
平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第一体育館第一体育館第一体育館第一体育館

1 2 3 4
佐藤　誠・片山　晃 四宮　一平・久保　剛 百中 達彦・石田 敦大
Grenze四日市 アリエンス 四日市農芸高校
山本　雄飛・伊藤　理 大西　宏明・長谷川　頌洋 小原　健輔・辻　圭悟 紀平　幹太・坂本　優太
北伊勢上野信用金庫 アリエンス 四日市工業高校 四日市工業高校
谷口 隆介・竹田 有偉 大西　祐太・土性　祐成 田中　優介・松下　龍一 神田橋　翔太郎・西脇一哉
ケンちゃんズ アリエンス spinner 海星高校
前川　直輝・伊藤　利行 隆　和人・鈴木　勝統 伊藤　丈留・伊藤　実 小島 義弘・小島 岬
菰野クラブ ZERO-ONE 四日市工業高校・羽津中学校 ZERO-ONE・四日市農芸高校
後藤　公仁・島本　一翔 出口　隆生・柿市　哲哉 佐野 和輝・佐藤 卓斗
アリエンス 菰野クラブ ケンちゃんズ
北村　厚・刀根　雅恭 伊藤　倫・松田　健哉 相川拓也・林 拓也 林　優斗・丹生　海
アリエンス spinner Ｅｇｇ 四日市工業高校
山本　雄飛・伊藤　理 大西　宏明・長谷川　頌洋 小原　健輔・辻　圭悟 紀平　幹太・坂本　優太
北伊勢上野信用金庫 アリエンス 四日市工業高校 四日市工業高校
佐藤　誠・片山　晃 四宮　一平・久保　剛 百中 達彦・石田 敦大
Grenze四日市 アリエンス 四日市農芸高校
谷口 隆介・竹田 有偉 大西　祐太・土性　祐成 田中　優介・松下　龍一 神田橋　翔太郎・西脇一哉
ケンちゃんズ アリエンス spinner 海星高校
前川　直輝・伊藤　利行 隆　和人・鈴木　勝統 伊藤　丈留・伊藤　実 小島 義弘・小島 岬
菰野クラブ ZERO-ONE 四日市工業高校・羽津中学校 ZERO-ONE・四日市農芸高校
北村　厚・刀根　雅恭 伊藤　倫・松田　健哉 相川拓也・林 拓也 林　優斗・丹生　海
アリエンス spinner Ｅｇｇ 四日市工業高校
後藤　公仁・島本　一翔 出口　隆生・柿市　哲哉 佐野 和輝・佐藤 卓斗
アリエンス 菰野クラブ ケンちゃんズ
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平成29年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第一体育館第一体育館第一体育館第一体育館
1 2 3 4

吉田礼楽・常深亜美 伊藤栄利子・林実結 河中美玲・望月美空

アリエンス 菰野クラブ・菰野高校 四日市農芸高校

松井夏美・皆川知歩 宇佐美佳那・細田萌夏 須崎佑希・中村早莉奈

アリエンス 海蔵クラブ 四日市農芸高校

四宮美加・久保山真帆 田中宏佳・太田有花 堀晃世・瀧口瑛里香 平野那南・河村希望

アリエンス 北伊勢上野信用金庫 Spinner 四日市農芸高校

近藤亜希・有村友花 川口晴香・松浦光里 山口彩子・荒木円香 島岡理子・長瀬はるな

Grenze四日市 アリエンス 海蔵クラブ Spinner

四宮美加・久保山真帆 田中宏佳・太田有花 堀晃世・瀧口瑛里香 平野那南・河村希望

アリエンス 北伊勢上野信用金庫 Spinner 四日市農芸高校

近藤亜希・有村友花 川口晴香・松浦光里 山口彩子・荒木円香 島岡理子・長瀬はるな

Grenze四日市 アリエンス 海蔵クラブ Spinner

吉田礼楽・常深亜美 伊藤栄利子・林実結 河中美玲・望月美空

アリエンス 菰野クラブ・菰野高校 四日市農芸高校

松井夏美・皆川知歩 宇佐美佳那・細田萌夏 須崎佑希・中村早莉奈

アリエンス 海蔵クラブ 四日市農芸高校
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平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第二体育館第二体育館第二体育館第二体育館

1 2 3 4
久保山　康彦・杉山　直樹 落合　宏・菅沼　松明 厚　正人・山梨　裕典
アリエンス LIBERO 海蔵クラブ
清水　研志・前川　弘通 伊藤芳輝・古市一美 荒木　重洋司・森　嘉和 内田　雅彦・村田　仁
LIBERO Ｅｇｇ・富洲原クラブ 海蔵クラブ 菰野クラブ
大森　安晃・秋元　浩二 樋口 晃・重永 博昭 中村　隆式・高橋　巌 神保　悦郎・萩野　一也
海蔵クラブ Ｅｇｇ・Victory LIBERO 桜卓球クラブ
平島　一樹・早川　隆三 泉　佐則・福島　勇治 河野　誠・森　智弘 水本　久嗣・喜畑　雅文
Grenze四日市 ケロヨン・アリエンス 西南クラブ LIBERO・LIBERO
島村　博・中山　聡 田村　宏・及川　真也 岡本　辰夫・高田　一豊
LIBERO アリエンス 富洲原クラブ・流星
川村　知延・中尾　良治 赤司貢・小田勝也 今村　晃一・杉野　郷
LIBERO・桜卓球クラブ 卓愛クラブ アリエンス・Victory
山本　容三・山本　勉生 廣田　哲也・藤井　良幸 堤　友紀・稲垣　徹美 有竹　秀樹・柳川　洋史
Grenze四日市 北伊勢上野信用金庫 ZERO-ONE 海蔵クラブ
島村　博・中山　聡 田村　宏・及川　真也 岡本　辰夫・高田　一豊
LIBERO アリエンス 富洲原クラブ・流星
久保山　康彦・杉山　直樹 落合　宏・菅沼　松明 厚　正人・山梨　裕典
アリエンス LIBERO 海蔵クラブ
山本　容三・山本　勉生 廣田　哲也・藤井　良幸 堤　友紀・稲垣　徹美 有竹　秀樹・柳川　洋史
Grenze四日市 北伊勢上野信用金庫 ZERO-ONE 海蔵クラブ
清水　研志・前川　弘通 伊藤芳輝・古市一美 荒木　重洋司・森　嘉和 内田　雅彦・村田　仁
LIBERO Ｅｇｇ・富洲原クラブ 海蔵クラブ 菰野クラブ
大森　安晃・秋元　浩二 樋口 晃・重永 博昭 中村　隆式・高橋　巌 神保　悦郎・萩野　一也
海蔵クラブ Ｅｇｇ・Victory LIBERO 桜卓球クラブ
平島　一樹・早川　隆三 泉　佐則・福島　勇治 河野　誠・森　智弘 水本　久嗣・喜畑　雅文
Grenze四日市 ケロヨン・アリエンス 西南クラブ LIBERO・LIBERO
川村　知延・中尾　良治 赤司貢・小田勝也 今村　晃一・杉野　郷
LIBERO・桜卓球クラブ 卓愛クラブ アリエンス・Victory
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平成29年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第二体育館第二体育館第二体育館第二体育館
1 2 3 4

鵜飼真夕弓・古沢佳奈美有村千恵子・川村和子 山口伊都子・加藤美紀

海蔵クラブ 桜卓球クラブ Egg・愛豊クラブ

勝野和代・乙部陽子 伊藤千恵美・森ひで子 三上ひとみ・野崎玲子 矢田十三子・大橋淳子

アリエンス 霞クラブ LIBERO 元気ｱｯﾌﾟ菰野

立石ひとみ・荒木弘恵 首藤暢子・松木峰子 今村年・北村知美 市川さよ子・藤田幸代

One's SUN アリエンス Egg

山本陽子・大谷悦子 山下示知・佐藤真巳子 長野幸恵・成瀬倫子 塩竹重美・林喜美恵

桜卓球クラブ Grenze四日市 海蔵クラブ 虹クラブ・元気ｱｯﾌﾟ菰野

戸谷美智子・平野弘子 平川寛美・川尻真由美 奥村奈緒美・浜田広子

霞クラブ アリエンス LIBERO・SUN

楠てるゑ・伊藤とし子 小林朝子・有村美香 前川和代・堀木弓 川島貴子・三島奈々子

コパン 桜卓球クラブ 霞クラブ Victory

勝野和代・乙部陽子 伊藤千恵美・森ひで子 三上ひとみ・野崎玲子 矢田十三子・大橋淳子

アリエンス 霞クラブ LIBERO 元気ｱｯﾌﾟ菰野

鵜飼真夕弓・古沢佳奈美有村千恵子・川村和子 山口伊都子・加藤美紀

海蔵クラブ 桜卓球クラブ Egg・愛豊クラブ

立石ひとみ・荒木弘恵 首藤暢子・松木峰子 今村年・北村知美 市川さよ子・藤田幸代

One's SUN アリエンス Egg

山本陽子・大谷悦子 山下示知・佐藤真巳子 長野幸恵・成瀬倫子 塩竹重美・林喜美恵

桜卓球クラブ Grenze四日市 海蔵クラブ 虹クラブ・元気ｱｯﾌﾟ菰野

楠てるゑ・伊藤とし子 小林朝子・有村美香 前川和代・堀木弓 川島貴子・三島奈々子

コパン 桜卓球クラブ 霞クラブ Victory

戸谷美智子・平野弘子 平川寛美・川尻真由美 奥村奈緒美・浜田広子

霞クラブ アリエンス LIBERO・SUN
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平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第二体育館第二体育館第二体育館第二体育館

1 2 3 4
伊藤良男・渡部悟司 佐久間　照夫・渡地　利雄 中山明・辻敏一
卓愛クラブ ケロヨン・海蔵クラブ あかつきクラブ・コパン
増田純吉・古川重満 亀村　猛・舘　健之 西本　一郎・小林　有
Ｅｇｇ・Victory 緑地クラブ・ SUN 桜卓球クラブ
井上　久義・樋口　清一 松木　久志・有竹　正雄 羽田　正人・宮間　不知人 坂 克己・中山 佳明
卓愛クラブ・LIBERO 愛豊クラブ 西南クラブ Victory
元村　冨夫・道脇　正彦 後藤　哲男・船木　次郎 三浦　桓司・澤山　至宏 豊田　明治・吉田　力
桜卓球クラブ 海蔵クラブ・流星 球友会 愛豊クラブ
伊藤　明美・中山　義之 伊藤　綱一・小林　源太郎 山村新一・平井 英安 間瀬 彰美・後藤 健治
あかつきクラブ・ケロヨン 星稜会 球友会・Victory Victory
井上　久義・樋口　清一 松木　久志・有竹　正雄 羽田　正人・宮間　不知人 坂 克己・中山 佳明
卓愛クラブ・LIBERO 愛豊クラブ 西南クラブ Victory
元村　冨夫・道脇　正彦 後藤　哲男・船木　次郎 三浦　桓司・澤山　至宏 豊田　明治・吉田　力
桜卓球クラブ 海蔵クラブ・流星 球友会 愛豊クラブ
伊藤　明美・中山　義之 伊藤　綱一・小林　源太郎 山村新一・平井 英安 間瀬 彰美・後藤 健治
あかつきクラブ・ケロヨン 星稜会 球友会・Victory Victory
伊藤良男・渡部悟司 佐久間　照夫・渡地　利雄 中山明・辻敏一
卓愛クラブ ケロヨン・海蔵クラブ あかつきクラブ・コパン
増田純吉・古川重満 亀村　猛・舘　健之 西本　一郎・小林　有
Ｅｇｇ・Victory 緑地クラブ・ SUN 桜卓球クラブ
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平成29年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第二体育館第二体育館第二体育館第二体育館

1 2 3 4

伊藤栄子・植田明美 平井敬子・中村節子 加藤和子・宗美佐子
コパン Victory 友和クラブ
世古初恵・東寛美 島崎鈴子・芳山弘子 梶原明美・大平さち子
卓愛クラブ・元気ｱｯﾌﾟ菰野 桜卓球クラブ 愛豊クラブ
山本明子・片野恵子 田中澄恵・川村直美 井上仁己・水野乃梨子 中川勢津子・北川峰子
みらいず ゆり Victory 桜卓球クラブ・海蔵クラブ
谷美智子・樋口美智恵 河村幸子・中村月子 伊藤繁子・東口洋子 服部千賀子・服部清美
友和クラブ コパン 元気ｱｯﾌﾟ菰野 Victory
小林美代子・若林和代 栗山満子・井上美佐子 高原文江・小林恵子 舘貞子・福田良子
友和クラブ アリエンス・Victory ゆり みらいず
山本明子・片野恵子 田中澄恵・川村直美 井上仁己・水野乃梨子 中川勢津子・北川峰子
みらいず ゆり Victory 桜卓球クラブ・海蔵クラブ
谷美智子・樋口美智恵 河村幸子・中村月子 伊藤繁子・東口洋子 服部千賀子・服部清美
友和クラブ コパン 元気ｱｯﾌﾟ菰野 Victory
伊藤栄子・植田明美 平井敬子・中村節子 加藤和子・宗美佐子
コパン Victory 友和クラブ
小林美代子・若林和代 栗山満子・井上美佐子 高原文江・小林恵子 舘貞子・福田良子
友和クラブ アリエンス・Victory ゆり みらいず
世古初恵・東寛美 島崎鈴子・芳山弘子 梶原明美・大平さち子
卓愛クラブ・元気ｱｯﾌﾟ菰野 桜卓球クラブ 愛豊クラブ

平成30年2月4日
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平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会平成２９年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第一体育館第一体育館第一体育館第一体育館

1 2 3 4
島本　一翔・四宮　美加 片山　晃・有村　美香 石田　敦大・須崎　佑希
アリエンス Grenze四日市・桜卓球クラブ 四日市農芸高校
平島　一樹・有村　友花 後藤　公仁・久保山　真帆 菅沼　松明・佐野　法子 田中　優介・島岡　理子
Grenze四日市 アリエンス LIBERO・ケンちゃんズ spinner
刀根　雅恭・皆川　知歩 伊藤　利行・伊藤　栄利子 四宮　一平・川口　晴香 山本　雄飛・太田　有香
アリエンス 菰野クラブ アリエンス 北伊勢上野信用金庫
佐藤　誠・佐藤　真巳子 伊藤　倫・長瀨　はるな 大西　祐太・常深　亜美 前川　直輝・林　実結
Grenze四日市 spinner アリエンス 菰野クラブ
伊藤　理・田中　宏佳 大西　宏明・川尻　眞由美 神田橋　翔太郎・細田　萌夏
北伊勢上野信用金庫 アリエンス 海星高校・海蔵クラブ
樋口　真人・松井　夏美 荒木　重洋司・荒木　円香 百中　達彦・中村　早莉奈
アリエンス 海蔵クラブ 四日市農芸高校
土性　祐成・吉田　礼楽 田中　優伍・松浦　光理 落合　宏・山下　佳奈美 守山　憲司・宇佐美　佳那
アリエンス アリエンス LIBERO 海蔵クラブ
伊藤　理・田中　宏佳 大西　宏明・川尻　眞由美 神田橋　翔太郎・細田　萌夏
北伊勢上野信用金庫 アリエンス 海星高校・海蔵クラブ
島本　一翔・四宮　美加 片山　晃・有村　美香 石田　敦大・須崎　佑希
アリエンス Grenze四日市・桜卓球クラブ 四日市農芸高校
土性　祐成・吉田　礼楽 田中　優伍・松浦　光理 落合　宏・山下　佳奈美 守山　憲司・宇佐美　佳那
アリエンス アリエンス LIBERO 海蔵クラブ
平島　一樹・有村　友花 後藤　公仁・久保山　真帆 菅沼　松明・佐野　法子 田中　優介・島岡　理子
Grenze四日市 アリエンス LIBERO・ケンちゃんズ spinner
刀根　雅恭・皆川　知歩 伊藤　利行・伊藤　栄利子 四宮　一平・川口　晴香 山本　雄飛・太田　有香
アリエンス 菰野クラブ アリエンス 北伊勢上野信用金庫
佐藤　誠・佐藤　真巳子 伊藤　倫・長瀨　はるな 大西　祐太・常深　亜美 前川　直輝・林　実結
Grenze四日市 spinner アリエンス 菰野クラブ
樋口　真人・松井　夏美 荒木　重洋司・荒木　円香 百中　達彦・中村　早莉奈
アリエンス 海蔵クラブ 四日市農芸高校

5 - 2

2 - 1

樋樋樋樋
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真真真真
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松松松松
井井井井
　　　　
夏夏夏夏
美美美美

1 - 1

6 - 2

7 - 2

4 - 2

5 - 1

3 - 2
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平成30年2月4日平成30年2月4日平成30年2月4日平成30年2月4日
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6 - 1

7 - 1

2 - 2

4 - 1

3 - 1

1 - 2

ミックスダブルス一般の部ミックスダブルス一般の部ミックスダブルス一般の部ミックスダブルス一般の部
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平成29年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第二体育館第二体育館第二体育館第二体育館

1 2 3 4

島村博・小林朝子 高橋巌・堀木弓 赤司貢・藤田節子
LIBERO・桜クラブ LIBERO・霞クラブ 卓愛クラブ・One's
北村厚・北村知美 秋元浩二・鵜飼真夕弓樋口晃・荒木弘恵 伊藤義昭・柴田久美
アリエンス 海蔵クラブ Egg・One's ケロヨン・霞クラブ
大森安晃・古沢佳奈美田村宏・伊藤千恵美 小田勝也・伊藤栄子
海蔵クラブ アリエンス・霞クラブ 卓愛クラブ・コパン
早川隆三・山下示知 清水研志・山本典子 厚正人・成瀬倫子 古市一美・藤田幸代
Grenze四日市 LIBERO 海蔵クラブ 富洲原クラブ・Egg
杉山直樹・乙部陽子 内田雅彦・首藤暢子 中村隆武・三宅玲子 廣田裕一・川島貴子
アリエンス 菰野クラブ・SUN LIBERO・霞クラブ Victory
服部芳昭・加藤美紀 久保山康彦・平川寛美泉佐則・林喜美恵 伊藤芳輝・市川さよ子
Egg・愛豊クラブ アリエンス ケロヨン・元気ｱｯﾌﾟ菰野 Egg

山本容三・山本桂子 前川弘通・大谷悦子 福島勇治・塩竹重美
Grenze四日市 LIBERO・桜クラブ アリエンス・虹クラブ
及川真也・今村年 村田仁・矢田十三子 松木久志・松木峰子 森嘉和・山口彩子
アリエンス 菰野クラブ 愛豊クラブ・SUN 海蔵クラブ
堤友紀・勝野和代 山本勉生・川村和子 山梨裕典・長野幸恵 水本久嗣・奥村奈緒美
ZERO-ONE・アリエンス Grenze四日市・桜卓球クラブ海蔵クラブ LIBERO
大森安晃・古沢佳奈美田村宏・伊藤千恵美 小田勝也・伊藤栄子
海蔵クラブ アリエンス・霞クラブ 卓愛クラブ・コパン
服部芳昭・加藤美紀 久保山康彦・平川寛美泉佐則・林喜美恵 伊藤芳輝・市川さよ子
Egg・愛豊クラブ アリエンス ケロヨン・元気ｱｯﾌﾟ菰野 Egg
杉山直樹・乙部陽子 内田雅彦・首藤暢子 中村隆武・三宅玲子 廣田裕一・川島貴子
アリエンス 菰野クラブ・SUN LIBERO・霞クラブ Victory
及川真也・今村年 村田仁・矢田十三子 松木久志・松木峰子 森嘉和・山口彩子
アリエンス 菰野クラブ 愛豊クラブ・SUN 海蔵クラブ
北村厚・北村知美 秋元浩二・鵜飼真夕弓樋口晃・荒木弘恵 伊藤義昭・柴田久美
アリエンス 海蔵クラブ Egg・One's ケロヨン・霞クラブ
早川隆三・山下示知 清水研志・山本典子 厚正人・成瀬倫子 古市一美・藤田幸代
Grenze四日市 LIBERO 海蔵クラブ 富洲原クラブ・Egg
堤友紀・勝野和代 山本勉生・川村和子 山梨裕典・長野幸恵 水本久嗣・奥村奈緒美
ZERO-ONE・アリエンス Grenze四日市・桜卓球クラブ海蔵クラブ LIBERO
島村博・小林朝子 高橋巌・堀木弓 赤司貢・藤田節子
LIBERO・桜クラブ LIBERO・霞クラブ 卓愛クラブ・One's
山本容三・山本桂子 前川弘通・大谷悦子 福島勇治・塩竹重美
Grenze四日市 LIBERO・桜クラブ アリエンス・虹クラブ
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７コート 2-2

８コート 6-2

９コート 4-1

３コート 3-2
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ミックスシニアの部ミックスシニアの部ミックスシニアの部ミックスシニアの部
平成30年2月4日

１コート 1-1

２コート 7-2

４コート 9-1

５コート 8-1

６コート 5-1



平成29年度四日市市体育協会長杯卓球大会

第二体育館第二体育館第二体育館第二体育館

1 2 3 4

伊藤良男・伊藤とし子 佐久間照夫・森岡富美子平井英安・井上仁己 吉田功・北川峰子

卓愛クラブ・コパン ケロヨン・虹クラブ Victory あかつきクラブ・海蔵クラブ

杉野郷・楠てるゑ 船木次郎・樋口美智恵 樋口清一・中川勢津子 吉田力・大平さち子

Victory・コパン 流星・友和クラブ LIBERO・桜卓球クラブ 愛豊クラブ

伊藤綱一・平野弘子 有竹正雄・芳山弘子 堤潔・山口伊都子 山村新一・水野乃梨子

星稜会・霞クラブ 愛豊クラブ・桜卓球クラブ 卓愛クラブ・Egg 球友会・Victory

元村冨夫・島崎鈴子 羽田正人・舘貞子 辻敏一・中村月子 坂克己・栗山満子

桜卓球クラブ 西南クラブ・みらいず コパン Victory・アリエンス

今村晃一・宗美佐子 川島好徳・立石ひとみ 舘健之・浜田広子 喜畑雅文・野崎玲子

アリエンス・友和クラブ 菰野クラブ・One's SUN LIBERO

後藤哲男・若林和代 三浦恒司・服部千賀子 小林源太郎・戸谷美智子田中和彦・梶原明美

海蔵クラブ・友和クラブ 球友会・Victory 星稜会・霞クラブ Egg・愛豊クラブ

井上久義・世古初恵 中山聡・三上ひとみ 古川重満・田川いつ子 澤山至宏・服部清美

卓愛クラブ LIBERO Victory・桜卓球クラブ 球友会・Victory

道脇正彦・有村千恵子 伊藤明美・長谷川ヒロ子 後藤健治・中村節子 宮間不知人・河村幸子

桜卓球クラブ あかつきクラブ・ゆり Victory 西南クラブ・コパン

増田純吉・植田明美 間瀬彰美・平井敬子 渡部悟司・山本陽子 森正夫・水村尚美

Egg・コパン Victory 卓愛クラブ・桜卓球クラブ ケロヨン・元気ｱｯﾌﾟ菰野

伊藤綱一・平野弘子 有竹正雄・芳山弘子 堤潔・山口伊都子 山村新一・水野乃梨子

星稜会・霞クラブ 愛豊クラブ・桜卓球クラブ 卓愛クラブ・Egg 球友会・Victory

後藤哲男・若林和代 三浦恒司・服部千賀子 小林源太郎・戸谷美智子田中和彦・梶原明美

海蔵クラブ・友和クラブ 球友会・Victory 星稜会・霞クラブ Egg・愛豊クラブ

今村晃一・宗美佐子 川島好徳・立石ひとみ 舘健之・浜田広子 喜畑雅文・野崎玲子

アリエンス・友和クラブ 菰野クラブ・One's SUN LIBERO

道脇正彦・有村千恵子 伊藤明美・長谷川ヒロ子 後藤健治・中村節子 宮間不知人・河村幸子

桜卓球クラブ あかつきクラブ・ゆり Victory 西南クラブ・コパン

杉野郷・楠てるゑ 船木次郎・樋口美智恵 樋口清一・中川勢津子 吉田力・大平さち子

Victory・コパン 流星・友和クラブ LIBERO・桜卓球クラブ 愛豊クラブ

元村冨夫・島崎鈴子 羽田正人・舘貞子 辻敏一・中村月子 坂克己・栗山満子

桜卓球クラブ 西南クラブ・みらいず コパン Victory・アリエンス

増田純吉・植田明美 間瀬彰美・平井敬子 渡部悟司・山本陽子 森正夫・水村尚美

Egg・コパン Victory 卓愛クラブ・桜卓球クラブ ケロヨン・元気ｱｯﾌﾟ菰野

伊藤良男・伊藤とし子 佐久間照夫・森岡富美子平井英安・井上仁己 吉田功・北川峰子

卓愛クラブ・コパン ケロヨン・虹クラブ Victory あかつきクラブ・海蔵クラブ

井上久義・世古初恵 中山聡・三上ひとみ 古川重満・田川いつ子 澤山至宏・服部清美

卓愛クラブ LIBERO Victory・桜卓球クラブ 球友会・Victory

１２コート 3-2

１３コート 9-1

１４コート 8-1

１６コート 2-2
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１７コート 6-2

１８コート 4-1
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1-2

2-1
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ミックスベテランの部ミックスベテランの部ミックスベテランの部ミックスベテランの部

１０コート 1-1

１１コート 7-2

１５コート 5-1


