
真島 拓実 山本 春彦
（狛江ＳＴＡＲＳ） ( レイニーブルー)

水上 智揮 細田 雄祐
(狛江ＳＴＡＲＳ) (狛江ＳＴＡＲＳ)

佐藤　響 守口 泰雄
(少年卓球) (狛江ＳＴＡＲＳ)

海野 宣之 間鍋　進
(いずみ) （ＴＫＫ）

野島 寿篤 史　蹟
(狛江ＳＴＡＲＳ) （たま川クラブ）

林　勇治 東海林　貢
(いずみ) ( 狛ピン)

植野 彰規 久保田 俊三
(パンジー) (いずみ)
田中 敬明 横川 昭夫

(狛江ＳＴＡＲＳ) (レイニーブルー)

青柳　章 松井 秀一
（たま川クラブ） （ＴＫＫ）
大貫 智津子 倉田 智恵子

(いずみ) （ＴＫＫ）
坂口 多恵子 望月 恵子

(いずみ) (野川クラブ)
小林 伽奈 桑島 成美

(狛江ＳＴＡＲＳ) （ＴＫＫ）

宇田川 幸恵 本木 昌代
（ＴＫＫ） （フレッシュ）

田口 真紀子 永瀬 照子
(八小同好会) (いずみ)

遠藤 朝子 上田 洋子

（ＴＫＫ） (八小同好会)

春日 優翼 久保田 義規
（少年卓球） （少年卓球）
小倉 朱莉 小国 昴磨

（少年卓球） （少年卓球）

大橋 優作
（無所属）

宇佐美　勇
(いずみ)

一般男子下位結果
田沼　真 和田 直樹

( レイニーブルー) (七夕クラブ)

新人戦男子上位結果
土屋 明之 杉浦 正峯

40才男子上位結果
宮澤 義和 牧野 裕司
(いずみ) (狛江ＳＴＡＲＳ)

40才男子下位結果
富澤 美玲 太刀野 順一

(狛江ＳＴＡＲＳ) （八小同好会）

新人戦男子下位結果
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シングルス 優      勝 準   優   勝 ３   位

一般男子上位結果
秋元 要人 高木 正人
(狛ピン) (狛江ＳＴＡＲＳ)

釜野 煌大 伊藤 蒼太
（少年卓球） （少年卓球）

50才男子下位結果
坂ノ上 昭彦 荒木田　考

(いずみ) （ＴＫＫ）

( レイニーブルー) （無所属）

50才男子上位結果
成田 清重 小俣 和俊

(レイニーブルー) （狛ピン）

60才男子上位結果
山田 泰彦　 白田 盛明

（レイニーブルー） （パンジー）

60才男子下位結果
小川 成道 小川 茂治
（無所属） （いずみ）

70才男子上位結果
中川 信夫 山口 和男
（いずみ） （いずみ）

70才男子下位結果
手塚 幸男 五十嵐 勝康
（ＴＫＫ） (パンジー)

新人戦女子下位結果
西澤 孝恵 佐々木 泰子

(チームめばるＴＴ) (チームめばるＴＴ)

50才以下女子上位結果
鈴木 恵美 荒井 瑠奈

新人戦女子上位結果
富澤 郁子 吉松 シャオリアン

（七夕クラブ） (狛江ＳＴＡＲＳ)

（たま川クラブ） （いずみ）

60才女子上位結果
川合 幸子 久保田 洋子
（いずみ） （いずみ）

７0才女子上位結果
島崎 映美 加藤恵 美子 仁尾 章子
（いずみ） （いずみ） （七夕クラブ）

60才女子下位結果
児玉 陽子 小澤　恵

(ＡＢＣ) （ＴＫＫ）

７0才女子下位結果
熊田 章子 杉浦 栄子

（野川クラブ） （フレッシュ）

富澤　琉
（少年卓球）
榊原 七海

（少年卓球）

（少年卓球）
大柳　翔

榊原 美海
（少年卓球）

小学生の部　　上位結果

小学生の部　　下位結果

50才以下女子下位結果
金野 千咲 高木 悠凪本江 美和

(狛江ＳＴＡＲＳ) (狛江ＳＴＡＲＳ)(八小同好会)



水上 ・ 石井 小俣 ・ 秋元

(狛江ＳＴＡＲＳ) (狛ピン)

田沼 ・ 冨澤 秋島 ・ 佐浦

(レイニーブルー)
(狛江ＳＴＡＲＳ
・七夕クラブ)

伊藤 ・ 白田 小林 ・ 海野

(パンジー) (いずみ)

野口 ・ 小川 荒木田 ・ 野末

(いずみ) (TKK)

田中 ・ 太田 五十嵐 ・ 植野

(狛江ＳＴＡＲＳ) （パンジー）

田村 ・ 武田 杉浦 ・ 達田

（狛ピン） (八小同好会・あじさい)

徐 ・ 鈴木 桑嶋 ・ 吉沢

（アイリス・無所属） （ＴＫＫ）

川合 ・ 鈴木 岩波 ・ 及川

(いずみ) (狛江ＳＴＡＲＳ)

伊藤 ・ 小澤 杉浦 ・鳥山

（ＴＫＫ） (フレッシュ）

和田 ・ 廣澤 島崎 ・ 山本

（ＡＢＣ） (いずみ)

松井 ・ 枝川 熊田 ・ 関谷

（七夕クラブ） （野川クラブ）

園田 光子 ・ 島川　彩

(狛江ＳＴＡＲＳ)

植村 悦子 ・ 宮本 真智子

（ＡＢＣ）

加藤 恵美子 ・ 坂口 多恵子

（いずみ）

種村 節子 ・ 巻淵 久美子

（アイリス）

亀井 美智子 ・ 川村 とみ子

（狛ピン）

宇田川 幸江 ・ 倉田 智恵子 吉松シャオリアン ・ 冨澤 郁子

(ＴＫＫ) (いずみ・たま川)

男子ダブルス一般上位結果
真島 拓実 ・ 高木 正人 和泉　崇則 ・ 島川修一

(狛江ＳＴＡＲＳ) (狛江ＳＴＡＲＳ)
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ダブルス 優      勝 準   優   勝 ３   位

男子ダブルス一般下位結果
林　勇冶 ・ 間鍋進 深山 高志 ・ 高橋 良輔

(ＴＫＫ) （いずみ）

男子ダブルス１２０才上位結果
東海林　貢 ・ 佐久間　徹 瀧澤 秀樹 ・ 山本 春彦

（狛ピン） （レイニーブルー）

男子ダブルス１２０才下位結果
高萩 尚明 ・ 久保田 俊三 李　錚強 ・ 史  蹟

（いずみ） （たま川クラブ）

女子ダブルス一般上位結果
杉木 真由美 ・ 大平 カル子 佐藤 萌夏 ・ 小林 伽奈

男子ダブルス１４０才上位結果

男子ダブルス１４０才下位結果

田中　理 ・ 山口 和男

（いずみ） （いずみ ・ ＴＫＫ）

沖山 公則 ・ 阿久津 学

岩見和男 ・ 手塚幸男

(ＴＫＫ)

青柳　智 ・ 上田 洋子

(ＴＫＫ ・ 八小同好会)

女子ダブルス１４０才上位結果

女子ダブルス１４０才下位結果

女子ダブルス１２０才上位結果
久保田 洋子 ・ 斉郷 陽子 小島 美津江 ・ 石川  美江子

（いずみ ・ 七夕クラブ） （アイリス）

女子ダブルス１２０才下位結果
成田 浩美 ・ 青木 香奈 浅子 幸江 ・ 松井 和代

（チームメバルＴＴ） （いずみ）

（アイリス） (狛江ＳＴＡＲＳ)

女子ダブルス一般下位結果


