
【予選リーグ】
Ａ

氏　　名 所　属 四方堂 山　本 豊　野 勝　敗 順　位

四方堂　哲雄 ラポール卓友会 ○３－０ ○３－０ ２―０ 1

山本　清悦 つつじ卓球クラブ ×０－３ ○３－１ １―１ 2
豊野　重夫 個人 ×０－３ ×１－３ ０―２ 3

Ｂ
氏　　名 所　属 伊　東 米　田 長谷川 勝　敗 順　位

伊東　一浩 レインボー ○３－０ １―０ 1

米田　俊夫 ラポール卓友会 ×０－３ ０―１ 2

長谷川　美明 八王子卓球クラブ ―

Ｃ
氏　　名 所　属 土　井 田　村 石　井 勝　敗 順　位

土井　敏裕 ＳＳＴ ○３－０ ○３－０ ２―０ 1

田村　幸司 個人 ×０－３ ○３－０ １―１ 2

石井　宏幸 個人 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

Ｄ
氏　　名 所　属 安　田 清　徳 藤　巻 勝　敗 順　位

安田　広 個人 ○３－１ ○３－１ ２―０ 1

清徳　保雄 八王子卓球クラブ ×１－３ ×０－３ ０―２ 3

藤巻　貞巳 多摩卓球会 ×１－３ ○３－０ １―１ 2

Ｅ
氏　　名 所　属 西　島 高　坂 小宮山 阿　部 勝　敗 順　位

西島　勝市 レインボー ○３－１ ○３－０ ２―０ 1

高坂　進 多摩卓球会 ×１－３ ○３－０ １―１ 2

小宮山　留吉 個人 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

阿部　毅彦 個人 ―
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３位決定戦（決勝トーナメント２・３の敗者）
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＜50歳以上オープン男子の部＞

【５０歳以上オープン男子　決勝トーナメント】

①　四方堂哲雄 　　（ラポール 卓友会 ）

②　伊東一浩 　　（　　レインボー　   ）

伊東一浩

四方堂哲雄 　　（ラポール 卓友会 ）

③　安田広 　　（　　　 個　人    　 ）

④　土井敏裕 　　（　　　  ＳＳＴ  　　  ）

西島勝市 　　（　　レインボー　   ）

⑤　西島勝市 　　（　　レインボー　   ）

３位



Ａ
氏　　名 所　属 大久保 遠　山 大　下 清　水 勝　敗 順　位

大久保　敬子 ＴＳＣ ×０－３ ○３－２ ○３－０ ２―１ 3

遠山　悦子 個人 ○３－０ ×２－３ ○３－０ ２―１ 1

大下　民子 湘南卓球クラブ ×２－３ ○３－２ ○３－０ ２―１ 2

清水　映子 多摩卓球会 ×０－３ ×０－３ ×０－３ ０―３ 4

Ｂ
氏　　名 所　属 袴　田 佐々木 山　本 髙　橋 勝　敗 順　位

袴田　澄江 個人 ○３－２ ○３－１ ○３－０ ３―０ 1

佐々木　千鶴 ラポール卓友会 ×２－３ ○３－１ ○３－２ ２―１ 2

山本　陽子 個人 ×１－３ ×１－３ ○３－０ １―２ 3

髙橋　美穂子 個人 ×０－３ ×２－３ ×０－３ ０―３ 4

３位決定戦（各リーグ２位）

1

3

優勝決定戦（各リーグ１位）

1

3

Ａ
氏　　名 所　属 藤　沢 早　坂 深　野 勝　敗 順　位

藤沢　大器 まゆみ会 ―

早坂　政弘 つつじ卓球クラブ ○３－０ １―０ 1

深野　芳宏 あさやけ卓球同好会 ×０－３ ０―１ 2

Ｂ
氏　　名 所　属 大　沼 能　登 川　口 勝　敗 順　位

大沼　佑 まゆみ会 ○３－０ ○３－１ ２―０ 1

能登　優梧 南大沢学園 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3
川口　功 あさやけ卓球同好会 ×１－３ ○３－０ １―１ 2

Ｃ
氏　　名 所　属 青　木 横　山 永　瀬 五十嵐 勝　敗 順　位

青木　亮太 南大沢学園 ○３－１ ○３－０ ○３－０ ３―０ 1

横山　勇太 個人 ×１－３ ○３－１ ○３－１ ２―１ 2

永瀬　太郎 あさやけ卓球同好会 ×０－３ ×１－３ ○３－１ １―２ 3

五十嵐　潤 個人 ×０－３ ×１－３ ×１－３ ０―３ 4

氏　　名 所　属 早　坂 大　沼 青　木 勝　敗 順　位

Ａ　早坂政弘 つつじ卓球クラブ ×２－３ ×２－３ ０―２ 3

Ｂ　大沼佑 まゆみ会 ○３－０ ○３－０ ２―０ 1
Ｃ　青木亮太 南大沢学園 ○３－２ ×０－３ １―１ 2

【オープン男子　決勝リーグ】

＜50歳以上オープン女子の部＞
【予選リーグ】

＜オープン男子の部＞

大下民子 　　（湘南卓球 クラブ　）

【５０歳以上オープン女子　決勝トーナメント】

袴田澄江
袴田澄江 　　（　　　 個　人    　 ）

３位
佐々木千鶴 　　（ラポール 卓友会 ）

【予選リーグ】

遠山悦子 　　（　　　 個　人    　 ）



Ａ
氏　　名 所　属 森　田 知久間 工　藤 勝　敗 順　位

森田　千晴 球友会 ○３－０ ○３－０ ２―０ 1

知久間　千恵子 個人 ×０－３ ○３－０ １―１ 2

工藤　仁果 あさやけ卓球同好会 ×０－３ ×０－３ ０―２ 3

Ｂ
氏　　名 所　属 工　藤 市　川 滝　澤 山　中 勝　敗 順　位

工藤　美香 個人 ○３－０ ○３－０ ○３－０ ３―０ 1

市川　文子 八王子卓球クラブ ×０－３ ×０－３ ○３－０ １―２ 3

滝澤　サユ子 レインボー ×０－３ ○３－０ ○３－０ ２―１ 2

山中　志保 個人 ×０－３ ×０－３ ×０－３ ０―３ 4

３位決定戦（各リーグ２位）

0

3

優勝決定戦（各リーグ１位）

0

3

【オープン女子　決勝トーナメント】

＜オープン女子の部＞
【予選リーグ】

知久間千恵子 　　（　　　 個　人    　 ）
３位

滝澤サユ子 　　（　　レインボー　   ）

森田千晴 　　（　　　球友会　　　 ）
工藤美香

工藤美香 　　（　　　 個　人    　 ）


