
平成30年度　ﾆｯﾀｸ杯川崎オープンダブルス卓球大会　≪入賞チーム≫

とき： ところ：高津スポーツセンター

☆ 参加数 優勝 準優勝 第3位 第3位

江馬・平野 土倉・金井 宇宿・笠原 岡本・山口

(個人) (川崎卓球ジム) (ＹＫＣ) (JFE京浜)

小林・笠井 櫛田・丹羽

(つづきTC・稲城卓連) (アスリート相模)

坂本・宍戸 米澤・小山幸

(日産追浜) (中原クラブ)

高松・斎藤 大内・沼口 田村・小林

(藤クラブ) (チームTAISHO) (タム卓クラブ)

今福・越地 岡本・永安 安藤・中山 窪井・松下
(MD相模) (FAMILY) (ＹＭＫ) (MD相模)

渡部・村田 坂本・小口 川合・高木 粂川・堀川

(つづきTC) (COLOR) (松草クラブ) (相模原ﾍﾞ・HAZAWA)

日下部・五條 小川・青木

(チャイム) (大和ﾚﾃﾞｨ・はまゆう)

伊藤・中山 高木・生熊 後藤・久保 若松・萩

(かわさき) (昴) (オーロラ) (クレール)

平野・今井 山口・永安 三井・名倉 江馬・出口

(個人・大洋歯科) (JFE京浜・FAMILY) (第二体育会法政大学) (個人・浜川崎ｸ)

高橋・堀川 大島・高木 豊島・川合 内田・片渕

(ＨＡＺＡＷＡ) (松草クラブ) (松草クラブ) (アラフォー)

坂本・坂本 斎藤・五條 高橋・粂川 浦部・神永

(日産追浜・COLOR) (藤ｸﾗﾌﾞ・チャイム) (風林火山・相模原ﾍﾞ) (ＪＵＳＴ)

高松・日下部 沼口・青木 岡・中川 金子・池田

(藤ｸﾗﾌﾞ・チャイム) (ﾁｰﾑTAISHO・はまゆう) (松草クラブ) (川崎卓友会)

ヽ(^。^)ノ　入賞チームの皆様おめでとうございます❢
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120歳以上混合 19

130歳以上混合 17

100歳以上男子 8

120歳以上男子 7

130歳以上男子 12

平成30年5月20日

記録の詳細は次のページから

32一般女子

一般男子 48

100歳以上女子 19

120歳以上女子 9

130歳以上女子 23

一般混合 34

100歳以上混合 18



平成30年度　ﾆｯﾀｸ杯川崎オープンダブルス卓球大会

①　一般・男子 ※入賞３位

門間良・竹下友也 (東京ﾓﾉﾚｰﾙ・慶応大) 岡本紘樹・山口拓矢 (JFE京浜)

 木内未来・宮本澄  (ARPﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 三浦祥・馬實 (みくたく)

椎名勇太・中田彰英 (こりん松) 車武人・鈴木日浴 (cossAcK)

影山貴弘・竹内勇士朗 (東京薬科大学) 三井和哉・河内翔太 (第二体育会法政大学)

髙橋悠輔・中村悠人 (cossAcK) 小山田亮・高野洋旭 (cossAcK)

中野龍弥・中野琥珀 (あすなろ) 米谷達・植田歓喜 (GTO　)

鈴木幸司・峰貴昭 (青嵐ｸ・JFE京浜) 川崎奬平・池田岳士 (青葉卓球道場)

飯田寛・大浦航平 (NKTTC　) 堀隼太・前田泰佑 (cossAcK)

西村太郎・菊隆太郎 (cossAcK) 高橋飛翔・大原紫苑 (東京薬科大学)

 関山稜・保住和也  (明治大学一般部) 土倉正恵・金井大 (川崎卓球ジム)

堀宗聡太・中川赳 (cossAcK) 田中風我・細野裕真 (cossAcK)

杉山諒・鈴木孝平 (FTTC　) 新垣航一・木村直登 (P－CONNECT)

鈴木健作・山崎貴司 (中原クラブ) 江馬健史・平野佑治 (個人)

後藤健作・宇津輝 (コザOB・名王ｸ) 宇宿秀三・笠原敬弘 (YKC　)

岡村秀志・福岡拓也 (NKTTC　) 柳田飛鳥・横山蓮 (cossAcK)

田中孝典・岡田崇 (cossAcK) 小林麻楠・中西勇太 (cossAcK)

吉永隆・吉永聡 (フロール) 寺村顕・大久保智貴 (FTTC　)

大工原有・小野澤清人 (みくたく) 守津直紀・吉冨茂樹 (MS卓球ｸﾞ・JFE京浜)

小林巧・星智裕 (CRONY　) 木村達彦・柴崎裕 (MS卓球ｸﾗﾌﾞ)

石部将伍・仁科博之 (cossAcK) 石川雄大・野島光 (東京薬科大・城西大)

保坂洵之介・島田匠 (東京薬科大学) 青島翔・梅谷昇平 (CRONY　)

今福真司・松本武 (高倉ｸ・ｼｯｸｽﾜﾝ) 金髙浩二・古川聖 (あすなろ・中原ｸ)

阿部謙汰・長谷川誠 (麻生総合高校) 錦織広実・鈴木康修 (NKTTC　)

田村耕太郎・坂本岳史 (cossAcK) 後藤昴宏・鎌田利寛 (cossAcK)

江
馬
・
平
野

４ ２

15 木村達彦・柴崎裕 (MS卓球ｸﾗﾌﾞ) 保坂洵之介・島田匠 (東京薬科大学) 13

12 10

13 15

7 宇宿秀三・笠原敬弘 (YKC　) 岡村秀志・福岡拓也 (NKTTC　) 5

6

2 後藤昴宏・鎌田利寛 (cossAcK) 阿部謙汰・長谷川誠 (麻生総合高校) 4

８ ６

５ ７

10 寺村顕・大久保智貴 (FTTC　) 田中孝典・岡田崇 (cossAcK) 12

１ ３

11 堀隼太・前田泰佑 (cossAcK) 飯田寛・大浦航平 (NKTTC　) 9

16 14

９ 11

3 車武人・鈴木日浴 (cossAcK) 門間良・竹下友也 (東京ﾓﾉﾚｰﾙ・慶応大) 1

土倉正恵・金井大 (川崎卓球ジム) 堀宗聡太・中川赳 (cossAcK) 8

14 米谷達・植田歓喜 (GTO　) 影山貴弘・竹内勇士朗 (東京薬科大学) 16

1



平成30年度　ﾆｯﾀｸ杯川崎オープンダブルス卓球大会

②　１００歳以上・男子 ※入賞２位

豊島靖・大島宏行 (松草クラブ) 小林有二・笠井純一 (つづきTC・稲城卓連)

肥後友和・小山弘 (中原クラブ) 櫛田剛志・丹羽徳広 (ｱｽﾘｰﾄ相模)

野田裕司・村田俊太郎 (つづきTC) 沼尻輝多賀・奥沢拓郎 (F&F)

井上隆博・鈴木幹夫 (MS卓球クラブ) 林浩二・高木弘幸 (MS卓球クラブ)

③　１２０歳以上・男子 ※入賞２位

米澤哲郎・小山幸男 (中原クラブ) 岡誠治・大貫真 (松草クラブ)

柴崎好明・伊藤ゆたか (相模原TPF) 坂本憲一・宍戸隆 (日産追浜)

髙橋浩・髙橋秀明 (風林火山・HAZAWA) 長谷川俊夫・田辺誠 (リリーズ)

Bye 佐々木博・桑名鋼 (M.bamboo)

④　１３０歳以上・男子 ※入賞３位

高松信弘・斎藤龍二 (藤クラブ) 藤田誠治・地主文夫 (東芝)

原正・神谷勇夫 (コスモス) 岩船元・金子正好 (川崎卓友会)

高橋敏明・佐藤勝彦 (川崎卓友会) 金子義男・古屋繁一 (コスモス・GTO)

木内忠男・沼口茂夫 (チームTAISHO) 庭山浩七・小川幸一 (コスモス)

田村金徳・小林順一 (タム卓クラブ) 添田清一・森井等 (たちばなクラブ)

手塚幸雄・布留川鉄男 (AZクラブ・個人) 松尾隆夫・広田祐次 (中下ｸﾗﾌﾞ・麻生ｸﾗﾌﾞ)

田村金徳・小林順一 高橋敏明・佐藤勝彦

高松
斉藤

坂本
宍戸

小林
笠井

４ ２

３位決定戦

３ － １

2 庭山浩七・小川幸一 (コスモス) 木内忠男・沼口茂夫 (チームTAISHO) 4

１ ３

3 岩船元・金子正好 (川崎卓友会) 高橋敏明・佐藤勝彦 (川崎卓友会) 1

1 2

2 岡誠治・大貫真 (松草クラブ) 髙橋浩・髙橋秀明 (風林火山・HAZAWA) 1

1 2

2 小林有二・笠井純一 (つづきTC・稲城卓連) 肥後友和・小山弘 (中原クラブ) 1

2



平成30年度　ﾆｯﾀｸ杯川崎オープンダブルス卓球大会

⑤　一般・女子 ※表彰３位

小林記子・福士真名美 (CRONY) 岡本真奈・永安佳乃 (FAMILY)

福田奈津子・前田悠 (cossAcK) 藤田佳南・伊藤真瑠璃 (P－CONNECT)

能城香奈・羽鳥百合子 (みくたく) 堀江美帆・堀すみれ (cossAcK)

 巽菜緒・本田羽沙  (鎌倉卓ｸ・cossAcK)

松岡彩花・西七菜香 (cossAcK)

井桁知栄子・石川原友美子 (中原ｸ・MS卓球ｸ) 土倉沙織・金井陽香 (川崎卓球ジム)

林菜花・生出美奈子 (NKTTC) 平原侑佳・杉浦穂香 (cossAcK)

桑嶋成美・奥野晴美 (そよかぜ)

安藤奈々・中山敬子 (YMK)

橋本千夏・鍋田優花 (cossAcK) 金怡甜・尹艶萍 (みくたく・池袋卓球)

森優香・白野真由 (白鳥卓球クラブ) 鈴木遼子・井上優 (cossAcK)

小笠原若菜・吉森美咲 (CRONY)

今福麻奈美・越地友里 (MD相模)

 山本愛・近藤菜緒  (パステル) 相澤彩子・高柳知咲 (cossAcK)

白土愛海・水野遥 (cossAcK) 星野汐音・島田陽葵 (白鳥卓球クラブ)

椎名碧・植村未来 (FTTC)

出口悦子・今井柚葉 (浜川崎ｸ・大洋歯科) 窪井直美・松下沙奈美 (MD相模)

岡崎汐音・西山侑希 (cossAcK) 平野詩織・山田美香 (cossAcK)

平出侑舞・後藤茜 (TCBN) 名倉優花・高橋枝里 (第二体法政大・個人)

椎名允美・中田純子 (こりん松)

⑥　１００歳以上・女子 ※表彰３位

坂本久美・小口浩子 (COLOR) 高井由利子・大貫豊子 (川崎レディース)

北沢淳子・高橋康乃 (Kクラブ・個人) 小林佐登美・倉田智恵子 (つづきTC・PRimE)

若菜裕子・小松田由美 (M.bamboo) 大年明子・稲木美紀 (クエストCoCo)

渡部真由美・村田恵美 (つづきTC)

田渕和美・福澤奈津子 (ウィングス)

片渕由美子・古市真弓 (アラフォー) 土江美七子・目崎久美 (川崎卓友会)

阿部幸子・清水孝枝 (ｸｴｽﾄCoCo・ﾀﾑ卓ｸﾗﾌﾞ)

井上早苗・関口純子 (ハプニング) 平尾雅子・山田之美 (すずらん) 4

粂川セツ子・堀川千亜紀 (相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ・HAZAWA) 川合幸子・高木寿子 (松草クラブ)

持田育子・西浦幸江 (川崎レディース) 箭内洋子・髙村弘美 (GTO・川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ)

平尾雅子・山田之美 (すずらん) 松井和代・陰山たえ子 (クエストCoCo)

今
福
・
越
地

渡
部
・
村
田

４ ２

2 松井和代・陰山たえ子 (クエストCoCo) 阿部幸子・清水孝枝 (ｸｴｽﾄCoCo・ﾀﾑ卓ｸﾗﾌﾞ) 5

3 小林佐登美・倉田智恵子 (つづきTC・PRimE) 藤田久美子・加藤いづみ (GTO)

６

５

6 田渕和美・福澤奈津子 (ウィングス) 渡部真由美・村田恵美 (つづきTC) 1

6 桑嶋成美・奥野晴美 (そよかぜ)

４
２

１
３

9林菜花・生出美奈子 (NKTTC)

５

10

10 相澤彩子・高柳知咲 (cossAcK)

2 椎名允美・中田純子 (こりん松)

森優香・白野真由 (白鳥卓球クラブ) 8

９

６

８

７

5白土愛海・水野遥 (cossAcK)

3 藤田佳南・伊藤真瑠璃 (P－CONNECT) 出口悦子・今井柚葉 (浜川崎ｸ・大洋歯科) 4

１
３

7 小笠原若菜・吉森美咲 (CRONY) 能城香奈・羽鳥百合子 (みくたく) 1

3



平成30年度　ﾆｯﾀｸ杯川崎オープンダブルス卓球大会

⑦　１２０歳以上・女子 ※表彰２位

日下部鈴子・五條清美 (チャイム) 湯本ミツ・大島眞弓 (あすなろ)

佐沢喜久枝・小堀優美 (中下ｸﾗﾌﾞ・川崎KPC) 濱田志保・飯野紀子 (麻生卓球・イイハマ)

斉藤洋子・庄司光代 (ハプニング) 松川康子・有馬順子 (幸クラブ・Apple)

小川由美・青木文子 (大和ﾚﾃﾞｨｰｽ・はまゆう)

光野寛子・吉田さゆり (あすなろ)

白井かなえ・山田町子 (麻生卓球・ペガサス)

⑧　１３０歳以上・女子 ※表彰３位

山内淳子・森田直子 (きりがおか) 若松信子・萩正子 (クレール)

伊藤多恵・中山真知子 (かわさき) 永井京子・藤江恵子 (ゴールデンクラッカー)

木村真知子・月村苑乃 (成瀬ｸﾗﾌﾞ・鶴川ﾁｰﾑ) 佐藤かよ子・工藤照子 (ツインズ)

勝呂享子・島田冨美枝 (麻生クラブ)

岩船貞子・池田くにこ (川崎卓友会)

前島栄美子・坂田伸子 (カレンズ) 津田まつ子・今泉れいこ (サプリ)

岡部友子・亀山久美子 (T・Tクラブ) 鹿島由美子・生嶋南枝子 (たちばな)

石川弘子・遠山靖子 (バンビ)

高木尚子・生熊ふさ子 (昴)

山田幸子・佐野世津子 (ツインズ) 馬場照代・佐藤幸子 (みずき)

岩崎イネ子・佐々木婦美子 (グリーンクラブ)

村山彩子・髙橋日出美 (まつり華・M.bamboo)

 福山智香子・内田滝子  (リリーズ)

日下部
五條

伊
藤
・
中
山

4

2

7 笹村正枝・宮川さと子 (リリーズ) 笹村正枝・宮川さと子 (リリーズ)

４

後藤照子・久保弘子 (オーロラ) 高木尚子・生熊ふさ子 (昴)

６

５

原田香代子・中川美代子 (個人・松草ｸﾗﾌﾞ)

7
2 村山彩子・髙橋日出美 (まつり華・M.bamboo)

和泉澤悦子・伊藤操子 (南卓クラブ)

山内淳子・森田直子 (きりがおか) 1
3 永井京子・藤江恵子 (ゴールデンクラッカー)

２

１
３

石川弘子・遠山靖子 (バンビ) 5
6 岩船貞子・池田くにこ (川崎卓友会)

2 光野寛子・吉田さゆり (あすなろ) 松川康子・有馬順子 (幸クラブ・Apple) 3

１ ３

佐沢喜久枝・小堀優美 (中下ｸﾗﾌﾞ・川崎KPC) 1

4



平成30年度　ﾆｯﾀｸ杯川崎オープンダブルス卓球大会

⑨　一般・混合　（１） ※表彰３位

金髙浩二・中野ひとみ (あすなろ) ① 金井大・金井陽香 (川崎卓球ジム)

村田俊太郎・村田恵美 (つづきTC) ④ 西村太郎・鈴木遼子 (cossAcK)

米谷達・藤田久美子 (GTO) 大浦航平・林菜花 (NKTTC　)

木村直登・伊東真瑠璃 (P－CONNECT)

④

三浦祥・金怡甜 (みくたく) 関益男・齋藤智恵子 (新星クラブ)

坂本岳史・福田奈津子 (cossAcK) 田村耕太郎・橋本千夏 (cossAcK)

錦織広実・小野泉美 (NKTTC) 馬實・尹 (みくたく・池袋卓球)

②

時田一澄・吉野優希帆 (だんごくらぶ)

柳田飛鳥・杉浦穂香 (cossAcK) ⑤ 峰貴昭・安藤奈々 (JFE京浜・YMK)

笠井純一・倉田智恵子 (稲城卓連・PRimE)

河内翔太・高橋枝里 (第二法政大・個人) 細野裕真・白土愛海 (cossAcK)

井上優・高野洋旭 (cossAcK) ③

山崎貴司・石川原友美子 (中原ｸﾗﾌﾞ・MS卓球ｸ) 梅谷昇平・小林記子 (CRONY　)

⑤ 岡田崇・鍋田優花 (cossAcK)

平野佑治・今井柚葉 (個人・大洋歯科)

宇津直紀・大年明子 (MS卓球ｸ・ｸｴｽﾄCOCO)

小林麻楠・若松詩織 (cossAcK)

川崎奬平・桑嶋成美 (青葉卓球道場) ③ ⑥ 古川聖・野方菜摘 (中原クラブ)

横山蓮・西菜々香 (cossAcK) 阿部広明・中沢由香 (阿部ｸ・ﾁｰﾑねこ)

椎名勇太・椎名允美 (こりん松) 前田悠・鈴木日浴 (cossAcK)

８ ４

決勝

3 － 2平野佑治・今井柚葉 山口拓矢・永安佳乃

22 bye ⑥ 金鑽和樹・椎名碧 (FTTC　)

20

6 村里優樹・佐久間千尋 (浜川崎クラブ) 飯田寛・生出美奈子 (NKTTC　) 10

19 菊隆太郎・西山侑希 (cossAcK) 鈴木幸司・中山敬子 (青嵐ｸﾗﾌﾞ・YMK) 15

13

3 仁科博之・平原侑佳 (cossAcK) 中田彰英・中田純子 (こりん松)

17 21

16

松本武・越地友里 (ｼｯｸｽﾜﾝ・MD相模) 圓崎太郎・白野真由 (白鳥卓球クラブ) 2

12

９

14 三井和哉・名倉優香 (第二体育会法政大学) 小野澤清人・羽鳥百合子 (みくたく) 18

１
５

11 小林巧・小笠原若菜 (CRONY　) 田中孝典・巽菜緒 (cossAcK・鎌倉卓ｸ) 7

5
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⑨　一般・混合　（２）

岡本紘樹・岡本真奈 (JFE京浜・FAMILY) ⑦⑧ ⑩ 山口拓矢・永安佳乃 (JFE京浜・FAMILY)

佐藤駿太郎・森優香 (白鳥卓球クラブ) 田中孝典・巽菜緒 (cossAcK・鎌倉卓ｸ)

仁科博之・平原侑佳 (cossAcK) 宮城博一・奥野晴美 (Kクラブ)

大工原有・能城香奈 (みくたく) ⑦⑧ 関益男・齋藤智恵子 (新星クラブ) 21

菊隆太郎・西山侑希 (cossAcK)

鈴木健作・井桁智栄子 (中原クラブ) 阿部広明・中沢由香 (阿部ｸ・ﾁｰﾑねこ) 4

三井和哉・名倉優香 (第二体育会法政大学) ⑩ 土倉正恵・土倉沙織 (川崎卓球ジム)

木村達彦・稲木美紀 (MS卓球ｸ・ｸｴｽﾄCOCO) 飯田寛・生出美奈子 (NKTTC　)

堀隼太・水野遥 (cossAcK) ⑦⑧ 中川赳・岡崎汐音 (cossAcK)

江馬健史・出口悦子 (個人・浜川崎クラブ) ⑨ ⑪ 鈴木幸司・中山敬子 (青嵐ｸﾗﾌﾞ・YMK)

石部将伍・相澤彩子 (cossAcK) 中村悠人・堀すみれ (cossAcK)

小林巧・小笠原若菜 (CRONY　) 大久保智貴・植村未来 (FTTC　)

1 木村直登・伊東真瑠璃 (P－CONNECT) ⑪ 前田康佑・松岡彩花 (cossAcK)

小野澤清人・羽鳥百合子 (みくたく)

22 bye 宇宿秀三・山本愛 (YKC・ﾊﾟｽﾃﾙ)

小山田亮・高柳知咲 (cossAcK) ⑨ ⑫ 今福真司・今福麻奈美 (高倉ｸﾗﾌﾞ・MD相模)

新垣航一・藤田佳南 (P－CONNECT) 後藤昴宏・平野詩織 (cossAcK)

村里優樹・佐久間千尋 (浜川崎クラブ) 圓崎太郎・白野真由 (白鳥卓球クラブ)

星智裕・吉森美咲 (CRONY　)

６
２

8 川崎奬平・桑嶋成美 (青葉卓球道場) 笠井純一・倉田智恵子 (稲城卓連・PRimE) 12

17 坂本岳史・福田奈津子 (cossAcK) 梅谷昇平・小林記子 (CRONY　) 13

19

14 10

11 15

18

16 時田一澄・吉野優希帆 (だんごくらぶ) 金鑽和樹・椎名碧 (FTTC　) 20

9 河内翔太・高橋枝里 (第二法政大・個人) 大浦航平・林菜花 (NKTTC　) 5

３ ７

6
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⑩　１００歳以上・混合 ※表彰３位

内田裕之・片渕由美子 (アラフォー) ⑬⑭ ⑮⑯ 宍戸隆・小口浩子 (日産追浜・COLOR)

鈴木幹夫・景山智子 (MS卓球クラブ) 小川徹久・小川英恵 (川崎卓友会)

 國行優・鈴木優江  (個人・川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ)  保田裕昭・高岩裕子 (ALEGRIA)

河村淳・廣川香緒里 (ｸｴｽﾄCOCO・四葉会)

安達正男・村山由紀子 (稲城卓連) ⑬⑭ ⑮⑯ 當真良和・宇須美由美子 (Vｴｲﾄ・ﾄﾏﾄ倶楽部)

清水啓之・伊藤寿美子 (東芝クラブ・東芝)

林浩二・陰山たえ子 (MS卓ｸ・ｸｴｽﾄCOCO) 松田正明・和田るり (阿部ｸﾗﾌﾞ・ﾁｰﾑねこ) 4

大島宏行・高木寿子 (松草クラブ) 豊島靖・川合幸子 (松草クラブ)

松田正明・和田るり (阿部ｸﾗﾌﾞ・ﾁｰﾑねこ) 櫛田剛志・田渕和美 (ｱｽﾘｰﾄ相模・ｳｨﾝｸﾞｽ)

長谷川潔・三国裕紀子 (SKクラブ) ⑬⑭ ⑮⑯ 梶和幸・梶裕紀子 (イ・ガルペ)

⑪　１２０歳以上・混合 ※表彰３位 ※小体育室

斎藤龍二・五條清美 (藤ｸﾗﾌﾞ・チャイム) ㉒ ㉕ 柴崎好明・津田まつ子 (相模原TPF・サプリ)

佐藤勝彦・目崎久美 (川崎卓友会) 三尾直隆・榎本文子 (エブリィー)

望月利光・鷹島良子 (個人・個人) 手塚幸雄・白井かなえ (AZｸﾗﾌﾞ・麻生卓球)

古屋繁一・箭内洋子 (GTO)

高橋敏明・土江美七子 (川崎卓友会)

小林有二・小林佐登美 (つづきTC) ㉓ ㉖ 髙橋浩・粂川セツ子 (風林火山・相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ)

広田祐次・松川康子 (麻生ｸﾗﾌﾞ・幸ｸﾗﾌﾞ)

阿部恒・阿部シズ江 (明卓会・Family) 金子義男・髙村弘美 (コスモス・川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ) 4

坂本憲一・坂本久美 (日産追浜・COLOR)

田村金徳・清水孝枝 (タム卓クラブ) 野田裕司・渡部真由美 (つづきTC)

伊藤ゆたか・今泉れいこ (相模原TPF・サプリ) 浦部栄・神永美代子 (JUST)

金子義男・髙村弘美 (コスモス・川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ) ㉔ ㉗ bye

高
橋
・
堀
川

１ ３

6 河村淳・廣川香緒里 (ｸｴｽﾄCOCO・四葉会) 鈴木幹夫・景山智子 (MS卓球クラブ)

2 浦部栄・神永美代子 (JUST) 阿部恒・阿部シズ江 (明卓会・Family) 5

3 三尾直隆・榎本文子 (エブリィー) 近藤政芳・土井満子 (JFE・YMK)

６

５

４ ２

(個人・個人) 1

2 櫛田剛志・田渕和美 (ｱｽﾘｰﾄ相模・ｳｨﾝｸﾞｽ) 安達正男・村山由紀子 (稲城卓連) 5

２
４

坂
本
・
坂
本

1

3 小川徹久・小川英恵 (川崎卓友会) 髙橋秀明・堀川千亜紀 (HAZAWA)

６

５

１
３

6 近藤政芳・土井満子 (JFE・YMK) 望月利光・鷹島良子

7
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⑫　１３０歳以上・混合 ※表彰３位

岡誠治・中川美代子 (松草クラブ) ⑰ ⑳ 木内忠男・小川由美 (ﾁｰﾑTAISHO・大和ﾚﾃﾞｨｰｽ)

横山梯二・鈴木静江 (個人・風) 吉田輝年・小堀優美 (川崎KPC)

西野実・佐沢喜久枝 (個人・中下ｸﾗﾌﾞ) 小川幸一・生熊ふさ子 (コスモス・昴)

金子正好・池田くにこ (川崎卓友会)

大貫真・原田香代子 (松草クラブ・個人) ⑱ 庭山浩七・高木尚子 (コスモス・昴) 5

庭山浩七・高木尚子 (コスモス・昴)

長谷川俊夫・笹村正枝 (リリーズ) 高松信弘・日下部鈴子 (藤ｸﾗﾌﾞ・チャイム)

岩船元・岩船貞子 (川崎卓友会)

沼口茂夫・青木文子 (ﾁｰﾑTAISHO・はまゆう) 松尾隆夫・有馬順子 (中下ｸﾗﾌﾞ・apple)

菅俊雄・酒井由岐子 (イ・ガルペ) ㉑ 西尾正教・小野寺市子 (AZクラブ)

田辺誠・宮川さと子 (リリーズ) ⑲

5

2

4

2 岩船元・岩船貞子 (川崎卓友会) 菅俊雄・酒井由岐子 イ・ガルペ 4

高
松
・
日
下
部

１
３

岡誠治・中川美代子 松草クラブ 1
3 小川幸一・生熊ふさ子 (コスモス・昴)
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