
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

一般男子（１・２位トーナメント）

A-1 黒沢 伊藤 奈良 久古 内田 天田 上原 田中 C-1

なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡 2 SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会

F-2 小林 森 渡辺 大澤 長 東 大塚 平林 E-2

KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会 1 まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ

G-2 鯨井 加藤 山口 関 梅崎 吉田 石川 中川 D-2

練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC 1 TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

I-1 須黒 中井 柴崎 2 小林 森 渡辺 大澤 F-1

熊谷TTF Reboot TIDY富士見 KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会

H-1 片山 杉村 吉岡 1 鯨井 加藤 山口 関 G-1

なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 1 練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC

E-1 長 東 大塚 平林 黒沢 伊藤 奈良 久古 A-2

まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ 1 なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡

C-2 内田 天田 上原 田中 片山 杉村 吉岡 H-2

SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会 1 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ

B-2 阿部 葛城 内田 野原 須黒 中井 柴崎 I-2

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ 熊谷TTF Reboot TIDY富士見

D-1 梅崎 吉田 石川 中川 阿部 葛城 内田 野原 B-1

TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 1 なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ

1 3 内田
（なごみｸﾗﾌﾞ）
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決勝

 9 - 11
11 - 9
 2 - 11
 8 - 11

-



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

一般男子（３・４位トーナメント）

A-3 黒沢 伊藤 奈良 久古 内田 天田 上原 田中 C-3

なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡 1 SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会

F-4 小林 森 渡辺 大澤 長 東 大塚 平林 E-4

KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会 1 まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ

G-4 鯨井 加藤 山口 関 1 梅崎 吉田 石川 中川 D-4

練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC 1 TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

I-3 須黒 中井 柴崎 小林 森 渡辺 大澤 F-3

熊谷TTF Reboot TIDY富士見 KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会

H-3 片山 杉村 吉岡 1 鯨井 加藤 山口 関 G-3

なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 1 練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC

E-3 長 東 大塚 平林 黒沢 伊藤 奈良 久古 A-4

まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡

C-4 内田 天田 上原 田中 片山 杉村 吉岡 H-4

SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会 1 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ

B-4 阿部 葛城 内田 野原 須黒 中井 柴崎 I-4

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ 熊谷TTF Reboot TIDY富士見

D-3 梅崎 吉田 石川 中川 阿部 葛城 内田 野原 B-3

TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ
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