
各グループ【１位～３位表彰】

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

大貫　憲司 磯部　正雄 加藤　則昭 永井　一喜 東都　博和 渡邉　洋文 落合　芳和
(ヨーラ宇都宮) (水芭蕉) (桐栄会) (ヨーラ宇都宮) (ＴＴＧハセガワ) (GRC) (栃木卓翔会)

鹿目里江子 宮澤真咲美 加藤さゆり 加藤　禎子 吉田　恵子 吉田みゆき 真生田妙子
(Rkｓtudio) (DANDELION) (桐栄会) (ヨーラ宇都宮) (桐栄会) (GRC) (ドリームLC)

茂木　曉至 佐久間昌弘 河又　秀雄 荒川　良洋 新井　　努 林　　敏行 萩埜　顕仁
（桐栄会） (球　極) (栃木卓翔会) (とちおとめＬＣ) (桐栄会) (吹上卓球クラブ) (栃木卓翔会)

茂木　和子 浅井　幸江 村田　広美 大出　秀子 桑原　陽子 西脇　礼子 大塚　文江
(桐生みどり会) (球　極) (SANO) (Rkｓtudio) (桐栄会) (吹上卓球クラブ) (かたくりL)

宅原　清治 榎並　昭二 辻川　嘉彦 松本　　弘 𠮷原　光政 渡辺　富雄 小林　貞夫
(栃木クラブ) (卓心会) (TC城東) (TSGクラブ) (DFC) (ドリームLC) (桐栄会)

福田　敬子 永田恵久子 辻川美代子 松本　幸子 有我　法子 関根　恭代 藤木由紀子
(オオルリ) (横川スポーツ) (みっくす) (ドリームLC) (みやまクラブ) (祇園会) (鳴神クラブ)

増子　武治 坂上　正進 白井　寛之 湯澤　文雄 赤石　三郎 大澤　正明 金井　謙次
(喬徳会) (藤岡クラブ) (柏崎Dream) (あづまクラブ) (かたくりL) (みやまクラブ) (すずかけ21)

菊地　由紀 髙橋智恵子 大平　悠里 波止場登美江 小倉　きみ 大澤美代子 下山　節子
(喬徳会) (ORANGE) (すもんくらぶ) (FTC) (かたくりL) (みやまクラブ) (桐生新卓会)

塩谷　　茂 中里　　稔 古橋三十男 佐山　裕治 塚田　英男 上条　弘真 鵜澤　英三
（かたくりL） (親球会) (あづまラージ) (かたくりL) (渡良瀬) (桐栄会) (T.T.下平)

井口　宏子 吉川　知子 榊原みち子 根岸　總代 布川　洋子 久保田みどり 松井みゆき
（DANDELION） (彩卓会) (あづまラージ) (桐生みどり会) (桐生みどり会) (桐生みどり会) (渡良瀬)

坂田　　記 荒木　勝正 山口　三郎 原澤　利雄 白瀧　禎之 宮崎　章夫 尾池　　孟
(ORANGE) (LMC） (LMC） (水芭蕉) (かたくりL) (桐生新卓会) (T.T.下平)

小林　福江 茂木恵美子 佐藤　和子 安藤　泰子 園田　延子 坂口　輝子 尾池　久子
(ORANGE) (LMC） (彗星クラブ) (水芭蕉) (かたくりL) (桐生新卓会) (渡良瀬)

小池　光司 佐口　　進 佐鳥　　有 箱田　広人 岡田　　迪 神山　和也 瀬下　　尚
(T.T.下平) (桐生新卓会) (L.T.T) (かたくりL) (桐生新卓会) (桐生新卓会) (シリウス)

鈴木　敏美 宮崎　道子 井上　靖子 木村　規子 遠藤　康子 新井　京子 金井　武子
(MRC) (桐生新卓会) (桐生みどり会) (桐生みどり会) (桐生新卓会) (桐生新卓会) (シリウス)

大橋　勝巳 卜部　　勉 権守日出海 中島　英夫 髙橋　　茂 大澤　弘一 渡辺　　肇
(けやき) (渡良瀬) (桐生新卓会) (ORANGE) (桐生新卓会) (シリウス) (シリウス)

井野ひさ子 矢島三千代 権守ひさい 清水　洋子 奥野　恵子 大澤　順子 渡辺しげ子
(けやき) (渡良瀬) (桐生新卓会) (ORANGE) (桐生新卓会) (シリウス) (シリウス)

渡辺　　泉 岡崎　貞夫 佐々木龍雄 岡部　忠夫 青木　五郎 飯島　和夫 角田　　光
(T.T.下平) (桐生新卓会) (高崎浜卓会) (鳴神クラブ) (L.T.T) (シリウス) (MRC)

清水　厚子 八木橋勝子 福島　節子 岡部　利江 小倉　裕子 飯島　敏子 小川あき子
(T.T.下平) (桐生新卓会) (高崎浜卓会) (鳴神クラブ) (L.T.T) (シリウス) (MRC)

関口　守平 上岡　七三 岡田　政江 武　美智子 芝野　義一 北爪　公司
(けやき) (けやき) (みっくす) (渡良瀬) (渡良瀬) (シリウス)

武永　芳恵 豊岡　幸江 阿部　昌子 金子美恵子 桒原　芳子 北爪　清美
(けやき) (けやき) (みっくす) (渡良瀬) (渡良瀬) (シリウス)

① 混合ダブルス【成績一覧】

１Gr

２Gr

３Gr

４Gr

５Gr

６Gr

９Gr

１０Gr

７Gr

８Gr

キケン

キケン

キケン

キケン

キケン


