
令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

男子４５才以上（１・２位トーナメント）

A-1 老沼 松岡 土田 品川 橋本 松木 斉藤 飯塚 C-1

なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 1 2 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス

G-2 飯倉 樋口 門田 小野 関口 渡辺 栗原 I-2

TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ

F-2 阿左美 飯野 上垣 星 2 2 高根沢 島袋 岩田 鳥海 D-2

ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 2 Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC

I-1 関口 渡辺 栗原 老沼 松岡 土田 品川 A-2

石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

H-1 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 阿左美 飯野 上垣 星 F-1

翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会 2 1 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ

E-1 上條 小林 剣持 飯倉 樋口 門田 小野 G-1

なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院 TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC

B-2 福元 長倉 島田 斉藤 森藤 佐藤 坂本 J-1

鴻巣インパルス 卓乱会 TTL大幡 十勇士新選組 なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

C-2 橋本 松木 斉藤 飯塚 上條 小林 剣持 E-2

熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス 1 2 なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院

J-2 森藤 佐藤 坂本 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 H-2

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 2 1 翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会

D-1 高根沢 島袋 岩田 鳥海 2 長倉 福元 島田 斉藤 B-1

Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC 卓乱会 鴻巣インパルス TTL大幡 十勇士新選組

2 3 小野

小野

  （翔卓ｸﾗﾌﾞ）  （熊谷JTC)

決勝

11 - 13
11 -  9
 6 - 11
11 - 9
 7 - 11

  栗原



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

男子４５才以上（３・４位トーナメント）

A-3 老沼 松岡 土田 品川 橋本 松木 斉藤 飯塚 C-3

なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス

G-4 飯倉 樋口 門田 小野 関口 渡辺 栗原 I-4

TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ

F-4 阿左美 飯野 上垣 星 高根沢 島袋 岩田 鳥海 D-4

ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC

I-3 関口 渡辺 栗原 老沼 松岡 土田 品川 A-4

石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

H-3 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 阿左美 飯野 上垣 星 F-3

翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ

E-3 上條 小林 剣持 飯倉 樋口 門田 小野 G-3

なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院 1 TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC

B-4 福元 長倉 島田 斉藤 森藤 佐藤 坂本 J-3

鴻巣インパルス 卓乱会 TTL大幡 十勇士新選組 なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

C-4 橋本 松木 斉藤 飯塚 上條 小林 剣持 E-4

熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス 1 なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院

J-4 森藤 佐藤 坂本 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 H-4

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会

D-3 高根沢 島袋 岩田 鳥海 長倉 福元 島田 斉藤 B-3

Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC 卓乱会 鴻巣インパルス TTL大幡 十勇士新選組

2 0 谷ケ崎

町田

 (彩松ｸﾗﾌﾞ) 　　（卓乱会）

決勝

11 -  4
11 -  9

-
   町田


