クラブ) 小池　芳子 (みやまクラブ)

木村　規子 (桐生みどり会) 岡部　利江 (鳴神クラブ) 黒崎　　薫 (みやまクラブ)

加藤さゆり (桐栄会) 宮澤真咲美 (DAND LiON) 本多加代子 (DAND LiON) 髙橋智恵子 (ORANGE)

吉田　恵子 (桐栄会) 原澤　美里 (DAND LiON) 井口　宏子 (DAND LiON) 小林　福江 (ORANGE9

久保田みどり (桐生みどり会) 藤木由紀子 (鳴神クラブ) 小池　芳子 (みやまクラブ)

木村　規子 (桐生みどり会) 岡部　利江 (鳴神クラブ) 黒崎　　薫 (みやまクラブ)

1-4

2-1

1-1

1-3

2-2

1-2

2-3

全体トーナメント(オープン試合)

女子ダブルス ⑬119歳以下+⑭120歳以上+⑮130歳以上



 南雲　秀子 (桐生みどり会)  飯島　敏子 (シリウス)  矢島三千代 (渡良瀬)

 荒木　初江 (桐生みどり会)  渡辺しげ子 (シリウス)  村山　信子 (渡良瀬) 2

 大澤美代子 (みやまクラブ)  岡田　由子 (けやき)  尾池　久子 (渡良瀬) 2

 有我　法子 (みやまクラブ)  井野ひさ子 (けやき)  金子美恵子 (渡良瀬) 2 0

 根岸　總代 (桐生みどり会)  下山　節子 (桐生新卓会)  江田　洋子 (渡良瀬)  大澤　順子 (シリウス) 0

 茂木　和子 (桐生みどり会)  権守ひさい (桐生新卓会)  桒原　芳子 (渡良瀬)  北爪　清美 (シリウス)

 根岸　總代 (桐生みどり会)  下山　節子 (桐生新卓会)  江田　洋子 (渡良瀬)  大澤　順子 (シリウス)

 茂木　和子 (桐生みどり会)  権守ひさい (桐生新卓会)  桒原　芳子 (渡良瀬)  北爪　清美 (シリウス) 2

 南雲　秀子 (桐生みどり会)  飯島　敏子 (シリウス)  矢島三千代 (渡良瀬) 1

 荒木　初江 (桐生みどり会)  渡辺しげ子 (シリウス)  村山　信子 (渡良瀬) 1

 大澤美代子 (みやまクラブ)  岡田　由子 (けやき)  尾池　久子 (渡良瀬)

 有我　法子 (みやまクラブ)  井野ひさ子 (けやき)  金子美恵子 (渡良瀬)

1-1

3-2

3-1

1-2

2-1

準優勝

南雲　秀子

荒木　初江

2-2

女子ダブルス ⑯140歳以上

上位決勝トーナメント

茂木　和子  (桐生みどり会)

優　勝
 (桐生みどり会)

 (桐生みどり会)

根岸　總代  (桐生みどり会)



 南雲　秀子 (桐生みどり会)  飯島　敏子 (シリウス)  矢島三千代 (渡良瀬)

 荒木　初江 (桐生みどり会)  渡辺しげ子 (シリウス)  村山　信子 (渡良瀬) 1

 根岸　總代 (桐生みどり会)  下山　節子 (桐生新卓会)  江田　洋子 (渡良瀬)  大澤　順子 (シリウス) 2 1

 茂木　和子 (桐生みどり会)  権守ひさい (桐生新卓会)  桒原　芳子 (渡良瀬)  北爪　清美 (シリウス)

 根岸　總代 (桐生みどり会)  下山　節子 (桐生新卓会)  江田　洋子 (渡良瀬)  大澤　順子 (シリウス)

 茂木　和子 (桐生みどり会)  権守ひさい (桐生新卓会)  桒原　芳子 (渡良瀬)  北爪　清美 (シリウス) 1 2

 大澤美代子 (みやまクラブ)  岡田　由子 (けやき)  尾池　久子 (渡良瀬) 2

 有我　法子 (みやまクラブ)  (けやき)  金子美恵子 (渡良瀬)

下位決勝トーナメント

女子ダブルス ⑯140歳以上

1-3

3-4

3-3

2-3

優　勝
尾池　久子

金子美恵子

 (渡良瀬)

 (渡良瀬)



 井上　靖子 (桐生みどり会)  坂口　輝子 (桐生新卓会)  金井　武子 (シリウス)  豊岡　幸江 (けやき)

 布川　洋子 （桐生みどり会)  宮崎　道子 (桐生新卓会)  宝示戸比佐子 (シリウス)  上岡　光子 (けやき) 2

 中島喜世子 (渡良瀬)  武永　芳恵 (けやき)  遠藤　康子 (桐生新卓会) 0 2

 武　美智子 (渡良瀬)  鷲尾　房江 (けやき)  関　まさ子 (桐生新卓会)

 井上　靖子 (桐生みどり会)  坂口　輝子 (桐生新卓会)  金井　武子 (シリウス)  豊岡　幸江 (けやき)

 布川　洋子 （桐生みどり会)  宮崎　道子 (桐生新卓会)  宝示戸比佐子 (シリウス)  上岡　光子 (けやき) 0

 中島喜世子 (渡良瀬)  武永　芳恵 (けやき)  遠藤　康子 (桐生新卓会)

 武　美智子 (渡良瀬)  鷲尾　房江 (けやき)  関　まさ子 (桐生新卓会)

上位決勝トーナメント

2-1

優　勝

準優勝

 (桐生みどり会)

中島喜世子

武　美智子

 (渡良瀬)

2-2

1-2

女子ダブルス ⑰150歳以上

1-1

布川　洋子

 (渡良瀬)

 (桐生みどり会)井上　靖子



 井上　靖子 (桐生みどり会)  坂口　輝子 (桐生新卓会)  金井　武子 (シリウス)  豊岡　幸江 (けやき)

 布川　洋子 （桐生みどり会)  宮崎　道子 (桐生新卓会)  宝示戸比佐子 (シリウス)  上岡　光子 (けやき)

 中島喜世子 (渡良瀬)  武永　芳恵 (けやき)  遠藤　康子 (桐生新卓会)

 武　美智子 (渡良瀬)  鷲尾　房江 (けやき)  関　まさ子 (桐生新卓会)

 井上　靖子 (桐生みどり会)  坂口　輝子 (桐生新卓会)  金井　武子 (シリウス)  豊岡　幸江 (けやき)

 布川　洋子 （桐生みどり会)  宮崎　道子 (桐生新卓会)  宝示戸比佐子 (シリウス)  上岡　光子 (けやき)

得点

- -

- -

- -

 武永　芳恵 (けやき)  W  L  豊岡　幸江 (けやき)

 鷲尾　房江 (けやき) W/O W/O  上岡　光子 (けやき)

2-3  / = 

1-4  / = 

得
点

同得点者同士 順
位ｹﾞｰﾑ勝率

1-3  / = 

優　勝

選手名 団体名 1 2 3

1-3

女子ダブルス ⑰150歳以上

下位決勝リーグ

2-3

1-4

武永　芳恵

鷲尾　房江

 (けやき)

 (けやき)

キケン

キケン


