
柏木進一記念卓球大会

とき： ところ：幸スポーツセンター

☆ 優勝 準優勝 第3位 第3位

笹尾　卓人 君　和人 米沢　哲郎 大日向　秀収

(日産追浜) (川崎信用金庫) (中原クラブ) (個人)

山田　昭仁 田井　敬士 渡部　洋二 橘川　重雄

(青嵐クラブ) (個人) (MD相模) (MD相模)

蜂谷　剛 山城　和義 岡　誠治 八田　哲

(大正同好会) (横浜ベテラン会) (松草クラブ) (相模原ベテラン会)

宮川　實 和田　紘一 酒向　昭 鈴木　章

(横浜ベテラン会) (球楽会) (大正同好会) (中央クラブ)

永安　佳乃 窪井　直美 内田　陽子 岡本　真奈

(ＦＡＭＩＬＹ) (あすなろ) (あすなろ) (ＦＡＭＩＬＹ)

宇須井 由美子 小長井 千恵子 片寄 佐知子 三浦　加奈美

(トマト倶楽部) (静岡クラブ) (松草クラブ) (SHIP)

粂川　セツ子 塚田　嘉子 横山　つや子 桑原　綾子

(相模原ベテラン会) (ストリーム) (大正同好会) (川崎レディース)

柳　加素子 久保　弘子 坂田　伸子 影山 寿美枝

(しらとり) (川崎レディース) (カレンズ) (シンフォニー)

ヽ(^。^)ノ　入賞者の皆様おめでとうございます❢

50歳以上
女子シングルス

60歳以上
女子シングルス

70歳以上
女子シングルス

記録の詳細は次のページから

平成29年9月24日

一般男子シングル
ス

50歳以上
男子シングルス

60歳以上
男子シングルス

70歳以上
男子シングルス

一般女子シングル
ス



平成29年度　柏木進一記念卓球大会

一般男子　１

小野　守 加藤　雄大 氏家　将志 河合　秀二 宮崎　雅久 山本　涼太
梅屋敷TC 神奈川大学 リマソン 中原クラブ K・D・N・たくぞう 麻生高校

 藤原　温人
 麻生高校

田中　良平 北野　健二 吉川　光
りばてい ＨＡＺＡＷＡ 法政二高

登坂　元 牧野　裕司 大畑　直之 吉成　寛人 森吉　功一 松本　崇志
ＣＲＯＮＹ 中原クラブ ＮＫＴＴＣ ＭＴＫＤ 市立川崎高校 個人

高橋　秋坪 小倉　寛人 横澤　真紀
AJINOMOTO 富士見中学校 アルドール

梅田　瑞基  今井　海斗  鈴木　宏一郎
法政二高  麻溝卓球ｸﾗﾌﾞ  ＲＥＤ ＮＯＳＥ

長岐　伸喜 見目　照雄 原　優真 菅野　吉文 星　裕二 望月　雄太
りばてい 個人 法政二高 東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁 個人 神奈川大学

畑中　富昭 菅原　達 白川　達也
富士クラブ 東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁 市立川崎高校

花石　隆彦 我妻　慶彦 西川　潤
ＭＴＫＤ 法政二高 東京都市大学

肥後　友和 小澤　彰仁 糸数　昌史 須藤　桂太 高下　慶典 橋本　政樹
中原クラブ 法政二高 鉄門卓球部 川崎信用金庫 中原クラブ 浜川崎クラブ

鈴木　幸司 丑久保　智哉 當真　良和
JPクラブ 市立川崎高校 Ⅴエイト

富沢　直規 大堀　拓馬 木下　真一
13-103 市立川崎高校 アルドール

島川　修一 金杉　佑太 長谷川　尚司 古川　聖 大日向　秀収 櫻澤　正輝
日産追浜 麻溝卓球ｸﾗﾌﾞ グリーンハイツ 中原クラブ 個人 ＭＴＫＤ

君　　和人 村谷　龍  工藤　恒哉
川崎信用金庫 富士見中学校  中原クラブ

河野　蔣 岡　航生 鎌倉　大貴
ＳＨＩＰｓ 法政二高 個人

重富　正樹 中山　正也 本美　仁志 鈴木　大観 飯塚　仁志  堤　俊輔
浜川崎クラブ 法政二高 東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁 市立川崎高校 りばてい  鉄門卓球部

吉田　拓未 三浦　拓矢 猫島　翼
麻生高校 東京都市大学 ＭＴＫＤ

門間　良  吉田　周平 大島　惇
東京モノレール  富士クラブ 麻生高校

渡辺　凌斗 小川　正樹 松澤　透 瀬川　善友 市川　鷹秀　 菅原　一樹
ＭＴＫＤ 舞弩俱楽部 JFE京浜 JFE京浜 ＲＥＤ ＮＯＳＥ 富士通クラブ

吉岡　佑輔 杉本　隼  溝渕　大樹
K・D・N・たくぞう 麻生高校  ｉＬ ｍａｒｅ

長谷部　達也  竹下　和輝  澤橋　亮俉
法政二高  東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁  ＧＥＮＩＵＳ

細山田　雄太 小原　友和  石田　和基 駒形　元気 奥沢　拓郎 工藤　汐斗
法政二高 ＫＰＳ  神奈川大学 日産追浜 Ｆ＆Ｆ 麻生高校

橋場　康徳 綿谷　庄一郎 飯塚　公規
西中原中.PTA ＣＬＥＯ 大正同好会

田上　国広 姜　　華 山崎　淳
神奈川大学 市立川崎高校 ＣＬＥＯ

田辺　和也  河野　涼 北原　述
日産追浜  市立川崎高校 個人

君　　和人 笹尾　卓人
川崎信用金庫 日産追浜

1
5

58中西　優真舛廣　拓海飯田　寛

64 37

33 31

62 50

59 60岩住　正典斉藤　宇広

臼井　豊央齋藤　太一 須崎　博治 渡部　竜矢 竹之内　柊人

岡田　貴哉

32 21

17 18

51 42

54 28新堀　純志 栗原　宏平

恩田　功一 関　統和

48 53

49 2

38 10

27 44

段　　愛新 田辺　隆

 土門　遼也  堤　亮真  藤井　太

16 13

9 23

19 26

46 12青木　喜彦 平井　悠誠

輿水　亮一 山田　泰誠 森本　和幸

芦原　亮

青山　直之

56 45

41 7

30 15

3 52

矢部　衛彦 石田　高輝三田　涼貴 新井　洋輔 小山　弘

永安　紀一 横溝　翔汰 山口　一哉

6 34

14 20

佐野　秀雄 伊藤　響 柳原　健太

米沢　哲郎 松村　卓哉 峯村　泰基

田中　秀樹 長崎　拓人

24 29

25 55泉　和亨 佐藤　孝樹 中井　裕太

40 61

57 47

22 39

11 36山口　拓矢 木下　祐貴

藤田　丞 横山　誠斗 三浦　貴文 船田　洋明 慎　　明宰 藤野　伶音

8

35 63

43 4

中農　剛司 松吉　克哉

保立　幸則 佐藤　康俊 木下　祐介

④

荘司　拓人

上西　爽太

田口　稔

板倉　大吾

小泉　竜之介

笹尾　卓人 松永　尚也 山中　威

川本　良太

柿崎　正人

水口　貴則 町田　和也 内藤　剛汰

岸　　英史

三原　昭彦 岩瀬　海良 内藤　巧登

浅川　剛司

渡邊　智也 菅原　悠志

岡本　紘樹 堀切　敦海 米野　健太

秋元　要人 塩田　和希 吉田　昌宏

中村　和幸 坂口　雄也 菊池　空大

下山　真一 佐々木　達也 佐子　柊人

吉永　聡 市島　聡

田村　啓 謄田　鷹志 坂本　隆裕

大体育室　○内はコートNo.

①

②

②

③

①
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④
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⑦

①
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⑦
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平成29年度　柏木進一記念卓球大会

一般男子　２

永安　紀一 横溝　翔汰 山口　一哉 笹尾　卓人 松永　尚也  山中　威
ＦＡＭＩＬＹ 富士見中学校 個人 日産追浜 鉄門卓球部  個人

齋藤　太一 臼井　豊央 浅川　剛司 飯田　寛 舛廣　拓海 中西　優真
法政二高 神奈川大学 舞弩俱楽部 ＮＫＴＴＣ ＭＴＫＤ 法政二高

三原　昭彦 岩瀬　海良 内藤　巧登 船田　洋明  慎　　明宰 藤野　伶音
あすなろ 市立川崎高校 東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁 ｉＬ ｍａｒｅ  中原クラブ 麻生高校

 三田　涼貴 新井　洋輔 小山　弘 田村　啓 謄田　鷹志 坂本　隆裕
 成城大学 ＣＲＯＮＹ 中原クラブ 東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁 ランチパスタ ＣＬＥＯ

輿水　亮一 山田　泰誠 森本　和幸 青山　直之 渡邊　智也 菅原　悠志
日産追浜 りばてい 西中原中.PTA 神奈川大学 ＧＥＮＩＵＳ 法政二高

青木　喜彦 平井　悠誠 芦原　亮 中村　和幸 坂口　雄也  菊池　空大
Ｆ＆Ｆ 麻生高校 ＳＨＩＰｓ 個人 麻溝卓球ｸﾗﾌﾞ  市立川崎高校

恩田　功一 関　統和 上西　爽太 泉　和亨 佐藤　孝樹 中井　裕太
青嵐クラブ 麻溝卓球ｸﾗﾌﾞ 法政二高 ぴんぽんぱん 法政二高 中原クラブ

米沢　哲郎 松村　卓哉  峯村　泰基 岡本　紘樹 堀切　敦海 米野　健太
中原クラブ ＭＴＫＤ  ＧＥＮＩＵＳ JFE京浜 成城大学 りばてい

山口　拓矢 木下　祐貴 岸　　英史 矢部　衛彦 石田　高輝 小泉　竜之介
JFE京浜 ＭＴＫＤ 神奈川卓球ｸﾗﾌﾞ 法政二高 K・D・N・たくぞう 東京都市大学

新堀　純志 栗原　宏平 田口　稔 須崎　博治 渡部　竜矢 竹之内　柊人
法政二高 ＫＰＳ 東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁 日産追浜 市立川崎高校 ＭＴＫＤ

保立　幸則 佐藤　康俊 木下　祐介 水口　貴則 町田　和也 内藤　剛汰
ＳＴＦ 中原クラブ アルドール 中原クラブ ＨＡＺＡＷＡ 市立川崎高校

下山　真一 佐々木　達也 佐子　柊人
浜川崎クラブ 明治学院大学 麻生高校

 藤田　丞 横山　誠斗 三浦　貴文 岡田　貴哉 吉永　聡 市島　聡
 川崎信用金庫 市立川崎高校 K・D・N・たくぞう ＣＲＯＮＹ 個人 ぴんぽんぱん

 土門　遼也  堤　亮真 藤井　太
 東京都市大学  麻生高校 りばてい

川本　良太 田中　秀樹 長崎　拓人
中原クラブ 神奈川大学 法政二高

段　　愛新 田辺　隆 板倉　大吾 中農　剛司 松吉　克哉 柿崎　正人
ＣＬＥＯ ｉＬ ｍａｒｅ 法政二高 グリーンハイツ 富士通クラブ 個人

斉藤　宇広 岩住　正典 荘司　拓人
鉄門卓球部 メガネ 市立川崎高校

秋元　要人  塩田　和希 吉田　昌宏
ＴＴＣ  麻生高校 東京卓球ｸﾗﾌﾞ暁

佐野　秀雄 伊藤　響  柳原　健太
友卓会 神奈川大学  富士クラブ

5257

58

河野　蔣 岡　航生 鎌倉　大貴

7

60登坂　元 田中　良平

26

重富　正樹 中山　正也

62

3935

37本美　仁志

鈴木　大観 飯塚　仁志 堤　俊輔鈴木　幸司 丑久保　智哉 當真　良和

吉成　寛人 森吉　功一 松本　崇志

5551

4

48

1217

42

畑中　富昭

20

46

小澤　彰仁 糸数　昌史

菅原　達 白川　達也

門間　良肥後　友和

1511

28

33

2916

10

瀬川　善友 市川　鷹秀　

14

高橋　秋坪 小倉　寛人 横澤　真紀

島川　修一 金杉　佑太 長谷川　尚司

4743

5河合　秀二

25

139

50

君　　和人 村谷　龍

54

吉岡　佑輔 杉本　隼 溝渕　大樹

工藤　恒哉

 梅田　瑞基

22 31

27 36

21

24 18渡辺　凌斗 小川　正樹

1
氏家　将志加藤　雄大

藤原　温人

小野　守

松澤　透

38 63

59 53

40 44

8 34

花石　隆彦 我妻　慶彦

田辺　和也 河野　涼 北原　述

細山田　雄太 小原　友和 石田　和基

6

32 61

41 2

見目　照雄 原　優真

吉田　拓未 三浦　拓矢 猫島　翼

長岐　伸喜

3

64

30

2319

56

4549

菅原　一樹

牧野　裕司 大畑　直之

橋場　康徳 綿谷　庄一郎 飯塚　公規

須藤　桂太 高下　慶典 橋本　政樹

駒形　元気 奥沢　拓郎 工藤　汐斗

宮崎　雅久 山本　涼太

菅野　吉文 星　裕二 望月　雄太

 長谷部　達也  竹下　和輝  澤橋　亮俉

大体育室　○内はコートNo.

⑦

西川　潤

 今井　海斗  鈴木　宏一郎

古川　聖 大日向　秀収 櫻澤　正輝

富沢　直規 大堀　拓馬 木下　真一

田上　国広 姜　　華 山崎　淳

吉田　周平 大島　惇

吉川　光北野　健二

⑫

⑬

⑬

⑧

⑨

⑨

⑩

⑩

⑪

⑪

⑫

⑬

⑦

⑧

⑧

⑨

⑩

⑩

⑪

⑫

3



平成29年度　柏木進一記念卓球大会

男子５０歳以上

山田　昭仁 島田　芳宏 小出　津 嶽本　和久 橘川　重雄 石川　厚 村内　正裕 村山　邦夫
青嵐クラブ 新川崎ｼﾃｨｰｽﾞ ＳＨＩＰｓ ＮＩＨＳ MD相模 大正同好会 みなみクラブ 森の会

中山　清司 小原　淳 田中　浩一 西澤　哲朗 吉開　英一 上村　英一 井上　生一 長尾　正治
JFE京浜 エリチェTK くまもん会 個人 中原クラブ くまもん会 個人 卓精会

豊島　靖 鈴木　敏博 中村　英俊 平川　健二
松草クラブ 北前クラブ ＳＨＩＰｓ ＹＫＣ

成田　清重 岡田　憲昭 八橋　正人 加地　祥晃  曽根　龍 篠　喜夫 根本　一美 山本　祐平
ゴルベテ 松草クラブ ＹＫＣ 中原クラブ  ＭＴＣ 上鷺宮卓球ｸﾗﾌﾞ 松草クラブ くまもん会

 横山　義人 吉森　浩一 横井　信司 戸部　学
 卓楓会 くまもん会 ZIZO倶楽部 富士通クラブ

 太田　哲治 渡部　洋二 早坂　豊 杉崎 伊利也 正岡　忠 井上　元一 富樫　雅人 宮城　安利
 松草クラブ MD相模 個人 二葉クラブ 東芝 森の会 ＹＫＣ 富士通クラブ
 山本　春彦 山田　和好 小林　康広 山本　雅俊
 代々木クラブ ＹＫＣ ピン卓球クラブ 上溝卓球愛好会

白津　豊久 山賀　祐郁 小西　徹 太田　則夫 田井　敬士  山田 登志夫 山口　雅之 野村一彦
森の会 ぴんぽんぱん ＣＬＥＯ くまもん会 個人  MD相模 Ｐ-ＳＬＩＴ ﾋﾟﾝ卓球ｸﾗﾌﾞ

山田　昭仁 田井　敬士
青嵐クラブ 個人

男子６０歳以上

蜂谷　剛  和泉　正則 沼尻 輝多賀 山城　和義 室井　正志  物井 新一郎 阿部　俊明
大正同好会  ＳＨＩＰｓ Ｆ＆Ｆ 横浜ベテラン会 大正同好会  Ｆ＆Ｆ 中原クラブ

橋本　保 宮　康二  野田　祥一 上野　典夫 小野　隆夫 菅原　稔 牧野　裕二 尾崎　耕兒
アイフル リリーズ  横浜ベテラン会 中原クラブ ＨＡＺＡＷＡ Ｔｅａｍ ＬＣＰ ＣＬＥＯ 個人

小林　有二  久保　恒雄 酒井　正明 平岩　健三 岡　誠治 山野井 英俊  井出　荘一 日向　邦男
中原クラブ  個人 ＹＫＣ 富士通クラブ 松草クラブ 健西クラブ  中原クラブ ＹＫＣ

渡辺　敬生 松田　俊男　 峯岸　忠司 白須　育徳
双葉苦楽部 あすなろ ＨＡＺＡＷＡ 個人

原田　一保  清水　一夫  小畠　真二 鎌田　充 八田　哲 森田　博隆 上宮田 幸男
横浜ベテラン会  中原クラブ  I クラブ リマソン 相模原ベテラン会 Kクラブ つづきTC

蜂谷　剛 山城　和義
大正同好会 横浜ベテラン会

bye
㉔

白須　育徳

山田 登志夫

曽根　龍 篠　喜夫

早坂　豊

㉒

㉓

㉓

㉒ ㉓

白津　豊久 山賀　祐郁

太田　哲治 渡部　洋二

室井　正志

菅原　稔

森田　博隆

山野井 英俊

久保　恒雄

上野　典夫 9

4 2

7 岡　誠治 井出　荘一 日向　邦男 橋本　保

鎌田　充 4

2 八田　哲 上宮田 幸男 渡辺　敬生 5

5

6

8 7

9

平岩　健三 8

3 山城　和義 物井 新一郎 阿部　俊明 蜂谷　剛 1

6 小野　隆夫 牧野　裕二 尾崎　耕兒 小林　有二

㉔

酒井　正明

和泉　正則 沼尻 輝多賀

田井　敬士

上村　英一

正岡　忠

吉開　英一

橘川　重雄

1 3

12

小林　康広 山本　雅俊 13

2

山田　和好

bye

4

7 根本　一美 山本　祐平

3 0

井上　元一

1

6

山本　春彦

13 杉崎 伊利也

12

小西　徹 太田　則夫 4

10

2 山口　雅之 野村一彦

3 村内　正裕 村山　邦夫

富樫　雅人 宮城　安利

横井　信司 戸部　学 5

6

8 7

5

島田　芳宏山田　昭仁

横山　義人 吉森　浩一

石川　厚

豊島　靖 鈴木　敏博

決勝

13

小出　津 嶽本　和久

成田　清重 岡田　憲昭

中村　英俊 平川　健二

清水　一夫 小畠　真二

松田　俊男　 峯岸　忠司

宮　康二 野田　祥一

原田　一保

⑯

⑰

⑰

⑰⑮

11 井上　生一 長尾　正治 田中　浩一

1

8

9 11

西澤　哲朗 9

10 八橋　正人 加地　祥晃

小原　淳中山　清司

⑯

⑯

大体育室　○内はコートNo.

小体育室　○内はコートNo.

⑮

⑭

⑭

⑭

⑮

3

決勝

1



平成29年度　柏木進一記念卓球大会

男子７０歳以上

酒向　昭 矢野　正昭 住田　富一 茂木　信昭 菊池　清忠 島田　由明 河本　忠
大正同好会 アイフル 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 大正同好会 個人 白山同好会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会

藤田　誠治 土山　昭二 真田　昌亮 宮崎　博司 和田　紘一 大坂　正男  八木　一允 田中　重則
東芝 東戸塚 都筑ナイト 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 球楽会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会  都筑ナイト エンドレス

宮川　實 高田　敏範 地主　文夫 日比野 英彦 鈴木　章 井伊　國裕 菊地　政宣 柴崎　義雄
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 球楽会 東芝 北上クラブ 中央クラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 富士通クラブ 駒沢卓球ｸﾗﾌﾞ

角田　孝夫 宮田　栄次 小林　信隆 深田　慧一 田村　健二 山田　清 佐藤　幸也
ＭＴＣ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人 新川崎ｼﾃｨｰｽﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 球楽会 ＣＬＥＯ

宮川　實 和田　紘一
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 球楽会

一般女子

内田　陽子 小出　樹 近藤　暢子 芹田　姫奈 秋岡　基子 日野 早紀子 田畑 美佐子 今野　彩莉
あすなろ ＭＴＫＤ ＦＡＭＩＬＹ 富士見中学 ＣＬＥＯ ＭＴＫＤ Ａｘｅｌ ＴＣＢＮ

岡本　真奈  長谷川 程子  齋藤　宏美 小野寺 萌菜美

ＦＡＭＩＬＹ  ＭＴＫＤ  鉄門卓球部 市立川崎高校

永安　佳乃 工藤　奈津子 奥野　晴美  折尾　莉奈
ＦＡＭＩＬＹ ＭＴＫＤ Ｋクラブ  ＴＣＢＮ

小渡　恭子 竹原　綾香 北分　睦子  押田　侑奈 窪井　直美 鈴木　舞 菅原 奈津子 戸塚　夏葵
あすなろ ＭＴＫＤ ＥＤＡクラブ  市立川崎高校 あすなろ 成城大学 百合クラブ 富士見中学

永安　佳乃 窪井　直美
ＦＡＭＩＬＹ あすなろ

女子５０歳以上

小長井 千恵子 川上 智恵子 宮森　香織 吉田　真己 宇須井 由美子 渡辺　今日子 持田　育子 大森　桃子
静岡クラブ エリチェTK 川崎レデース ﾘﾘｰ トマト俱楽部 Ａｃｒｕｘ 川崎レディース エンジョイクラブ

村山　直子  小林　尚子 中山　京子 高橋　康乃 清水　孝枝 向井　廣子 成田　浩美 佐藤　和子
上溝卓球愛好会  りばてい カレンズ 個人 タム卓クラブ 個人 チームめばるT・T ＳＵＮＳＵＮ

森口　加留美 三浦　加奈美 岩切　恵子 北原　美弥子
くまもん会 SHIP 響 幸友会

原　美香子 石川 恵里子 大森　征美  仮屋　利香 片寄 佐知子 大野　清美 北沢　淳子 宮川　千秋
りばてい 三菜会 エンジョイクラブ  個人 松草クラブ ＡＡＯ Kクラブ 個人

小長井 千恵子 宇須井 由美子

静岡クラブ トマト俱楽部

小体育室　○内はコートNo.

㉕ ㉖
1 bye 3

6 和田　紘一 大坂　正男 八木　一允 田中　重則 藤田　誠治 土山　昭二 真田　昌亮 宮崎　博司 8

3 茂木　信昭 菊池　清忠 島田　由明 河本　忠

8 6
㉕ ㉗

5 7

酒向　昭 矢野　正昭 住田　富一 1

宮田　栄次 小林　信隆 深田　慧一 4

7 鈴木　章 井伊　國裕 菊地　政宣 柴崎　義雄

2 田村　健二 山田　清 佐藤　幸也 角田　孝夫

㉖ ㉗

宮川　實 高田　敏範 地主　文夫 日比野 英彦 5

決勝

3 1

大体育室　○内はコートNo.

⑱ ⑲

4 bye 2

1 3

6 岡本　真奈 長谷川　程子 齋藤　宏美 小野寺　萌菜美 内田　陽子 小出　樹 近藤　暢子 芹田　姫奈 1

3 秋岡　基子 日野　早紀子 田畑　美佐子 今野　彩莉 6
⑱ ⑲

5 小渡　恭子 竹原　綾香 北分　睦子 押田　侑奈 4

4 2
⑱ ⑲

2 窪井　直美 鈴木　舞 菅原　奈津子 戸塚　夏葵 永安　佳乃

決勝

3 1

小体育室　○内はコートNo.

㉘ ㉙

工藤　奈津子 奥野　晴美 折尾　莉奈 5

1 3

6 清水　孝枝 向井　廣子 成田　浩美 佐藤　和子 原　美香子 石川　恵里子 大森　征美 仮屋　利香 4

5 ㉘ 6
㉚

2 片寄　佐知子 大野　清美 北沢　淳子 宮川　千秋

13 宇須井　由美子 渡辺　今日子 持田　育子 大森　桃子 小長井 千恵子 川上　智恵子 宮森　香織

4 2
㉙ ㉚

7

7 森口　加留美 三浦　加奈美 岩切　恵子 北原　美弥子 村山　直子 小林　尚子 中山　京子

決勝

1 3

高橋　康乃 5

4



平成29年度　柏木進一記念卓球大会

女子６０歳以上

粂川 セツ子 沼岡　信子 山内　淳子 森本　恵子 塚田　嘉子 小林　牧子 清水　信子 石井　みや子
相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 きりがおか 琥珀 京西さくら ストリーム おてだま しらとり 琥珀

中村　京子 尾子　朋子 横山　つや子 大塚 三津代
おてだま ストライク 大正同好会 幸ミックス

若松　信子 沼本　栄子 勝　幸子 増子 紀代子 桑原　綾子  抱　芳子 佐沢　喜久枝 坂本　京子
三浦ＦＣ しらとり ＫＴＣ エンジョイクラブ 川崎レディース  おてだま Ｆｒｉｄａｙ EDAクラブ

相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ストリーム

女子７０歳以上

末松　陽子 大久保 房子 児玉　浜子 柳　加素子 先崎　凉子 井上　みつ 林　春子
ＡＡＯ 蛍 川崎クラブ しらとり 川崎レディース わかば ＫＭＳＣ

中山　照子 坂田　伸子 佐久間 真知子 斉藤　洋子
リバーサイド カレンズ 川崎レディース 川崎クラブ

中本　歌子 相原　洋子 阿部　洋子 西原　寛子
しらとり ＫＭＳＣ 日吉TTC くるみ

久保　弘子 影山 寿美枝 安部　清子 稲沢 美恵子 浜多 シゲヱ 矢川　盈子 橋本　ミイ 山口　良子
川崎レディース シンフォニー ＫＭＳＣ ラビット.2 ラビット.2 麻生卓球 蛍 くるみ

久保　弘子 柳　加素子
川崎レディース しらとり

大体育室　○内はコートNo.

⑳ ㉑
1 3

3 塚田　嘉子 小林　牧子 清水　信子 石井　みや子 粂川　セツ子 沼岡　信子

⑳

山内　淳子 森本　恵子 1

2 桑原　綾子 抱　芳子 佐沢　喜久枝 坂本　京子 若松　信子

5 中村　京子 尾子　朋子 横山　つや子 大塚　三津代 5

沼本　栄子 勝　幸子 増子　紀代子 4

㉛ ㉜
1 bye 3

4 2
⑳ ㉑

決勝

3 0

小体育室　○内はコートNo.

粂川 セツ子 塚田　嘉子

大久保　房子 児玉　浜子 1

3 柳　加素子 先崎　凉子 井上　みつ 林　春子

6 中山　照子 坂田　伸子 佐久間　真知子 斉藤　洋子 末松　陽子

6
㉛ ㉝

5 久保　弘子 影山　寿美枝 阿部　洋子 稲沢　美恵子 4

2 浜多　シゲヱ 矢川　盈子 橋本　ミイ 山口　良子 中本　歌子 相原　洋子 阿部　洋子 西原　寛子

決勝

0 3

5

4 2
㉜ ㉝

5


