
１～９コート

松村(松村スポーツ） 野口（ＮＫ　ＴＴＣ） 会田（チームＹＫ）

橘川　 岡村　 釘崎　

丸田(TEAM-ISOGO 小林(鷗球会） 飯塚（りばてぃ） 松本（Ｙｐｈａｒｍ） 0

岩楯　 小林　 高橋　 木津　

川口(横浜国大クラブ）湯本（ＭＴＣ） 高橋(平塚ろう学校） 染葉(港北ジュニア） 0

李（Ｙ卓会） 佐藤　 橋本　 徳永　

田中（シックス・ワン）柳沢（Ａｌｌｉｖｅｓ） 米野（りばてぃ） 飯田（ＮＫ　ＴＴＣ）

松本　 五十嵐　 藤井　 竹之内（Ｈａｓｗｅｌｌ）

伊藤(関東学院大学）樋口（ＤＷＥ） 森（ＢＥＡＭ） 永井(港北ジュニア）

中川　 本田　 中里　 佐藤　 0

1
渡辺(茅ヶ崎クラブ） 中島（Ｔ＆Ｔクラブ） 田中（りばてぃ） 石川(新ＴＴＳクラブ）

菊池　 安田(個　　人） 野嵜　 星加　
1

金高（あすなろ） 岡田（ＢＲＡＶＥ） 新里(沼達クラブ） 村松(平塚ろう学校）

古川(中原クラブ） 岡田　 中川　 二階堂　 0

新井(関東学院大学）横山（Ａｌｌｉｖｅｓ） 濱田(東京工業大学）上田（ＬＯＡＮ） 1

尾登 古泉清大 西下(関東学院大学）西村

上野（シックス・ワン）讃岐（ＤＷＥ） 熊谷(沼達クラブ） 十河(港北ジュニア） 0 1

竹原　 塙　 高橋　 大柳　

渡辺(関東学院大学）安宅（TEAM-ISOGO） 畑野（スグルミュージック） 鈴木(RED　NOSE）

岸田 土山　 佐藤　 市川　

宮田(松村スポーツ） 廣田(NK　ＴＴＣ） 和久本（りばてぃ） 金子(港北ジュニア） 1 0

太田黒　 錦織　 新妻　 福本　
0

望月(関東学院大学）東野（鶴間公園俱楽部） 工藤 （Ｆ　　Ｆ） 山口賢(所沢市役所）

大島　 古川 杉山  山口陸（羽佳卓球ｸﾗﾌﾞ）

砂川（シックス・ワン）平山（ＢＲＡＶＥ） 根本（チームだいせん）古瀬(関東学院中学）

加藤 筒井　 山崎　 松田　

１位：松村・橘川(松村スポーツ） ３位： 田中・松本（シックス・ワン）

２位：砂川・加藤（シックス・ワン） ３位： 鈴木・市川(RED　NOSE）

１０・１１コート

長谷川（Ｙ卓会） 河野（ＳＨＩＰｓ） 増井（グローイング）

中澤(酒匂卓球ｸﾗﾌﾞ小林　 奥山　 1

佐々木(神南クラブ） 原（遊　　神） 中村（Ｈａｓｗｅｌｌ） 植竹（ＢＡＳＦ）

志田　 渡辺　 山田　 新村　 0

松田（Ｙ卓会） 金本啓(市原クラブ） 深谷(TEAM-CHAPAN）

菊野　 金本敬 升田　

曽根（ＭＴＣ） 坂間(横浜市役所） 横井（ＺＩＺＯ俱楽部）

岩田　 富樫　 八巻　 0

１位：松田・菊野（Ｙ卓会） ２位：増井・奥山（グローイング）

１２コート 賞品：２位

佐藤（ＳＨＩＰｓ） 多田(神南クラブ） 山城(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 岡本(茅ヶ崎クラブ） 角田（ＭＴＣ） 0

近藤　 福原　 井伊　 喜志　 長田(神南ｸﾗﾌﾞ）

水島（さくらクラブ） 宮川(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会）鈴木(神南クラブ） 吉田(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 鈴木(LE　ＣＯＵＲＳ）

伊東　 岸　 山田　 関本　 蕏塚　

１位：横浜ベテラン会(宮川・岸） ２位：横浜ベテラン会(井伊・山城）

①：男子一般　決勝トーナメント

②：男子９０才以上　決勝トーナメント
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③④：男子１２０才以上　決勝トーナメント

横浜男女別ペアチーム卓球大会
日時：平成29年1月29日（日）

場所：横浜文化体育館

主催：横浜市卓球協会
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石井（チャイム） 小池（金沢チェリー） 大年（クエストＣｏＣｏ）

長谷川　 景山　 川向　
1

緑川（ＮＥＸＴ） 廣瀬(藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ）山﨑（Ｈａｓｗｅｌｌ） 石川(三菜会）

科野 阿部　 栗原　 大津　 0

若林(松村スポーツ） 岩田（ＭＴＣ） 高木（クエストＣｏＣｏ）福澤（ＥＤＡクラブ）

井上 清水 陰山 北分　　

滝沢(三菜会） 阿部（ひまわり） 川口（ＳＴＣ） 舘坂（ひさぎｸﾗﾌﾞ）

尾留川　 武藤(個　　人） 小林 甲谷 0

岡本（Ｔ．Ｔクラブ） 倉知（マリンブルー） 岩元（めじろ） 影山(平塚ろう学校） 0

深澤　 佐々木　 松尾（ドルフィンズ） 照井　

大橋(不入斗クラブ） 秋元（ＺＩＺＯ俱楽部） 赤畑（ＮＥＸＴ） 吉岡(羽佳卓球俱楽部）

菊池　 儀賀 石津(個　　人） 山口
1

今井(松村スポーツ） 岡嶋(金沢チェリー） 大坂（ＳＴＣ） 加藤（ＧＴＯ） 0

下島 渡辺　 小清水　 池田(都筑ＴＴＣ）
1

中野（あすなろ） 桜井(綱島クラブ） 多賀（アンディーズ） 川野（Ｔ．ＴＬａｂｏ）

山口　 本郷　 池本　由布 加藤（Ｆｒｅｎｄｓ）

１位：若林・井上(松村スポーツ） 3位： 川野・加藤（ＴＴLabo・Ｆｒｅｎｄｓ）

２位：吉岡・山口(羽佳卓球俱楽部） ３位： 石井・長谷川（チャイム）

２３～３０コート

酒井(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 加藤(朝比奈クラブ） 柴田(神木クラブ） 1

大槻　 斉木　 白崎　

生島(篠原クラブ） 松野（ほおずき） 石黒（サンテ） 小針(中クラブ） 1

有田　 福本　 冬木（しらゆり） 伊藤　

近江（つくし） 角（きりがおか） 大槻（Ｙｏｕ＆Ｙｏｕ） 松元（ＲＵＮ）

木村　 沼岡　 飯塚　 城野　

平岡（ﾚｲﾝﾎﾞｰ緑） 塚田（ストライク） 清水(金沢しいの実） 中橋（ほおずき）

前島　 中村（マリンブルー） 加藤　 小俣(個人）
1

高橋（マリーンクラブ）水野（あすなろ） 佐藤(南クラブ） 大用（ＳＴＣ）

阿部(二俣川クラブ） 高野　 逢阪　 小谷（マスカット） 1 1

榎(友クラブ） 荒牧(卓　　友） 星野（スカイブルー） 坪田（ハッピー）

沖　（響クラブ） 土屋　 井端　 藤本（ＫＡＮＡ）

森（あすなろ） 村田（ＳＴＣ） 近藤（はまゆう） 後藤(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 1

池上　 宇野　 津島　 宮村　

森田(篠原クラブ） 尾畑(金沢しいの実） 武藤(川レ・新林） 山田（ひまわり） 1

海老澤　 鈴木　 杠　 井上

長岡（ポラリス） 川添(南クラブ） 岡部（Ｔ．Ｔクラブ） 山口（くるみ）

大森　 穂積　 亀山　 権田　

佐々木（ウエーブス）船木（ＮＥＸＴ） 黒岩（シャボン玉） 峯尾（みねｸﾗﾌﾞ） 0 1

盛田　 戸川（あすなろ） 小野　 澤田　 0

門井(南クラブ） 内藤(卓　　友） 浜崎(瑚　　白） 横山（ひさぎクラブ）

柴家　 高橋　 市川　 藤田　 0

小倉（もえぎ野ｸﾗﾌﾞ） 吉永（ストライク） 太田（サンテ）

小林　 草彅（ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ）広畑　

１位：木村・近江（つくし） ３位： 小倉・小林（もえぎ野クラブ）

２位：長岡・大森（ポラリス） ３位： 榎・沖(友クラブ・響クラブ）
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１７～２２コート
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⑥：女子一般　決勝トーナメント
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⑦：女子１２０才以上　決勝トーナメント



３１～３７コート

斉田（ＮＥＸＴ） 原(秋　　桜） 青木（ハッピー） 0

足立(個人） 上條　 橘高　

堺田（ぽぷり） 川口（ラブオール） 高瀬(港南クラブ） 西尾(瑚　　白） 0 1

菅原　 吉岡　 松田　 上澤　

阿部(洋光台） 越野(南クラブ） 浜多（川ﾚ・ラビット２） 砂畑(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ）

永松　 東　 稲沢　 影山（シンフォニー）

柳（しらとり） 神吉（ミドルスマッシュ）若原(綱島クラブ） 白井（みどりクラブ） 1

清水　 片渕(個　　人） 相馬　 石井　

立石（あすなろ） 小林(南クラブ） 中山(神木クラブ） 田邊(六つ卓ｸﾗﾌﾞ）

兵頭　 平川　 小川　 松本　

中橋（ほおずき） 林（あじさい） 吉田（みねクラブ） 坂本(宮向クラブ）

小俣(個　　人） 岡本　 町田　 佐々木　
0

黒沼（ぽぷり） 佐藤(南クラブ） 木伏（川レ・みつばち）菅原(中クラブ）

武藤　 高久　 中島　 丸山　 0

吉田(港南クラブ） 天野（アルメリア） 遠藤(綱島クラブ）

高橋　 新山(個　　人） 小野　 堀内(個　　人） 0

0

高﨑（ﾚｲﾝﾎﾞｰ緑） 大須賀(田園クラブ）渡辺（バイオレット） 風見（ひまわり）

松田　 松本　 佐藤　 関谷　 1

田中(南クラブ） 打矢（美　　晴） 新田(篠原クラブ）

豊田　 中谷　 小川　

１位：立石・兵頭（あすなろ） ３位： 吉田・町田（みねクラブ）

２位：田中・豊田(南クラブ） ３位： 阿部・永松(洋光台）
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⑧：女子１３５才以上　決勝トーナメント

吉永(六つ卓ｸﾗﾌﾞ
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