
トップ 大会結果

第１０回　ランク別ラージボールＸＤ・混合３Ｄ団体オープン卓球大会成績

開催日　　平成２８年５月２８日（土） 会　場　　川越運動公園　総合体育館

混合ダブルス ① Ａクラス　２４組 混合３Ｄ団体 ④ Ａクラス　１１ チーム

② Ｂクラス　４０組 ⑤ Ｂクラス １８ チーム

③ Ｃクラス　５０組 ⑥ Ｃクラス　23チーム

1．混合ダブルス 延参加者数 　４３６名

種　目 優　勝 準優勝 第３位

①

混合ダブルス
瀧澤 光功 西本 公英 石川 和明

高橋 明子 植盛 恭子 佐藤 睦子

Ａ－１ （iruiru club） （皐月会） （吹上卓球クラブ）

混合ダブルス
落合 芳和 西澤 由三 中里　稔

宮原 芳子 樫出 より子 吉川 知子

Ａ－２ （栃の木会・ＫＳＫ） （ＴＫＯ・ＳＫＳ） (親球会・彩卓会）

混合ダブルス
北畠　滋 塩田 武志 高橋 勇吾

柏木 マサ子 塩田 秀子 高松 冨美子

Ａ－３ （ＫＫクラブ） （ＴＯＣＨＩＧＩ） （雅フレンド）

②

混合ダブルス
田中　馨 長嶋 義生 高橋 一夫

田中 キヨコ 相沢 節子 百合野 恵子

Ｂ－１ （ドリームＬＣ） （吹上卓球クラブ） （小江戸ラージ）

混合ダブルス
佐藤 孝夫 青柳 征司 楠川 正敏

佐藤 励子 久納 浩子 高橋 藤子

Ｂ－２ （春日部ラージ） （ふじみ野ＬＢＴ） （彩卓会）

混合ダブルス
横手 貞男 葛城 和也 徳田 皓次

大島 好子 杉本 恵子 福世 政江

Ｂ－３ （吹上卓球クラブ） （八国山） （ニュースター・ドリームLC）

混合ダブルス
石井 信好 秋山 修一 原田　晃

羽瀬川 武子 中里 和枝 宮寺 洋子

Ｂ－４ （彩卓会） （チームＡ） （ふじみ野ＬＢＴ・ゼロワン）

混合ダブルス
関根　桂 田中 克昌 髙橋 雄次

高山 道子 田中 成子 新井 けい子

Ｂ－５ （おけたく） （彩友会) （彩卓会）

③

混合ダブルス
本多 義和 小西 富子 佐藤 順二

難波 則子 深堀 典子 小野塚 トシイ

Ｃ－１ （飯能ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） （日高Ｌ・Ｆサークル） （大沢卓球ｸﾗﾌﾞ）

混合ダブルス
田中 靖 山脇 恒彦 大野 健一
関口 宏美 丹野 貴美子 小林 ヨシ江

Ｃ－２ （飯能ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） （おけたく） （日高ライズﾞ）

混合ダブルス
松岡 啓二 高谷 靖子 森山 勝司
金澤 裕子 大矢 富代子 加藤 淳子

Ｃ－３ （彩友会） （吹上卓球クラブ） （大沢卓球ｸﾗﾌﾞ）

混合ダブルス
浅岡 眞史 中村 辰巳 岡本 正男
浅岡 英子 清野 悦子 朝倉 靜枝

Ｃ－４ （大沢卓球ｸﾗﾌﾞ） （九十九会） （小江戸ラージ・彩クラブ）

混合ダブルス
毛利 有為 柳戸 光重 天内 憲明
菅原 玲子 谷ケ崎 艶子 松岡 和子

Ｃ－５ （大沢卓球ｸﾗﾌﾞ） （飯能ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） （卓楽会）

混合ダブルス
沼田 賢三 大河内 進 坪本　実
秋谷 貴子 田中 加代子 赤萩 チカ子

Ｃ－６ （おけたく） （大宮ラージ） （大沢卓球ｸﾗﾌﾞ）

混合ダブルス
朝武 敬子 鈴森 好雄 石原 秀洋
鯉沼 洋子 三並 道子 吉氏 邦子

Ｃ－７ （卓楽会） （八国山） （川越さわやか）

一樹
長方形



２．混合3D団体

種　目 優　勝 準優勝

④

混合３Ｄ団体
西澤 由三 ・ 中里 稔 塩田 武志 ・ 落合 芳和

樫出 より子 ・ 吉川 知子 塩田 秀子 ・ 宮原 芳子

Ａ－１ （NKNY） （スカイベリー）

混合３Ｄ団体
瀧澤 光功 ・ 室谷 彰 荒牧 利光 ・ 内田 一海

高橋 明子 ・ 石川 莉沙 新井 雅美 ・ 清水 和子

Ａ－２ （iruiru club） （彩卓会－Ａ）

⑤

混合３Ｄ団体
宮脇 京治 ・ 原 絢一 三本 守 ・ 葛城 和也
谷 紀子 ・ 松澤 京子 石浜 久仁子 ・ 杉本 恵子

Ｂ－１ （植水クラブ） （八国山）

混合３Ｄ団体
富谷 桑治 ・ 佐藤 孝夫 関根　桂 ・ 菅原 万博
片柳 光子 ・ 佐藤 励子 高山 道子 ・ 中西 喜久子

Ｂ－２ （北越谷ラージ・春日部ラージ） （おけたく）

混合３Ｄ団体
西山 進一 ・ 竹田　忍 横手 貞男 ・ 長嶋 義生

引間 紀子 ・ 松田 美代子 相沢 節子 ・ 大島 好子

Ｂ－３ （日高市むさしＬクラブ） （吹上卓球クラブ）

⑥

混合３Ｄ団体
関口 英夫 ・ 喜多 昭美 沼田 賢三 ・ 山脇 恒彦
難波 則子 ・ 谷ケ崎 艶子 秋谷 貴子 ・ 丹野 貴美子

Ｃ－１ （飯能ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） （おけたくﾞ）

混合３Ｄ団体
小嶋 昭一 ・ 髙橋 八朗 宮寺 一也 ・ 山村 幸子
柴田 幸子 ・ 百瀬 佳也子 向山　操 ・ 小沢 明子

Ｃ－２ （小ヶ谷卓愛会） （ＧＦ）

混合３Ｄ団体
田中　靖　・ 本多 義和 朝岡 眞史 ・ 毛利 有為
関口 宏美 ・ 佐貫 真由美 朝岡 英子 ・ 菅原 玲子

Ｃ－３ （飯能ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） （大沢卓球ｸﾗﾌﾞ）

混合３Ｄ団体
大滝 健蔵 ・ 岡本 正男 今井 俊明 ・ 鈴森 好雄
橘木 悦子 ・ 朝倉 靜枝 松崎 由紀子 ・ 三並 道子

Ｃ－４ （川越さわやか・彩クラブ・小江戸ラージ） （八国山）


