
トップ

　　第１１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２９年５月２７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　 ９ チーム

② Ｂクラス　５６組 　　　　　　 ⑤ Ｂクラス ３１ チーム

③ Ｃクラス　５３組 　　　 　⑥ Ｃクラス　２５ チーム

1．混合ダブルス 延参加者数 　５２６名

種　目 優　勝 準優勝 第３位

①

混合ダブルス
佐藤 貞男 落合 芳和 久郷 利幸
浅川 洋子 宮原 芳子 五月女 美智子

Ａ－１ （ＮＫ） （栃の木会・ドリームＬＣ） (ＡＴＣ)

混合ダブルス
西澤 由三 内田 広徳 菊池 清行
樫出 より子 新井 雅美 高橋 幸子

Ａ－２ （ＮＫ） (親球会・彩卓会） （ＺＩＤＡＩ）

混合ダブルス
塩田 武志 西村 雅之 須藤 正弘
塩田 秀子 髙橋 藤子 宮田 香代子

Ａ－３ （ＴＯＣＨＩＧＩ） (小江戸ラージ・彩卓会) (栃木クラブ・小山ラージ)

②

混合ダブルス
髙橋 貞夫 石川 和明 水沼 次男 

細谷 亜希子 佐藤 睦子 荒川 初子
Ｂ－１ (柚クラブ) (東松山ラージ) (Ｎ．芳卓．卓好)

混合ダブルス
大金 行男 飛坂 基夫 田島　充
横田 光子 石村 瞭子 押森 とし子

Ｂ－２ （Ｎ．ニュース．ドリーム） (大東クラブ) (彩卓会)

混合ダブルス
河本 雅史 福富 敏子 中沢 啓之

河本 美知江 髙橋 富貴子 古田 光子
Ｂ－３ (バオバオ) Ｙ．Ｗ．Ｆ．Ｔ (彩卓会)

混合ダブルス
秋山 修一 中川 正幸 山田 誠一
中里 和枝 中川 智恵 和気 啓子

Ｂ－４ (チームＡ) (おけたく) (栃の木会)

混合ダブルス
大久保 政昭 石田 佳男 上野 栄蔵
曽我 好子 泊内 久江 中里 弘子

Ｂ－５ (おけたく) (九十九会) (ローズクラブ)

混合ダブルス
赤石 三郎 永井 俊一 徳田 皓次
岡田 延子 天野 陽子 阿部 昌子

Ｂ－６ (かたくりＬ) （ＳＫＳ) (Ｎ．ニュース．ブルー)

混合ダブルス
関根 忠男 高橋 雄次 白瀧 禎之

三ッ本 せい子 矢ケ崎 艶子 星野 眉美
Ｂ－７ (九十九会) (彩卓会・飯能ラージ) (かたくりＬ)

③

混合ダブルス
新井 久子 関口 英夫 坪本　實
並木 亮子 難波 則子 小野 みち子

Ｃ－１ (卓楽会) (飯能ラージ) (西越ラージ)

混合ダブルス
西尾 淳一 石原 秀洋 菅井 淑郎
大島 一代 冷水 すみ 矢萩 梅子

Ｃ－２ (西越ラージ) (さわやか) (卓楽会)

混合ダブルス
鈴森 好雄 加瀬 逸弘 栗原　昭

市野 千鶴子 今野 島子 砂子田 成子
Ｃ－３ (八国山) (ＰＰＫ－４４) (おけたく)

混合ダブルス
古田　徹 櫻井 英子 若林 克明
長峰 正子 細田 いずみ 乗田 キヨ子

Ｃ－４ (高階卓友会) (飯能ラージ) (吹上卓連)

混合ダブルス
徳田　茂 大河内 進 馬場 優江

石浜 久仁子 田中 加代子 金子 恵津子
Ｃ－５ (八国山) (大宮ラージ) (日高ラージ)

混合ダブルス
小川 喜美雄 小嶋 昭一 森田 勝利
髙橋 貴美子 大室 睦子 柴崎 文子

Ｃ－６ (春日部・柚) (小ヶ谷卓愛会) (ひかりラージ)

混合ダブルス
萩野谷 克彦 今井 俊明 杉原 重考
新井 久仁子 当新 和子 内山 博子

Ｃ－７ (オレンジボール) (八国山) (卓楽会)

一樹
長方形



２．混合3D団体

種　目 優　勝 準優勝 第3位

④
混合３Ｄ団体

落合 芳和 ・ 塩田 武志 佐藤 貞男 ・ 西沢 由三 内田 広徳 ・ 内田 一海

宮原 芳子 ・ 塩田 秀子 樫出 より子 ・ 浅川洋子 新井 雅美 ・ 清水 和子

Ａ （スカイベリー） （NK） （親球会・彩卓会－Ａ）

⑤

混合３Ｄ団体
水沼 次男 ・ 大金 行男 新井 邦一 ・ 茂木 農夫男

－荒川 和子 ・ 横田 光子 大川 文子 ・ 髙橋 千代 

Ｂ－１ (ニュース．芳．Ｄ．卓) (シリウス)

混合３Ｄ団体
上野 栄蔵 ・ 池谷 一男 富谷 桑治 ・ 河本 雅史

－中里 弘子 ・ 田中 幸子 奥野 典子 ・ 河本 美知江

Ｂ－２ (ローズクラブ) (北越谷・バオバオ)

混合３Ｄ団体
中川 正幸 ・ 菅原 万博 葛城 和也 ・ 中山 隆 

－石黒 久美 ・ 中川 智恵 市村 初子 ・ 杉本 恵子

Ｂ－３ (おけたく) (八国山・チーム公民館)

混合３Ｄ団体
我妻 道信 ・ 石川 和明 髙橋 貞夫 ・ 小川 喜美雄

－佐藤 睦子 ・ 瀬山園子 髙橋 貴美子 ・ 細谷 亜希子

Ｂ－４ (東松山ラージ) (春日部．柚)

混合３Ｄ団体
菊池 清行 ・ 小出 辰也 大久保 政昭 ・ 曽我 好子

－高橋 幸子 ・ 米川 静香 山脇 恒彦 ・ 安倍 洋子

Ｂ－５ (ＡＪＣＣ＆ＺＩＤＡＩ) (おけたく)

混合３Ｄ団体
関根忠雄 ・ 石田 佳男 赤石 三郎 ・ 白瀧 禎之

－三ッ本 せい子 ・ 泊内 久江 園田 延子 ・ 星野 眉美

Ｂ－６ (九十九会) (かたくりＬ)

⑥

混合３Ｄ団体
関口 英夫 ・ 櫻井 英子 菅井 俶郎 ・ 杉原 重考

－佐貫 真由美 ・ 難波 則子 本田 玲子 ・ 矢萩 梅子

Ｃ－１ (飯能ラージ) (卓楽会)

混合３Ｄ団体
乗田 寿明 ・ 若林 克明 小嶋 昭一 ・ 髙橋 八朗

－乗田 キヨ子 ・ 髙谷 靖子 柴田 幸子 ・ 菅沼 典子

Ｃ－２ (吹上卓球クラブ) (小ヶ谷卓愛会)

混合３Ｄ団体
髙橋 進 ・ 石原 秀洋 荒井 卓雄 ・ 梶田 　勝

－冷水 すみ ・ 松原 文子 橘木 悦子 ・ 朝倉 靜枝

Ｃ－３ (小ヶ谷卓愛会・さわやか) (彩クラブ)

混合３Ｄ団体
坪本　寛 ・ 西尾 淳一 今井 俊明 ・ 鈴森 好雄

－小野 みち子 ・ 大島 一代 当新 和子 ・ 市野 千鶴子

Ｃ－４ (西越ＬＢ) (八国山)


