
ランク チーム名 県名 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 試合結果

S部-A-1 岩間クラブ 茨城 小林啓一 大津清一 小林正子 山本曉美 １位

S部-A-2 ターゲット 茨城 荒木誠一 木村里司 笠木久美子 飯田恭子 ２位

S部-A-3 皐月会 東京 西本公英 石元信日 植盛恭子 武井絵里子 ３位

S部-A-4 日立・球友 茨城 肥塚茂行 園部弘一 飛田稔子 小原百合子 ４位

S部-A-5 ウイザードＡ 茨城 土肥崇志 国府田博文 向山正恵 吉田道子 ５位

S部-B-4 スリー・ストンズ 福島 遠藤清史 王　磊 箱崎淑子 清原敦子 １位

S部-B-1 ＺＩＤＡＩはＫＳＫ 茨城・栃木 東龍太郎 菊池清行 宮原芳子 高橋幸子 ２位

S部-B-2 栃の木・ドリーム＆Ｋ 栃木 渡辺為久 渡辺富雄 眞生田妙子 菊池靖子 ３位

S部-B-6 TEAM SHIBANUMA 茨城 中泉　仁 斉藤秀人 永田てい子 石川清美 中村喜美子 ４位

S部-B-5 ハイボール 茨城・千葉 太田　充 小島弘基 太田有佐 米川静香 ５位

S部-B-3 日立卓翔会 茨城 綱川　正 今村敏夫 青山幸江 窪木ミサイ ６位

1部-A-4 リスタート 茨城 舘　輝雄 坂本康夫 鈴木睦子 後藤こずえ １位

1部-A-1 わかばクラブA 茨城 田中幹彦 柿沼　寛 関口京子 佐藤千恵子 ２位

1部-A-2 オリオンクラブ 茨城 村山正毅 大川正雄 吉村美代子 村山みよ ３位

1部-A-3 球友クラブ 茨城・福島 佐久間昌弘 田所辰夫 矢野香枝 浅井幸江 ４位

1部-A-5 牛久ＳＣ（ひまわり） 茨城 伊藤重夫 鴻巣充克 芳賀真知子 熊倉順子 ５位

1部-B-5 牛久ＳＣ（菅原） 茨城 香取　誠 原澤　登 鹿目里江子 菅原恵子 １位

1部-B-1 ＫＭ３ 茨城 河原春夫 松谷　昇 松谷修子 松谷奈美 ２位

1部-B-6 大沢クラブ 埼玉 遠藤　正 西沢由三 鈴木孝子 樫出より子 ３位

1部-B-2 TOクラブA 茨城 菊田晴之 井原　孝 遠藤真理 菊田幸子 ４位

1部-B-4 流山アストロズA 千葉 飛留間 剛 根本勝美 菅原美和 石橋泰子 ５位

1部-B-3 ウイザードＢ 茨城 中村　進 田村英孝 氏橋まさ子 染谷喜代美 ６位

1部-C-1 かたくりＬ 群馬・栃木 渡辺洋文 河西浩志 岸みさ子 吉田みゆき １位

1部-C-4 牛久ＳＣ（佐々木） 茨城 佐々木秀男 松本俊昭 沼田静江 池田きよ子 ２位

1部-C-2 大洋K 茨城 河野貫一 小豆畑　正 島田紀子 安藤孝子 ３位

1部-C-3 栃の木・ドリームズ 栃木 山田誠一 田中　馨 横田光子 田中キヨ子 ４位

1部-C-5 オリオン・取手楽卓 茨城 酒井　茂 藤原方紀 辰身明則 猪俣友子 酒井恵子 ５位

2部-A-1 ぱんぷきん 千葉・茨城 塩月正雄 平林浩一 黒須高明 柴田里余 高野明美 １位

2部-A-5 武団クラブ 埼玉 関根忠雄 中村辰己 泊内久江 三ツ本せい子 ２位

2部-A-2 右籾クラブＡ 茨城 田村勇人 倉持光雄 武田光子 中山サヨコ ３位

2部-A-3 東海ラージ 茨城 上岡秀輔 中島章隆 武藤水千子 大友清子 ４位

2部-A-4 GBいわき（ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ） 福島 伊藤　博 鈴木義勝 小野寺凉子 四家信子 ５位

2部-B-4 いわきラージ 福島 星　元 里見三千雄 佐藤　瞳 杉本由貴子 １位

2部-B-2 取手楽卓クラブA 茨城 鈴木秀文 北島正敏 松下道子 佐藤利子 結城誠子 ２位

2部-B-1 大洋幼稚園 茨城 斉藤周三 武藤富三 五味美津枝 和知洋子 ３位

2部-B-5 卓翔青空 茨城 諸田幸夫 岡本好美 石川なつ江 田島悦子 ４位

2部-B-3 ウイザードＣ 茨城 川村文男 斉藤信子 荒槇由美 染谷富貴代 ５位

3部-A-2 右籾クラブＢ 茨城 大塚栄二 兵頭文則 亀田青依 田中智恵子 １位

3部-A-4 卓栄会 茨城 金　哲夫 田山　博 石井友子 鶴町みち子 甲 たき子 ２位

3部-A-1 TOクラブB 茨城 松原省三 池田　清 関根幸子 菊田佳予子 ３位

3部-A-3 春日部ラージ 埼玉 山崎　実 石崎和夫 島村延子 森泉絹子 ４位

3部-A-5 流山アストロズB 千葉 清水孝寿 篠原隆雄 橋本百合子 伊藤美江子 ５位

茨城県オープン・スーパーリーグ（後期）団体戦　試合結果

期日　　平成２８年２月１３日（土）

場所　　取手グリーンスポーツセンター

後期チャンピオン：スリー・ストンズ　（チャンピオン決定戦　Ｓ部-A　大津・小林　－９、－８　王・箱崎　Ｓ部-B）



3部-B-5 マザール 茨城 居在家 功 甲高道雄 森　公子 山崎あつみ １位

3部-B-1 オリオン・ＫＬＣ 茨城 石塚恵一 渡部四郎 露﨑みさお 高畠富子 ２位

3部-B-3 ハーブＴ 茨城 橋本龍男 板倉民夫 板倉釉子 田口房子 竹内正子 ３位

3部-B-2 取手楽卓クラブB 茨城 宇田健太郎 森　修 原田光紀 大河原綾子 成島万喜子 ４位

3部-B-4 ＳＫＬ Ｂチーム 茨城 澤崎壽幸 御代田政徳 斉藤修一 井草時子 杉本江美子 ５位

3部-C-5 卓順会 茨城 高田　久 井川菊枝 佐々木 進 佐々木廣子 笹沼美智子 １位

3部-C-3 ニュースター・ＡＴＨ 栃木 岡崎　章 大金行男 荒川初子 島田喜久江 ２位

3部-C-2 ＺＥＲＯ・春日部ラージ 千葉・埼玉 大林廣光 田代希世 飯島　彰 澁谷多美子 大和田静江 ３位

3部-C-4 なかクラブ 茨城 宝田信幸 井坂良昭 鈴木綾子 水落眞弓 ４位

3部-C-1 ネモフェラ（下） 茨城 下タ村 修 坂本一位 田中由紀子 住谷さちこ ５位

4部-A-2 あかねクラブ 千葉 佐野直志 芳野利春 今井初江 鈴木則江 １位

4部-A-5 サムディ・セブン 千葉 宮内要治 飯田輝行 森光瓔子 豊田昶代 ２位

4部-A-1 ネモフェラ（橋） 茨城 橋本健吾 桑原　裕 佐藤祐子 西島敬子 ３位

4部-A-3 水郷ラージB 茨城 人見敏夫 斉藤　茂 丸田日出子 石田由紀 山下静江 ４位

4部-A-6 ＬＢ越谷 埼玉 松本富夫 横田安三 松本　操 大和田静江 ５位

4部-A-4 右籾クラブＣ 茨城 富田　孝 神長時衛 牟田浩二郎 江幡世利子 加藤修子 ６位

4部-B-4 水戸あおい・オリオン 茨城 松平　伸 永塚利夫 北野正子 関根津耶子 １位

4部-B-2 ＳＫＬ Ａチーム 茨城 蓮見　聡 五十嵐 亨 斉藤晴二 山中久美子 渡辺正子 ２位

4部-B-5 島名卓球サークル 茨城 下田　久 風間輝也 及川幸世 緑川政子 黄地かつ代 ３位

4部-B-1 松代クラブ 茨城 山岸昴夫 熊田　保 小川久美子 三木正子 ４位

4部-B-3 ヤマボウシ 茨城 上重正行 小河原一憲 大内章子 市川真佐子 ５位

4部-C-6 ＬＢ越谷・彩友会 埼玉 澤村忠男 田中克昌 鈴木美禰子 田中成子 １位

4部-C-4 水戸あおいＡ 茨城 永木　裕 小林　進 菊池美代子 青木一子 ２位

4部-C-1 わかばクラブB 茨城 中西一郎 遠藤　守 風巻マサ 斉藤しづ子 ３位

4部-C-5 ＣＯＯＬ 茨城 大場徹夫 竹　康志 下田耕一 神保ひさ 大久保節子 ４位

4部-C-2 チーム内田 茨城 野崎征二 小松吉彦 野崎由紀子 会沢悦子 ５位

4部-C-3 取手ラージＡ 茨城 宮下智司 八板勇武 田中貴美子 竹　信子 ６位

5部-A-2 TOクラブC 茨城 冨士原行彦 長坂武彦 大谷禮子 辻本久予 １位

5部-A-1 水郷ラージA 茨城 川﨑明弘 寺尾美晴 田中郁子 堀口育子 ２位

5部-A-6 卓遊クラブＡ 茨城 大塚　実 高橋正尚 江本千佳子 飯合公子 ３位

5部-A-3 取手ラージＢ 茨城 塩田辰夫 伊勢屋信宏 堀口トシ子 菊池喜久子 ４位

5部-A-4 オリオン・ＯＫ 茨城 小松崎 誠 岡田正中 安倍節子 八巻ツヤ子 熊谷千代子 ５位

5部-A-5 牛久ＳＣ（井寺） 茨城 井寺清人 山田　正 堀 千代子 柊　聰子 ６位

6部-A-3 ゆうあいクラブ 茨城 小林皓治 平山菊枝 小坂文枝 高橋カヨ子 １位

6部-A-1 卓遊クラブＢ 茨城 亀代　修 早崎俊太 小松澤洋子 菊地ひと美 ２位

6部-A-4 取手東部わいわいクラブ 茨城 堀内健一 渡辺富雄 原島洋子 渡辺好枝 ３位

6部-A-2 取手セントラル 茨城 瀬尾邦彦 大森隆雄 千葉幸亀 荒井敏子 海保寿子 ４位

◎ 団体戦（５ダブルス） １女子W ２男子W ３混合W ４混合W ５混合W

※ チャンピオン決定戦は、S部-Aブロック1位チーム　対　S部-Bブロック1位チームの５番混合Wで行う。


