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男子　：　予選リーグ男子　：　予選リーグ男子　：　予選リーグ男子　：　予選リーグ

1 2 3 4 5

1 一球クラブＢ 3 町友会Ｂ 2 ひかりクラブ 4 芝園セブン 5 すみれ卓球

1 一球クラブＡ 2 町友会Ａ 4 Ｔｅａｍ　Ｈ 5 スマイル 3 仲本クラブ

2 青葉クラブ 3 町友会Ｃ 1 栄クラブ 4 元郷クラブ

男子　：　1位・2位トーナメント男子　：　1位・2位トーナメント男子　：　1位・2位トーナメント男子　：　1位・2位トーナメント

一球クラブＢ 町友会Ｂ ひかりクラブ 芝園セブン すみれ卓球

青葉クラブ 町友会Ｃ 栄クラブ 元郷クラブ

一球クラブＡ 町友会Ａ Ｔｅａｍ　Ｈ スマイル
1位 町友会Ａ

2位 一球クＡ

青葉クラブ 町友会Ｃ 栄クラブ 元郷クラブ 3位 一球クＢ

3位 ひかりク

一球クラブＢ 町友会Ｂ ひかりクラブ 芝園セブン すみれ卓球

一球クラブＡ 町友会Ａ Ｔｅａｍ　Ｈ スマイル

男子　：　3位・4位･５位トーナメント男子　：　3位・4位･５位トーナメント男子　：　3位・4位･５位トーナメント男子　：　3位・4位･５位トーナメント

一球クラブＢ 町友会Ｂ ひかりクラブ 芝園セブン すみれ卓球

1 一球クラブＡ 2 町友会Ａ 4 Ｔｅａｍ　Ｈ 5 スマイル 3 仲本クラブ

一球クラブＡ 町友会Ａ Ｔｅａｍ　Ｈ スマイル

青葉クラブ 町友会Ｃ 栄クラブ 元郷クラブ
1位 Ｔｅａｍ Ｈ

2位 仲本ク

一球クラブＢ 町友会Ｂ ひかりクラブ 芝園セブン すみれ卓球 3位 町友会Ｂ

3位 元郷ク

青葉クラブ 町友会Ｃ 栄クラブ 元郷クラブ

一球クラブＢ 町友会Ｂ ひかりクラブ 芝園セブン すみれ卓球

一球クラブＡ 町友会Ａ Ｔｅａｍ　Ｈ スマイル 仲本クラブ

女子　：　予選リーグ女子　：　予選リーグ女子　：　予選リーグ女子　：　予選リーグ 2/2

渡辺・林田・岡村

福島・石橋 袴田 阿部 鈴木

Bﾌﾞﾛｯｸ
３位 福本・鶴田・渡部 藤田・大路・三宅 田代・大貫・平田

柚井・関・津田 高橋・種村・黒沢

小路 棚原 森 須賀・野島 小口・斉藤・松本

Aﾌﾞﾛｯｸ
５位 石地・高橋・玉川 計良・秋葉・小沢 吉永・日下・早川

藤沢・野尻・笹原

伊藤・北上 劉 大久保・島崎 鳴神

Cﾌﾞﾛｯｸ
４位 染谷・小島・佐藤 伊藤・酒井・矢沼 山本・徳永・小野

柚井・関・津田 高橋・種村・黒沢

小路 棚原 森 須賀・野島 小口・斉藤・松本

Aﾌﾞﾛｯｸ
４位 石地・高橋・玉川 計良・秋葉・小沢 吉永・日下・早川

藤沢・野尻・笹原

伊藤・北上 劉 大久保・島崎 鳴神

Cﾌﾞﾛｯｸ
３位 染谷・小島・佐藤 伊藤・酒井・矢沼 山本・徳永・小野

渡辺・林田・岡村

福島・石橋 袴田 阿部 鈴木

Bﾌﾞﾛｯｸ
４位 福本・鶴田・渡部 藤田・大路・三宅 田代・大貫・平田

柚井・関・津田 高橋・種村・黒沢

小路 棚原 森 須賀・野島 小口・斉藤・松本

Aﾌﾞﾛｯｸ
３位 石地・高橋・玉川 計良・秋葉・小沢 吉永・日下・早川

渡辺・林田・岡村

福島・石橋 袴田 阿部 鈴木

Bﾌﾞﾛｯｸ
１位 福本・鶴田・渡部 藤田・大路・三宅 田代・大貫・平田

棚原 森 須賀・野島 小口・斉藤・松本

大久保・島崎 鳴神

Aﾌﾞﾛｯｸ
２位 石地・高橋・玉川 計良・秋葉・小沢 吉永・日下・早川 柚井・関・津田 高橋・種村・黒沢

小路

鈴木

Cﾌﾞﾛｯｸ
１位 染谷・小島・佐藤 伊藤・酒井・矢沼 山本・徳永・小野 藤沢・野尻・笹原

伊藤・北上 劉

Bﾌﾞﾛｯｸ
２位 福本・鶴田・渡部 藤田・大路・三宅 田代・大貫・平田 渡辺・林田・岡村

福島・石橋 袴田 阿部

伊藤・北上 劉 大久保・島崎 鳴神

伊藤・酒井・矢沼 山本・徳永・小野 藤沢・野尻・笹原

棚原 森 須賀・野島 小口・斉藤・松本

計良・秋葉・小沢 吉永・日下・早川 柚井・関・津田 高橋・種村・黒沢
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Ａ
ブロック

Ｂ
ブロック

Ｃ
ブロック

計良・秋葉・小沢

棚原

藤田・大路・三宅

石地・高橋・玉川

小路

福本・鶴田・渡部

福島・石橋

染谷・小島・佐藤

伊藤・北上

Aﾌﾞﾛｯｸ
１位 石地・高橋・玉川

小路

Cﾌﾞﾛｯｸ
２位 染谷・小島・佐藤
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袴田

伊藤・酒井・矢沼

劉

山本・徳永・小野

阿部

藤沢・野尻・笹原

大久保・島崎 鳴神

田代・大貫・平田 渡辺・林田・岡村

吉永・日下・早川

森

柚井・関・津田

須賀・野島

鈴木

高橋・種村・黒沢

小口・斉藤・松本

Bﾌﾞﾛｯｸ
５位 福本・鶴田・渡部 藤田・大路・三宅 田代・大貫・平田 渡辺・林田・岡村

福島・石橋 袴田 阿部 鈴木



1 2 3 4 5

1 ＮＴＣ　Ａ 2 フォルテシモ 3 町友会 5 カーキンズ・もくれん 4 スマイル

2 一球クラブＡ 1 ひかりクラブ 3 ＮＴＣ　Ｂ 4 もくれんＢ 5 球友クラブＢ

1 もくれんＡ 3 一球クラブＢ 2 球友クラブＡ 5 水曜クラブ 4 あすなろ

女子　：　1位・2位トーナメント女子　：　1位・2位トーナメント女子　：　1位・2位トーナメント女子　：　1位・2位トーナメント

ＮＴＣ　Ａ フォルテシモ 町友会 カーキンズ・もくれん スマイル

もくれんＡ 一球クラブＢ 球友クラブＡ 水曜クラブ あすなろ

一球クラブＡ ひかりクラブ ＮＴＣ　Ｂ もくれんＢ 球友クラブＢ
1位 一球クＡ

2位 もくれんＡ

もくれんＡ 一球クラブＢ 球友クラブＡ 水曜クラブ あすなろ 3位 ＮＴＣ Ａ

3位 ひかりク

ＮＴＣ　Ａ フォルテシモ 町友会 カーキンズ・もくれん スマイル

一球クラブＡ ひかりクラブ ＮＴＣ　Ｂ もくれんＢ 球友クラブＢ

女子　：　3位・4位･５位トーナメント女子　：　3位・4位･５位トーナメント女子　：　3位・4位･５位トーナメント女子　：　3位・4位･５位トーナメント

ＮＴＣ　Ａ フォルテシモ 町友会 カーキンズ・もくれん スマイル

一球クラブＡ ひかりクラブ ＮＴＣ　Ｂ もくれんＢ 球友クラブＢ

ＮＴＣ　Ａ フォルテシモ 町友会 カーキンズ・もくれん スマイル

もくれんＡ 一球クラブＢ 球友クラブＡ 水曜クラブ あすなろ
1位 ＮＴＣ  Ｂ

2位 あすなろ

もくれんＡ 一球クラブＢ 球友クラブＡ 水曜クラブ あすなろ 3位 町友会

3位 一球クＢ

ＮＴＣ　Ａ フォルテシモ 町友会 カーキンズ・もくれん スマイル

一球クラブＡ ひかりクラブ ＮＴＣ　Ｂ もくれんＢ 球友クラブＢ

もくれんＡ 一球クラブＢ 球友クラブＡ 水曜クラブ あすなろ

一球クラブＡ ひかりクラブ ＮＴＣ　Ｂ もくれんＢ 球友クラブＢ
林・工藤・白木 山本・浦出・片岡

山田 中澤 栗原 萩原 高橋

Bﾌﾞﾛｯｸ
３位 船田・大畑・小原 成瀬・星野・新谷 勝田・三宅・高橋

田中・鈴木・内田 福元・原・青木

渡辺・山野井 南波 倉本 島田・高橋 斉藤

Cﾌﾞﾛｯｸ
５位 堀内・江田・金子 梅澤・小島・赤塚 吉瀬・田中・武田

林・工藤・白木 山本・浦出・片岡

山田 中澤 栗原 萩原 高橋

Bﾌﾞﾛｯｸ
４位 船田・大畑・小原 成瀬・星野・新谷 勝田・三宅・高橋

山下・安部 小杉・佐藤・沢登

関谷・有山 詫摩 下仮屋 五十嵐・高橋 田嶋・江良・福永

Aﾌﾞﾛｯｸ
４位 馬場・山下・宮尻 山根・出口・鈴木 三井・藤田・井上

田中・鈴木・内田 福元・原・青木

渡辺・山野井 南波 倉本 島田・高橋 斉藤

Cﾌﾞﾛｯｸ
３位 堀内・江田・金子 梅澤・小島・赤塚 吉瀬・田中・武田

田中・鈴木・内田 福元・原・青木

渡辺・山野井 南波 倉本 島田・高橋 斉藤

Cﾌﾞﾛｯｸ
４位 堀内・江田・金子 梅澤・小島・赤塚 吉瀬・田中・武田

山下・安部 小杉・佐藤・沢登

関谷・有山 詫摩 下仮屋 五十嵐・高橋 田嶋・江良・福永

Aﾌﾞﾛｯｸ
５位 馬場・山下・宮尻 山根・出口・鈴木 三井・藤田・井上

林・工藤・白木 山本・浦出・片岡

山田 中澤 栗原 萩原 高橋

Bﾌﾞﾛｯｸ
５位 船田・大畑・小原 成瀬・星野・新谷 勝田・三宅・高橋

山下・安部 小杉・佐藤・沢登

関谷・有山 詫摩 下仮屋 五十嵐・高橋 田嶋・江良・福永

Aﾌﾞﾛｯｸ
３位 馬場・山下・宮尻 山根・出口・鈴木 三井・藤田・井上

林・工藤・白木 山本・浦出・片岡

山田 中澤 栗原 萩原 高橋

Bﾌﾞﾛｯｸ
１位 船田・大畑・小原 成瀬・星野・新谷 勝田・三宅・高橋

山下・安部 小杉・佐藤・沢登

関谷・有山 詫摩 下仮屋 五十嵐・高橋 田嶋・江良・福永

Aﾌﾞﾛｯｸ
２位 馬場・山下・宮尻 山根・出口・鈴木 三井・藤田・井上

田中・鈴木・内田 福元・原・青木

渡辺・山野井 南波 倉本 島田・高橋 斉藤

Cﾌﾞﾛｯｸ
１位 堀内・江田・金子 梅澤・小島・赤塚 吉瀬・田中・武田

林・工藤・白木 山本・浦出・片岡

山田 中澤 栗原 萩原 高橋

Bﾌﾞﾛｯｸ
２位 船田・大畑・小原 成瀬・星野・新谷 勝田・三宅・高橋

田中・鈴木・内田 福元・原・青木

渡辺・山野井 南波 倉本 島田・高橋 斉藤

Cﾌﾞﾛｯｸ
２位 堀内・江田・金子 梅澤・小島・赤塚 吉瀬・田中・武田

小杉・佐藤・沢登

関谷・有山 詫摩 下仮屋 五十嵐・高橋 田嶋・江良・福永

馬場・山下・宮尻 山根・出口・鈴木 三井・藤田・井上 山下・安部

田中・鈴木・内田 福元・原・青木

渡辺・山野井 南波 倉本 島田・高橋 斉藤

Ｃ
ブロック 堀内・江田・金子 梅澤・小島・赤塚 吉瀬・田中・武田

林・工藤・白木 山本・浦出・片岡

山田 中澤 栗原 萩原 高橋

Ｂ
ブロック 船田・大畑・小原 成瀬・星野・新谷 勝田・三宅・高橋

山下・安部 小杉・佐藤・沢登

関谷・有山 詫摩 下仮屋 五十嵐・高橋 田嶋・江良・福永

Ａ
ブロック 馬場・山下・宮尻 山根・出口・鈴木 三井・藤田・井上

Aﾌﾞﾛｯｸ
１位


