
島川 修一 渡部 喜裕
（狛江ＳＴＡＲＳ） （狛江ＳＴＡＲＳ）

峯岸 和明 佐浦 壮介

(狛江高校) ( レイニーブルー)

本間 裕記 武知 康則

(いずみ) (あじさい)

海野 宣之 宮澤 義和

(いずみ) (いずみ)

東海林 貢 杉木 浩行

(狛ピン) (たま川クラブ)

林　勇治 瀧澤 秀樹

(いずみ) ( レイニーブルー)

李　錚強 高木 盛美

(たま川クラブ) (狛江ＳＴＡＲＳ)

田中　理 山口 和男

(いずみ) (いずみ)

松井　秀一 森　政治

（ＴＫＫ） （ＴＫＫ）

天野　泰子 鳥山　恵美
(チームめばるＴＴ) (フレッシュ)

新田　恭子 村井　春美

(野川) (狛江ＳＴＡＲＳ)

服部 佐和子 佐々木 喜代子

（七夕） （七夕）

小島 ・水上 渡部・島川
(狛江ＳＴＡＲＳ) (狛江ＳＴＡＲＳ)

牧野 ・田村 東海林貢・東海林大

(狛ピン) (狛ピン)

田中 ・小林 清水 ・塩田

(いずみ) (たま川クラブ)

田島 ・石村 武田 ・蓮沼邦

(いずみ) (狛ピン)

佐々木 ・天野 松井 ・佐浦
(チームめばるＴＴ) （七夕）

植村 ・廣澤 仁尾 ・目時

(ＡＢＣ) （七夕）

田口 ・上田 伊藤 ・稲見

(八小同好会) (八小同好会 ・無所属）

本木　昌代

(フレッシュ)

廣澤　秀香

(ＡＢＣ)

第 ３ ８ 回 狛 江 市 民 卓 球 大 会 結 果

優      勝 準   優   勝 ３   位

一般男子上位結果
秋元 要人 佐藤 正樹

(狛ピン)

野島 寿篤

（少年卓球） （少年卓球） (狛江ＳＴＡＲＳ)

（いずみ）

一般男子下位結果
土屋 泰祐 渡部  悟

（無所属） (狛江ＳＴＡＲＳ)

新人戦男子下位結果
岩田 喜輔 杉浦 正峯

（少年卓球） （八小同好会）

白土 保雄

新人戦男子上位結果
富澤 美玲 眞野 海晴 

40才男子上位結果
（ＴＫＫ） (狛江ＳＴＡＲＳ)

間鍋  進

牧野 順二 坂ノ上 昭彦

新人戦女子上位結果

小川 次郎 斉藤 正樹 加藤　豊

（いずみ） （ＴＫＫ） (無所属)
40才男子下位結果

山田 泰彦　 小林 順市

（レイニーブルー） （いずみ）

黒川 和仁

（ＴＫＫ）

西澤　孝恵

(チームめばるＴＴ)

成田 清重 清水 克憲

(レイニーブルー) (たま川クラブ)
50才男子上位結果

太田　純 土坂 正明

(狛江ＳＴＡＲＳ) (パンジー)

(狛ピン) （いずみ）
50才男子下位結果

50才女子結果
(選手５人のためリーグ戦のみ）

藤野　勝 山下　昭平

60才男子上位結果

野島　祐子 佐々木　泰子

(狛江ＳＴＡＲＳ) (チームめばるＴＴ)

60才男子下位結果

川合　幸子 西川　遥香

（いずみ） （いずみ）

（いずみ） (狛江ＳＴＡＲＳ)

金野　千咲 飯島　由佳

(狛江ＳＴＡＲＳ) (狛江ＳＴＡＲＳ)

70才男子上位結果

70才男子下位結果

新人戦女子下位結果

沖山　公則 柴　栄次

斉郷　陽子 島崎　映美

（いずみ） (八小同好会)

永由　美弥子

(七夕） （いずみ） (野川)

60才女子下位結果

和田 セツ子 坂本　京子

（ＡＢＣ） （個人）

上田　洋子 熊田　章子

(八小同好会) (野川)

60才女子上位結果

７0才女子上位結果

山本　光枝 浜口　優子

（いずみ） （いずみ）

男子ダブルス上位結果
真島 拓実 ・田沼　真 小俣和俊 ・秋元要人

（レイニーブルー） （狛ピン）

７0才女子下位結果

児玉 陽子 ・田畑 幸枝

（いずみ） (狛江ＳＴＡＲＳ) （ＡＢＣ）

（レイニーブルー） （いずみ）

男子ダブルス１２５才下位結果
野口 俊介 ・青柳　章 岩崎 貴良 ・李　錚強

（いずみ ・たま川クラブ） （たま川クラブ）

男子ダブルス１２５才上位結果
山田 泰彦 ・瀧澤 秀樹 滝口　洋 ・山口 和男

女子ダブルス上位結果
川合 幸子 ・西川  遥香 佐藤　萠夏 ・森脇 亜衣

男子ダブルス下位結果
小川 次郎 ・和田 直樹 間鍋  進 ・斉藤 正樹

（いずみ ・七夕） (ＴＫＫ)

女子ダブルス１２５才下位結果
島崎 映美 ・山本 光枝 大木 敏江 ・林田 宣子

（いずみ） （七夕）

女子ダブルス下位結果
飯島 由佳 ・金野 千咲 青木 香奈 ・西澤 孝恵

(狛江ＳＴＡＲＳ) (チームめばるＴＴ)

女子ダブルス１２５才上位結果
巻淵 久美子 ・種村 節子 和田 セツ子 ・宮本 真智子　

(アイリス) (ＡＢＣ)


