
柏木進一記念卓球大会

とき： ところ：高津スポーツセンター

☆ 優勝 準優勝 第3位 第3位

小野　守 秋元　要人 原　駿平 赤間　翠

(梅屋敷卓球クラブ) (ＴＴＣ) (Team kawasaki) (青嵐クラブ)

山田　昭仁 田井　敬士 金本　啓二 坂西　吉明

(青嵐クラブ) (個人) (市原クラブ) (森の会)

蜂谷　剛 八田　哲 山城　和義 岩下　哲治

(大正同好会) (相模原ベテラン会) (横浜ベテラン会) (テニシャス・ナカーズ)

酒匂　昭 田村　健二 角田　孝夫 茂木　信昭

(大正同好会) (横浜ベテラン会) (ＭＴＣ) (大正同好会)

松本　紗陽花 内田　陽子 永安　佳乃 秋岡　基子

(東村山ジュニア) (あすなろ) (８８＃) (ＣＬＥＯ)

小長井 千恵子 宮崎　弘子 宇須井 由美子 鈴木　厚子

(静岡クラブ) (ＦＡＭＩＬＹ) (トマト倶楽部) (川崎レディース)

滝沢　啓子 松本　弘子 粂川　セツ子 桑原　綾子

(ＦＡＭＩＬＹ) (藤沢レディース) (相模原ベテラン会) (川崎レディース)

佐藤　敬 末松　陽子 浜多　シゲエ 広瀬　陽子

(藤沢レディース) (ＡＡＯ) (ラビット・２) (リリーズ)

＼(^o^)／　　入賞者の皆様おめでとうございます！　
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平成28年　柏木進一記念

一般男子シングルス　上位トーナメント一般男子シングルス　上位トーナメント一般男子シングルス　上位トーナメント一般男子シングルス　上位トーナメント

※入賞ベスト８まで ○内はｺｰﾄNo.

松岡　明男 吉澤　卓磨 大橋　ゆう 松田　拓也 村野　芳哉 古川　正和 岩佐　正道 長谷川 宏一

あすなろ 犀川クラブ ＣＲＯＮＹ いろはクラブ ＮＥＣ トツカーズ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 さぎぬま卓球ｸ

遠藤 琳太郎 高田　雄一 和久本 貴昭 花形　皓天 藤井　太 岩住　正典 田上　国広 依田　拓也

Ｔeam kawasaki ＩＴＳ三鷹 新川崎ｼﾃｨｰｽﾞ Ｆ.Ｐ.Ｒ Ｂaccanale メガネ 神奈川大学 Ｔeam kawasaki

 牧野　裕司 竹原　輝 石川　直輝 飯野　優樹 小野　守 山田　明人 元木　久 新妻　達也

 中原クラブ 青嵐クラブ ＣＲＯＮＹ 若木クラブ 梅屋敷卓球ｸ ピンポン班。 ＩＴＳ三鷹 ＣＬＥＯ

石田　高輝 星　裕二  熊谷　伸星 市村　康良 柴崎　裕 吉川　碧人 大河内 光博 小牧　玲央

K.D.N.たくぞう 個人  ＮＥＣ トツカーズ ＭＳ卓球ｸﾗﾌﾞ ＰＴＴＣ ＣＲＯＮＹ 鈴カステラ

佐野　秀雄 坂本　隆裕 高橋　秋坪 田場　朗 古川　聖 佐藤　拓哉 林　浩二 安井　陸雄

梅屋敷卓球ｸ ＣＬＥＯ 味の素 K3RKDNSP 中原クラブ 個人 ＭＳ卓球ｸﾗﾌﾞ 東京ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸ

石川　湧也 栗原　広行 清水　雅史 吉永　隆 渡邉　尚之 竹田　隆 宮下　直樹  荒川　皓平

鈴カステラ 双葉苦楽部 ＳＨＩＰs フロール 個人 ベアー 青嵐クラブ  鈴カステラ

岡田　貴哉 小原　拓斗 岩本　拓海 小泉　洋平

ＣＲＯＮＹ Ｔeam kawasaki 鶴見大学 ＴＡＱＣ

小山　弘 三浦　貴文 齋藤　慶司 橋本　政樹

中原クラブ K.D.N.たくぞう ＣＲＯＮＹ 浜川崎クラブ

赤間　翠 綿谷 庄一郎 水沼　大 関口 莉瑛朱 原　駿平 秋元　要人 小西　徹 大友　将司

青嵐クラブ ＣＬＥＯ 個人 ＩＴＳ三鷹 Ｔeam kawasaki ＴＴＣ ＣＬＥＯ K3RKDNSP

三田村 則明 白田　義明 米野　健太 前田　晃典

卓楓会 さぎぬま卓球ｸ テン・ポイント ＣＲＯＮＹ

熊谷　樹 肥後　友和 浅賀 竜太郎 牧野　貢汰

ＩＴＳ三鷹 中原クラブ トツカーズ ＣＲＯＮＹ

河合　秀二 松尾　賢一 吉永　聡 北久保 信人

卓楓会 Ｆ.Ｐ.Ｒ フロール つづきＴＣ

松本　幹夫 中村　和幸 中西　淳 鍋島　孝夫 平野　健

中原クラブ 個人 ピンポン班。 太子堂ｸﾗﾌﾞ ＳＨＩＰ

秋元　要人（ＴＴＣ） 小野　守（梅屋敷卓球クラブ）小野　守（梅屋敷卓球クラブ）小野　守（梅屋敷卓球クラブ）小野　守（梅屋敷卓球クラブ）

2-1

4-1

19-2 柴崎　裕 吉川　碧人 大河内 光博 小牧　玲央

石田　高輝 星　裕二 熊谷　伸星 市村　康良 17-2

飯野　優樹 9-2

11-2 小野　守 山田　明人 元木　久 新妻　達也

20-1

牧野　裕司 竹原　輝 石川　直輝

12-1 15-1

13-1

18-1

4-2

平野　健 10-1

松本　幹夫 中村　和幸 中西　淳 鍋島　孝夫

田場　朗

高田　雄一 和久本 貴昭 花形　皓天 16-2遠藤 琳太郎

佐野　秀雄 坂本　隆裕 高橋　秋坪

2-2

河合　秀二 松尾　賢一 吉永　聡 北久保 信人

14-2 藤井　太 岩住　正典 田上　国広 依田　拓也

7-2 渡邉　尚之 竹田　隆 宮下　直樹 荒川　皓平

5-1 7-1

6-2 古川　聖 佐藤　拓哉 林　浩二 安井　陸雄

8-1 6-1

石川　湧也 栗原　広行 清水　雅史 吉永　隆 5-2

8-2

大橋　ゆう 松田　拓也 1-23-2 村野　芳哉 古川　正和 岩佐　正道 長谷川 宏一

米野　健太 前田　晃典 13-2

綿谷 庄一郎 水沼　大 関口 莉瑛朱 12-2

17-1 19-1

10-2 小山　弘 三浦　貴文 齋藤　慶司 橋本　政樹 赤間　翠

15-2 原　駿平 秋元　要人 小西　徹 大友　将司 三田村 則明 白田　義明

松岡　明男 吉澤　卓磨

決勝決勝決勝決勝

０　－　３　

岡田　貴哉 小原　拓斗 岩本　拓海

1-1 3-1

18-2 熊谷　樹 肥後　友和 浅賀 竜太郎 牧野　貢汰 20-2小泉　洋平

16-1 14-1

9-1 11-1

一般男子シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ
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平成28年　柏木進一記念

一般男子シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ

7-3

北久保 信人

13-4

11-3

5-4

20-4小泉　洋平

松田　拓也大橋　ゆう

12-4

19-3

1-4

3-3

14-3

古川　聖

 渡邉　尚之  竹田　隆  宮下　直樹

 石川　湧也  栗原　広行

6-3

吉澤　卓磨松岡　明男 長谷川 宏一

小牧　玲央

 米野　健太

牧野　貢汰浅賀 竜太郎熊谷　樹

飯野　優樹

遠藤 琳太郎 高田　雄一

関口 莉瑛朱

依田　拓也

新妻　達也

肥後　友和

平野　健

古川　正和 岩佐　正道

柴崎　裕 吉川　碧人 大河内 光博

村野　芳哉

和久本 貴昭 花形　皓天

高橋　秋坪 田場　朗

秋元　要人

古川　正和

熊谷　伸星 市村　康良

 荒川　皓平

18-4

1-3

藤井　太 岩住　正典 田上　国広

小野　守 山田　明人 元木　久

9-3

17-3

 三浦　貴文10-4  橋本　政樹 齋藤　慶司 小山　弘

石田　高輝 星　裕二

水沼　大

2-5

河合　秀二 松尾　賢一 吉永　聡

3-4 村野　芳哉 岩佐　正道 長谷川 宏一

原　駿平 小西　徹 大友　将司

松田　拓也

 前田　晃典

牧野　裕司 竹原　輝 石川　直輝 松岡　明男 吉澤　卓磨 大橋　ゆう

 三田村 則明  白田　義明16-3

 吉永　隆 清水　雅史

佐藤　拓哉 林　浩二 安井　陸雄15-4

 竹田　隆7-4  渡邉　尚之  宮下　直樹

佐野　秀雄 坂本　隆裕

 荒川　皓平

5-3

 古川　聖  林　浩二  安井　陸雄

田場　朗

石川　湧也 栗原　広行 清水　雅史 吉永　隆

 佐藤　拓哉

遠藤 琳太郎 高田　雄一 和久本 貴昭

小山　弘 三浦　貴文 齋藤　慶司

6-4

8-4

10-3

16-4花形　皓天

佐野　秀雄 坂本　隆裕 高橋　秋坪8-3

13-3

15-3

4-4

12-3

河合　秀二 吉永　聡 北久保 信人

平野　健

松本　幹夫 中村　和幸　 中西　淳 鍋島　孝夫

赤間　翠 綿谷 庄一郎 水沼　大

松尾　賢一

岩住　正典14-4 藤井　太 田上　国広 依田　拓也

17-4

吉川　碧人

岡田　貴哉 小原　拓斗 岩本　拓海

赤間　翠 綿谷 庄一郎

橋本　政樹

柴崎　裕 大河内 光博 小牧　玲央

 牧野　裕司  竹原　輝  石川　直輝  飯野　優樹

 石田　高輝  星　裕二  熊谷　伸星  市村　康良

関口 莉瑛朱

2-3

前田　晃典

岡田　貴哉 小原　拓斗 岩本　拓海 小泉　洋平

4-3 松本　幹夫 中村　和幸　 中西　淳 鍋島　孝夫

9-4

山田　明人

19-4

18-3

11-4

20-3

2-4

小野　守

原　駿平 秋元　要人 小西　徹 大友　将司

元木　久 新妻　達也

北久保 信人

平野　健

三田村 則明 白田　義明 米野　健太

熊谷　樹 肥後　友和 浅賀 竜太郎 牧野　貢汰

河合　秀二 松尾　賢一 吉永　聡
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平成28年　柏木進一記念

男子５０歳以上シングルス　上位トーナメント ※入賞３位まで ○内はｺｰﾄNo.

山田　昭仁 櫛田　剛志 根岸　浩明 村山　邦夫 市川　岳 田井　敬士 大島　宏行 戸部　学

青嵐クラブ ウイングス わわわ 森の会 ゴルベテ 個人 松草クラブ 富士通クラブ

宮井　和敏 松波　昌史 正岡　忠 佐野　浩史 白津　豊久 斉藤　健治 村井　壽洋 門叶　靖志

ｱｽﾘｰﾄ相模 双葉苦楽部 東芝 富士通クラブ 森の会 ｱｽﾘｰﾄ相模 青嵐クラブ 東芝

野村　昌俊 小石川 伸哉 太田　哲治 鈴木　誠 坂西　吉明 田畑　淳一 鈴木　敏博 上江　信男

ゴルベテ ＳＡＮＴＡＫＵ 松草クラブ タム卓クラブ 森の会 東芝 北ノ前クラブ パイオニア

豊島　靖 鈴木　幹夫 嶽本　和久 澁谷　勝男

松草クラブ ＭＳ卓球ｸﾗﾌﾞ 蒲田ＴＣ トツカーズ

井上　元一 高宮　春樹 河野　將 金本　啓二

森の会 南郷クラブ ＳＨＩＰs 市原クラブ

工藤　正男 小出　津 土山　哲儀

ＮＥＣ ＳＨＩＰs 加油

栗林　幸三 根本　一美 塚本　壮一 渡辺　和浩  金本　敬次

足立卓誠会 松草クラブ わわわ ブルーバード  市原クラブ

山田　昭仁（青嵐クラブ） 田井　敬士（個人）

男子５０歳以上シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ

2-3

決勝

5-4

10-3

7-3

6-3

1-4

鈴木　敏博 上江　信男

太田　哲治 鈴木　誠野村　昌俊 小石川 伸哉

山田　昭仁 櫛田　剛志 根岸　浩明 村山　邦夫

9-4高宮　春樹 河野　將 金本　啓二

市川　岳

10-4

7-4

2-4

5-3

8-3

9-3

6-4

3-4

2-5

1-3

4-3

4-4

8-4

金本　敬次

 工藤　正男  小出　津  土山　哲儀 0

 金本　敬次

豊島　靖 鈴木　幹夫 嶽本　和久 澁谷　勝男

工藤　正男 小出　津 土山　哲儀

白津　豊久 斉藤　健治 村井　壽洋 門叶　靖志

坂西　吉明 田畑　淳一

 太田　哲治

栗林　幸三 根本　一美 塚本　壮一 渡辺　和浩

山田　昭仁 櫛田　剛志 根岸　浩明 村山　邦夫

井上　元一 高宮　春樹 河野　將 金本　啓二

宮井　和敏 松波　昌史 正岡　忠 佐野　浩史

 野村　昌俊  小石川 伸哉

豊島　靖 鈴木　幹夫 嶽本　和久 澁谷　勝男

坂西　吉明 鈴木　敏博 上江　信男

栗林　幸三 根本　一美 塚本　壮一 渡辺　和浩 工藤　正男  小出　津  土山　哲儀 0

 金本　敬次

山田　昭仁 根岸　浩明 村山　邦夫

野村　昌俊 太田　哲治 鈴木　誠

 白津　豊久  斉藤　健治  村井　壽洋  門叶　靖志

市川　岳 田井　敬士 大島　宏行 戸部　学

井上　元一

栗林　幸三

1-1

田井　敬士3-2

2-2

金本　敬次

小出　津工藤　正男 土山　哲儀 0

坂西　吉明 鈴木　敏博田畑　淳一

井上　元一 河野　將 金本　啓二

宮井　和敏 正岡　忠 佐野　浩史

小石川 伸哉

4-2根本　一美

櫛田　剛志

6-1

7-1

高宮　春樹

8-2松波　昌史

1-2

10-1

3-1

9-2

5-2

塚本　壮一 渡辺　和浩

2-1

宮井　和敏 松波　昌史 正岡　忠 佐野　浩史

田井　敬士 大島　宏行 戸部　学 3-3

戸部　学大島　宏行市川　岳

4-1

7-2 上江　信男

豊島　靖 嶽本　和久 澁谷　勝男

8-1

5-1

斉藤　健治6-2

9-1

門叶　靖志村井　壽洋白津　豊久

10-2 鈴木　幹夫

 鈴木　誠

３　－　０

田畑　淳一
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平成28年　柏木進一記念

男子６０歳以上シングルス　上位トーナメント男子６０歳以上シングルス　上位トーナメント男子６０歳以上シングルス　上位トーナメント男子６０歳以上シングルス　上位トーナメント ※入賞３位まで ○内はｺｰﾄNo.

中山　清司 安田　文男 奥田　晴宏 田中　重則 岩下　哲治 佐藤　三夫 下東　幸男 水野　節夫

ＪＦＥ京浜 トツカーズ ＮＨＩＳ エンドレス ﾃﾆｼｬｽ・ﾅｶｰｽﾞ ＳＨＩＰｓ 大正同好会 イ・ガルぺ

田辺　誠 伊藤　芳宏

リリーズ 個人

蜂谷　剛 松田　俊男 渡辺　豊一 井出　荘一

大正同好会 あすなろ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 中原クラブ

清田　康 山城　和義 長谷川　俊夫 根岸　正美

松草クラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 リリーズ 鶴見Ｃ

八田　哲 古賀　真澄 八城　章 細川　重典

相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 新ゆり卓球ｸﾗﾌﾞ ＳＨＩＰｓ 川崎卓友会

米沢　哲郎 柴崎　好明 高木　弘幸 吉永　哲郎

中原クラブ ＴＰＦ ＭＳ卓球ｸﾗﾌﾞ フロール

近藤　寛巳 橋本　保 宮崎　博司 西本　庄一 小畠　真二

ＳＨＩＰｓ アイフル 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 I クラブ I クラブ

蜂谷　剛（大正同好会）蜂谷　剛（大正同好会）蜂谷　剛（大正同好会）蜂谷　剛（大正同好会） 八田　哲（相模原ベテラン会）

男子６０歳以上シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ

小畠　真二

4-3

中山　清司 安田　文男 奥田　晴宏 田中　重則

田辺　誠

吉永　哲郎高木　弘幸柴崎　好明米沢　哲郎

小畠　真二

蜂谷　剛 松田　俊男 渡辺　豊一

西本　庄一宮崎　博司橋本　保近藤　寛巳

 井出　荘一 渡辺　豊一 松田　俊男

3-4

岩下　哲治 佐藤　三夫 下東　幸男 水野　節夫

伊藤　芳宏

中山　清司 安田　文男 奥田　晴宏

2-4

米沢　哲郎 柴崎　好明 高木　弘幸 吉永　哲郎

5-3

田辺　誠

柴崎　好明 高木　弘幸 吉永　哲郎

小畠　真二

 蜂谷　剛

3-5

岩下　哲治

1-4

7-4  八田　哲  古賀　真澄  八城　章  細川　重典

近藤　寛巳 橋本　保 宮崎　博司 西本　庄一 4-4

6-4  清田　康  山城　和義  長谷川　俊夫  根岸　正美

米沢　哲郎

佐藤　三夫 下東　幸男 水野　節夫

安田　文男中山　清司

田辺　誠

八城　章 細川　重典

決勝決勝決勝決勝

３　－

伊藤　芳宏

伊藤　芳宏

岩下　哲治 佐藤　三夫

田中　重則

西本　庄一

中山　清司 安田　文男 奥田　晴宏 田中　重則

3-1

4-2

2-2

米沢　哲郎 柴崎　好明 高木　弘幸 吉永　哲郎

小畠　真二

古賀　真澄 八城　章 細川　重典

根岸　正美長谷川　俊夫山城　和義清田　康6-2

1-1

八田　哲

松田　俊男 渡辺　豊一 井出　荘一

近藤　寛巳 橋本　保 宮崎　博司

2-1

下東　幸男 水野　節夫

田中　重則奥田　晴宏

井出　荘一

2-3

3-3

1-5

5-4

6-3

7-3

3-2

1-2

4-1

7-2

5-1

5-2

6-1

7-1

2-5

根岸　正美長谷川　俊夫山城　和義清田　康

八田　哲 古賀　真澄

1-3

水野　節夫下東　幸男佐藤　三夫岩下　哲治

伊藤　芳宏田辺　誠

蜂谷　剛

4



平成28年　柏木進一記念

男子７０歳以上シングルス　上位トーナメント男子７０歳以上シングルス　上位トーナメント男子７０歳以上シングルス　上位トーナメント男子７０歳以上シングルス　上位トーナメント ※入賞３位まで ○内はｺｰﾄNo.

藤田　誠治 田村　健二 地家　啓二 太巻　光俊 角田　孝夫 大坂　正男 八木　一充 矢野　正昭

東芝 横浜ベテラン会 さぎぬまクラブ 北町西クラブ ＭＴＣ 横浜ベテラン会 都筑ナイト アイフル

真田　昌亮

都筑ナイト

酒向　昭 日比野　英彦 佐藤　幸也 成相　孝夫

大正同好会 北上クラブ ＣＬＥＯ 中原クラブ

茂木　信昭 菊地　政宣 中村　悟 小澤　久男

大正同好会 富士通クラブ 個人 横浜ベテラン会

島田　由明 井伊　國裕 山田　清 菊池　清忠  菅　俊雄

白山同好会 横浜ベテラン会 富士通クラブ 個人  イ・ガルぺ

田村　健二（横浜ベテラン会） 酒向　昭（大正同好会）酒向　昭（大正同好会）酒向　昭（大正同好会）酒向　昭（大正同好会）

男子７０歳以上シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ

2-3

菅　俊雄

小澤　久男中村　悟菊地　政宣茂木　信昭

2-5

菊池　清忠山田　清井伊　國裕島田　由明

 菅　俊雄

 小澤　久男 中村　悟 菊地　政宣 茂木　信昭

4-3

4-4

 菅　俊雄 酒向　昭 日比野　英彦 佐藤　幸也 成相　孝夫 5-4

 酒向　昭  成相　孝夫 佐藤　幸也 日比野　英彦 藤田　誠治 田村　健二 地家　啓二 太巻　光俊

1-5

真田　昌亮

 井伊　國裕

太巻　光俊地家　啓二田村　健二藤田　誠治

2-4

 茂木　信昭  菊地　政宣  中村　悟  小澤　久男

5-3

大坂　正男 八木　一充 矢野　正昭

5-2酒向　昭 日比野　英彦 佐藤　幸也 成相　孝夫

2-1

1-3

3-3

藤田　誠治 田村　健二 地家　啓二 太巻　光俊

1-4

3-4 角田　孝夫 真田　昌亮

真田　昌亮

1-1

菅　俊雄

2-2

1-2

4-2島田　由明 井伊　國裕 山田　清 菊池　清忠

3-1

藤田　誠治 田村　健二

5-1

4-1

茂木　信昭 菊地　政宣 中村　悟 小澤　久男

3-2 角田　孝夫 大坂　正男 八木　一充 矢野　正昭

地家　啓二 太巻　光俊

決勝決勝決勝決勝

真田　昌亮

 島田　由明  山田　清  菊池　清忠

  －　３

矢野　正昭八木　一充大坂　正男角田　孝夫
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平成28年　柏木進一記念

一般女子シングルス　上位トーナメント一般女子シングルス　上位トーナメント一般女子シングルス　上位トーナメント一般女子シングルス　上位トーナメント ※入賞３位まで ○内はｺｰﾄNo.

秋岡　基子 小野　佑里菜 池田　雅美 上田　千聖 松本　紗陽花 小渡　恭子 遠藤　寛子 山崎　明子

ＣＬＥＯ 個人 つづきＴＣ さぎぬまクラブ 東村山ｼﾞｭﾆｱ あすなろ 中原クラブ さぎぬま卓球ｸﾗﾌﾞ

内田　陽子 岡本　真央 北分　睦子 新保　友美 永安　佳乃 松田　香奈絵 下山　冬花 宮本　萌詩

あすなろ 東京ﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ＥＤＡクラブ プルメリア 88# あすなろ Ｂaccanale 青葉ＴＴＣ

内田　陽子（あすなろ） 松本　紗陽花（東村山ｼﾞｭﾆｱ）松本　紗陽花（東村山ｼﾞｭﾆｱ）松本　紗陽花（東村山ｼﾞｭﾆｱ）松本　紗陽花（東村山ｼﾞｭﾆｱ）

一般女子シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ

下山　冬花 宮本　萌詩 内田　陽子

決勝決勝決勝決勝

新保　友美北分　睦子

池田　雅美 松本　紗陽花上田　千聖

遠藤　寛子

池田　雅美遠藤　寛子 山崎　明子

内田　陽子 岡本　真央 北分　睦子

－　3

遠藤　寛子小渡　恭子

2-4 永安　佳乃

小渡　恭子

3-4 松本　紗陽花 小渡　恭子

小野　佑里菜秋岡　基子

松田　香奈絵

4-3 2-3宮本　萌詩下山　冬花松田　香奈絵永安　佳乃岡本　真央内田　陽子

4-2

1-2秋岡　基子 小野　佑里菜

2-2

上田　千聖

4-4新保　友美

小野　佑里菜 池田　雅美 上田　千聖 1-4

岡本　真央 北分　睦子

山崎　明子

4-1

3-1

1-3 3-3

山崎　明子 秋岡　基子

2-2 永安　佳乃 松田　香奈絵 下山　冬花 宮本　萌詩

1-1

3-2 松本　紗陽花

新保　友美

女子５０歳以上シングルス　上位トーナメント女子５０歳以上シングルス　上位トーナメント女子５０歳以上シングルス　上位トーナメント女子５０歳以上シングルス　上位トーナメント （入賞３位まで） ※小体育室 ○内はｺｰﾄNo.

鈴木　厚子 宇須井 由美子 大野　清美 三浦 加奈美 三宅　章子 石原　春美 上原　淑枝 加藤　真弓

川崎レデイース トマト俱楽部 ＡＡＯ ＳＨＩＰ メーテル 藤沢レデイース つづきＴＣ ＳＨＩＰ

福澤 奈津子

ＥＤＡクラブ

高橋　房子 田畑　いづみ 村山　直子  田渕　和美

かわさき 東芝 Ｃassiopeia  ウイングス

川合　幸子 鈴木　弘子 永野　千恵美 赤坂　美貴 宮崎　弘子 小長井 千恵子 佐藤　和子 増田　明美

松草クラブ フイリア アクアマリン ＤＵＣＫＳ ＦＡＭＩＬＹ 静岡クラブ ＳＵＮＳＵＮ リリーズ

宮崎　弘子（ＦＡＭＩＬＹ） 小長井 千恵子（静岡クラブ）小長井 千恵子（静岡クラブ）小長井 千恵子（静岡クラブ）小長井 千恵子（静岡クラブ）

女子５０歳以上シングルス　下位トーナメント

1-3

福澤 奈津子

三浦 加奈美大野　清美宇須井 由美子鈴木　厚子

4-1

1-2

2-1

5-2高橋　房子 田畑　いづみ 村山　直子 田渕　和美

4-2川合　幸子 鈴木　弘子 永野　千恵美 赤坂　美貴

3-3

鈴木　厚子

1-1

3-2 三宅　章子 石原　春美 上原　淑枝 加藤　真弓

宮崎　弘子 小長井 千恵子 佐藤　和子 増田　明美

3-1

福澤 奈津子

5-1

鈴木　厚子 宇須井 由美子 大野　清美 三浦 加奈美

2-2

宇須井 由美子 大野　清美 三浦 加奈美

1-4

福澤 奈津子

加藤　真弓上原　淑枝石原　春美三宅　章子

宮崎　弘子 小長井 千恵子 佐藤　和子 増田　明美 5-4

3-4  三宅　章子  石原　春美  上原　淑枝  加藤　真弓

 田畑　いづみ  村山　直子  田渕　和美

川合　幸子 鈴木　弘子 永野　千恵美 赤坂　美貴 田渕　和美 村山　直子

 高橋　房子

 田畑　いづみ 高橋　房子

決勝決勝決勝決勝

１　－　３

4-3

2-3

鈴木　厚子 宇須井 由美子 大野　清美 三浦 加奈美

1-5

福澤 奈津子

増田　明美佐藤　和子小長井 千恵子宮崎　弘子

赤坂　美貴永野　千恵美鈴木　弘子川合　幸子

5-3 4-4

2-4

6



平成28年　柏木進一記念

女子６０歳以上シングルス　上位トーナメント女子６０歳以上シングルス　上位トーナメント女子６０歳以上シングルス　上位トーナメント女子６０歳以上シングルス　上位トーナメント （入賞３位まで） ※小体育室 ○内はｺｰﾄNo.

塚田　嘉子 長谷川 隆子 石井　立子 小川　尚子 粂川 セツ子 宮川 さと子 和泉澤 悦子 伊藤　君代

ストリーム 百合クラブ 小桜クラブ ｴﾝｼﾞｮｲｸﾗﾌﾞ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 リリーズ 加油 小桜クラブ

 矢川　盈子

 麻生卓球

若松　信子 佐沢 喜久枝 古川　博子 桑原　綾子

大津同好会 中下クラブ ブルーバード 川崎レデイース

松本　弘子 鈴木　静江  根岸　純子 下村 もとこ

藤沢レデイース 風  鶴見Ｃ ブルーバード

松沢　鶴代 内田　滝子 竹中　博子 小山 由美子 滝沢　啓子 深野 美佐子 田中　栄子 月村　苑乃

ＦＡＭＩＬＹ リリーズ 小桜クラブ ストリーム ＦＡＭＩＬＹ ブルーバード すずらん 個人

松本　弘子（藤沢レデイース） 滝沢　啓子（ＦＡＭＩＬＹ）滝沢　啓子（ＦＡＭＩＬＹ）滝沢　啓子（ＦＡＭＩＬＹ）滝沢　啓子（ＦＡＭＩＬＹ）

女子６０歳以上シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ

2-2 深野 美佐子 田中　栄子 月村　苑乃 5-2

4-1

滝沢　啓子

塚田　嘉子 長谷川 隆子 石井　立子

松沢　鶴代 内田　滝子 竹中　博子

矢川　盈子

5-1

若松　信子 佐沢 喜久枝 古川　博子 桑原　綾子

2-1

松本　弘子 鈴木　静江 根岸　純子

3-2 粂川 セツ子 宮川 さと子 和泉澤 悦子 伊藤　君代 6-1

1-2

小山 由美子 4-2

1-1

6-2

3-1

小川　尚子

古川　博子佐沢 喜久枝若松　信子

1-3

3-3

 塚田　嘉子  長谷川 隆子  石井　立子  小川　尚子

1-4

6-4 若松　信子 佐沢 喜久枝 古川　博子 桑原　綾子  矢川　盈子

伊藤　君代和泉澤 悦子宮川 さと子粂川 セツ子

 松本　弘子  鈴木　静江  根岸　純子

下村 もとこ

 下村 もとこ 5-42-4 滝沢　啓子 深野 美佐子 田中　栄子 月村　苑乃

6-3

5-3 松沢　鶴代 内田　滝子 竹中　博子 小山 由美子 4-4

3-4 粂川 セツ子 宮川 さと子 和泉澤 悦子 伊藤　君代 桑原　綾子

4-3

2-3

 塚田　嘉子  長谷川 隆子  石井　立子  小川　尚子

1-5

 矢川　盈子

月村　苑乃田中　栄子深野 美佐子滝沢　啓子

内田　滝子松沢　鶴代

決勝決勝決勝決勝

０　－　３

鈴木　静江松本　弘子

矢川　盈子

小川　尚子石井　立子長谷川 隆子塚田　嘉子

小山 由美子竹中　博子

下村 もとこ根岸　純子

女子７０歳以上シングルス　上位トーナメント女子７０歳以上シングルス　上位トーナメント女子７０歳以上シングルス　上位トーナメント女子７０歳以上シングルス　上位トーナメント ※入賞３位まで ○内はｺｰﾄNo.

佐藤　敬 西尾　富子 吉澤　令子 田上　和子 林　春子 阿部　洋子 末松　陽子 進藤 カツ子

藤沢レデイース 川崎レデイース リリーズ ブルーバード ＫＭＳＣ 日吉ＴＴＣ ＡＡＯ 千丸台クラブ

浜多 シゲエ 橋山　吉子 下野　アヤ 広瀬　陽子 先崎　凉子 加々美 康子 阪本　晶子 阿部　泄子

ラビット・2 ＡＡＯ 中下クラブ リリーズ 川崎レデイース ＡＡＯ あすなろ リリーズ

佐藤　敬（藤沢レデイース）佐藤　敬（藤沢レデイース）佐藤　敬（藤沢レデイース）佐藤　敬（藤沢レデイース） 末松　陽子（ＡＡＯ）

女子７０歳以上シングルス　下位トーナメント ※入賞１位のみ

広瀬　陽子

佐藤　敬 西尾　富子 吉澤　令子 田上　和子

4-1

3-1

先崎　凉子 加々美 康子 阪本　晶子 阿部　泄子

1-1

1-2

2-2

2-1

4-2浜多 シゲエ 橋山　吉子 下野　アヤ

3-2 林　春子 阿部　洋子 末松　陽子 進藤 カツ子

1-3 3-3

3-4 林　春子 阿部　洋子 末松　陽子 進藤 カツ子 佐藤　敬 西尾　富子 吉澤　令子 田上　和子 1-4

進藤 カツ子末松　陽子阿部　洋子林　春子

広瀬　陽子 4-42-4 先崎　凉子 加々美 康子 阪本　晶子 阿部　泄子

吉澤　令子西尾　富子佐藤　敬

4-3 2-3阿部　泄子阪本　晶子加々美 康子先崎　凉子広瀬　陽子下野　アヤ橋山　吉子浜多 シゲエ

浜多 シゲエ 橋山　吉子 下野　アヤ

決勝決勝決勝決勝

３　－　１

田上　和子
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