
コート ランク 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

1、２ １部A 渡辺（球友クラブ）５勝 田崎（東海ク女）５勝 板根（常北クラブ）４勝 鈴木（カラハシ）３勝 井坂（純）（東海ク男）２勝 下山田（智）（多賀ク男）2勝 下山田（父）（多賀ク男）０勝

２，３ １部B 井ノ口（ＮＴＴ）７勝 吉村（和）（東海ク男）５勝 大津（常北クラブ）５勝 秋山（桜クラブ）３勝 藤井（水戸一高男）３勝 石丸（アルカディア）２勝 平塚（磯原Ｊｒ女）２勝 吉沢（東海ク男）１勝

４，５ ２部Ａ 塚越（那珂Ｖク女）６勝 小室（智）（東海卓友女）４勝 小圷（球友クラブ）４勝 青野（茨城高専男）４勝 篠原（水戸ス少男）３勝 平川（多賀クラブ男）３勝 久保（東海卓友男）３勝 大津（笠原中教）１勝

６，７ ２部Ｂ 米川（東海卓友男）７勝 郡司（茨城高専男）４勝 田鍋（多賀ク男）４勝 清水（球友クラブ）４勝 永山（水戸農高）４勝 小室（結）（東海卓友女）３勝 佐藤（東海ク女）２勝 高橋（常北クラブ）０勝

７，８ ２部Ｃ 下山田（隆）（多賀ク男）５勝 羽賀（那珂Ｖク男）５勝 寺門（常北ク女）５勝 雨澤（アルカディア）４勝 塩野（茨城高専男）４勝 笠原（雅）（東海ク男）３勝 小林（裕）（水戸農高）２勝 小室（東海卓友男）０勝

９，１０ ３部Ａ 石川（水戸一高男）７勝 田所（球友クラブ）５勝 大森（チーム安田）５勝 吉成（東海卓友男３勝） 木村（多賀クラブ）３勝 北崎（水戸農高）２勝 北見（あくてぃぶ）２勝 岡山（ＣＯＬＡＲ’Ｓ）１勝

１０，１１ ３部Ｂ 生天目（太田一高男）７勝 山田（茨城高専男）５勝 八戸木（あくてぃぶ）４勝 塙（東海卓友男）３勝 井坂（秀）（東海ク男）３勝 和田（球友クラブ２勝） 市村（水戸農高）２勝 小林（拓）（水戸農高）２勝

１２，１３ ４部Ａ 田中（茨城高専）６勝 金子（多賀クＪｒ男）６勝 茂木（太田一高男）５勝 竹中（ひなク男）４勝 眞下（水戸農高）４勝 新谷（水戸一高女）２勝 徳田（ＣＯＬＡＲ’Ｓ）１勝 清水（水戸一高）０勝

１３，１４ ４部Ｂ 矢田部（水戸一高男）５勝 富永（那珂Ｖク男）５勝 田所（太田一高男）４勝 綿引（重）（多賀ク男）３勝 大浦（磯原Ｊｒ男）２勝 角田（茨城高専）２勝 安田（チーム安田）０勝

１５，１６ ４部Ｃ 白仁田（多賀ク）７勝 高野（水戸ス少男）５勝 竹中（勝田クラブ）４勝 菊池（東海ク男）４勝 田山（茨城高専）３勝 田尻（多賀ク男）２勝 小田木（水戸一高女）２勝 石川（水戸農高）１勝

１６，１７ ４部Ｄ 本橋（多賀ク女）６勝 綿引（順）（多賀ク男）４勝 永山（茨城高専）４勝 岩井（水戸農高）３勝 小室（太田一高男）３勝 大武（水戸ス少女）３勝 吉村（友）（東海ク男）３勝 佐藤（水戸一高女）２勝

18 ５部Ａ 吉野（金砂郷ク）５勝 菊池（東海ク女）４勝 大川（多賀ク男）３勝 中野（水城高男）３勝 平元（水戸農高）３勝 西丸（水城高男）３勝 高須（水戸一高女）０勝

19 ５部Ｂ 飯村（卓）（Ｔ，Ｎ，Ｊ）６勝 富永（水戸一高男）５勝 菊池（東海レディー）４勝 古川（水戸一高女）３勝 高安（水城高男）２勝 松井（ＣＯＬＡＲ’Ｓ）１勝 保科（あくてぃぶ）０勝

20 ５部Ｃ 相羽（水戸一高男）６勝 山崎（水城高男）４勝 山本（多賀ク女）４勝 眞下（笠原中男）３勝 大浦（悠）（磯原Ｊｒ女）２勝 小田倉（水戸農高）２勝 会沢（あくてぃぶ）０勝

21 ６部Ａ 一ノ瀬（茨高専女）６勝 市毛（か）（多賀ク女）４勝 水越（茨城高専）３勝 生天目（水城高男）３勝 石川（水城高男）２勝 石間（水戸ス少女）１勝 鈴木（茨城高専）１勝

22 ６部Ｂ 鈴木（茨高専女）５勝 渡辺（多賀ク男）５勝 早川（水戸一高女）４勝 金澤（ＣＯＬＡＲ’Ｓ）３勝 朝倉（きさらぎ）２勝 加藤（水城高男）１勝 岡田（友阿会）１勝

23 ７部Ａ 山崎（勝田クラブ）６勝 小松崎（水戸ス男）５勝 菅谷（常磐大高）４勝 飯塚（多賀ク女）２勝 川崎（ひなクラブ男）２勝 内堀（水城高男）２勝 三田寺（飯富中女）０勝

24 ７部Ｂ 安藤（ひなクラブ女）５勝 市村（亜）（常北中女）５勝 平栗（多賀ク男）３勝 宮原（やよいク）３勝 橋本（太田一高男）２勝 三野輪（愛）（飯中女）２勝 佐久間（常磐大高）１勝

25 ７部Ｃ 塩野（水戸ス男）６勝 増田（ひなクラブ男）４勝 比佐（水戸一高男）４勝 斉藤（夕）（多賀ク女）３勝 磯崎（茨高専女）３勝 大浦（梓）（磯原Ｊｒ女）１勝 大和田（飯富中女）０勝

次回は、冬休みに、行う予定です。次回も奮って、御参加下さいます様、お願い申し上げます。

第１5回ゼネラルリーグ卓球大会（前半戦）結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO1 ２０，８，１６（土）東海体育館

皆様の御協力により、予定より早く大会を終了する事ができました。御協力有難うございました。楽しく、たくさん試合が出来ました。



コート ランク 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

26 ８部A 長山（茨城高専）5勝 嬰岡（常磐大高）４勝 石川（多賀ク男）４勝 木下（那珂Ｖク男）４勝 根本（笠間中女）２勝 久野（飯富中男）２勝 田中（ひなク女）０勝

27 ８部Ｂ 古張（笠原中ＯＢ）４勝 熊谷（ひなク女）３勝 飯村（直）（Ｔ，Ｎ，Ｊ）２勝 鬼沢（飯富中女）１勝 市村（知）（常北中女）０勝

28 ８部Ｃ 大沼（多賀ク女）５勝 坂場（水戸ス少男）５勝 馬目（茨高専女）５勝 滝田（笠間中女）３勝 綿引（常磐大高）２勝 綿引（常北中女）１勝 大野（飯富中女）０勝

29 ８部Ｄ 細谷（笠間中女）５勝 白仁田（多ク男）５勝 二川（笠原中ＯＢ）５勝 岡山（那珂Ｖク男）４勝 石川（飯富中男）２勝 三野輪（侑）（飯中女）１勝 鈴木（常大高女）０勝

31 ８部Ｅ 根本（山方ク男）５勝 岸田（茨高専女３勝） 久保田（ひなク女）３勝 市毛（ゆ）（多ク男）３勝 大津（飯富中女）１勝 加藤（常大高女）０勝

32 ９部Ａ 古木（笠間中女）５勝 前原（助川中男）４勝 川崎（水戸ス少男）４勝 藤（日南ＳＳ女）４勝 安斉（東海ク男）３勝 江幡（常北中女）１勝 青木（飯富中男）０勝

33 ９部Ｂ 中川（笠間中女）５勝 小野瀬（方ク男）５勝 佐々木（多ク女）４勝 村上（常北中女）３勝 柴田（東クラブ）３勝 渡部（水戸ス少男）１勝 武田（飯中男）１勝

34 ９部Ｃ 小澤（水戸ス少女）６勝 橋本（常北中女）５勝 鈴木（政）（多ク男）３勝 笠原（瑞）（東海ク男）３勝 鬼沢（那珂Ｖク男３勝） 大村（笠原中男）１勝 長山（飯富中男）０勝

35 ９部Ｄ 設楽（笠間中女）６勝 阿部（那珂Ｖク男）５勝 藤（日南ＳＳ男）４勝 武藤（常北中女）３勝 会沢（ＣＯＬＡＲ’Ｓ）２勝 小林（夏）（助男）１勝 森田（飯富中男）０勝

36 １０部Ａ 益子（山方ク男）６勝 大串（多賀ク女）５勝 伊藤（常北中男）４勝 桑名（山方ク女）３勝 澤田（笠原中男）２勝 根本（那珂Ｖク女）１勝 飯村（笠原男）０勝

37 １０部Ｂ 小林（治）（助男６勝） 須賀川（日南Ｓ）４勝 小林（常北中男）４勝 大森（山方ク男）３勝 皆藤（水戸ス少女）２勝 上野（笠原中男）１勝 鈴木（由）（多ク）１勝

38 １０部Ｃ 井上（助男）６勝 鈴木（常北中男）４勝 林（ヨン）（東海ク男）４勝 吉成（山方ク男）３勝 斉藤（万）（多女）２勝 金川（磯原Ｊｒ女）１勝 木村（笠原中男）１勝

39 １０部Ｄ 生田目（水ス少男）６勝 添田（常北中女）５勝 鈴木（山方ク男）４勝 川又（日南ＳＳ男）３勝 大森（助川中男）１勝 渡辺（常北中男）１勝 岡崎（笠原男）１勝

40 １０部Ｅ 永井（東海ク女）５勝 二川（笠原中男）４勝 石川（助川中教）２勝 菊池（山方ク男）２勝 斉藤（百）（多女）１勝 林（東海ク男）０勝

41 １０部Ｆ 増子（山方ク男）５勝 富永（常北中男）５勝 竹ノ内（笠原中男）４勝 片岡（助中男）３勝 生田目（水少女）２勝 鈴木（常北中女） 内田（笠原中男）０勝

次回は、冬休みに、行う予定です。次回も奮って、御参加下さいます様、お願い申し上げます。

皆様の御協力により、予定より早く大会を終了する事ができました。御協力有難うございました。楽しく、たくさん試合が出来ました。

第１５回ゼネラルリーグ卓球大会（前半戦）結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO２　　　　　　　　 ２０，８，１６（土）東海体育館



コート ランク 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

1 １部C 神長（一）（多賀ク）6勝 島田（健）（グリーク）４勝 黒澤（太一高女）４勝 桧山（太一高女）３勝 小室（球友Ｊｒ女）２勝 島田（将）（グリーク）１勝 笹本（高萩クラブ）１勝

2 2部D 藤田（多賀高男）５勝 上田（藤代卓男）４勝 白田（桜牧高男）４勝 高橋（霞ヶ浦高）３勝 中村（多賀高男）３勝 中村（明秀日男）２勝 斉藤（藤代卓男）０勝

3 ２部E 西野（明秀日男）６勝 坂本（多賀高男）５勝 上島（霞ヶ浦高）４勝 渡辺（多賀高男）３勝 田崎（太一高女）２勝 菅谷（グリーク）１勝 菊池（藤代卓男）１勝

4 3部Ｃ 柴田（水戸一高）５勝 後藤（太一高男）５勝 町田（鉾田一高）４勝 篠原（桜牧高男）３勝 藤田（水戸二ク）２勝 田村（日立北高）１勝 鈴木（ち）（勿来ク）１勝

5 ３部D 坂本（明秀日男）６勝 伊藤（高萩ク）５勝 三瓶（霞ヶ浦高）４勝 細川（多賀高男）３勝 鈴木（千）（勿来ク）１勝 百間（塙山Ｔ、Ｔ、S）１勝 宇戸（鹿の子ク）１勝

6 ３部E 服部（明秀日男）６勝 廣木（太一高男５勝） 柳井（鉾田一高）４勝 大森（東海レディー）２勝 仲野（水戸工高）２勝 小野寺（高萩ク）２勝 阿部（勿来ク）０勝

7 ４部E 桑原（明秀日男）５勝 塩谷（遠野高）５勝 田口（鉾田一高）４勝 飯塚（鹿の子ク）２勝 稲垣（塙山Ｔ、Ｔ、S）２勝 市野沢（サンアス）１勝 新妻（太一高女）０勝

8 ４部F 助川（球友Ｊｒ女）６勝 椎名（球友Ｊｒ男）５勝 蛭田（遠野高）４勝 照山（日北高）３勝 村上（東海レディー）２勝 神長（慶）（多賀ク）１勝 竹熊（鹿の子ク）０勝

9 ４部G 乾（多賀ク）５勝 上島（藤代卓男）４勝 片寄（遠野高）３勝 鈴木（遠野高）２勝 東本（水戸三高）１勝 小野（塙山Ｔ、Ｔ、S）０勝

１０，１１ ５部D 介川（桜牧高男）７勝 井坂（鉾田一高）５勝 （日立北高）５勝 平子（遠野高）４勝 濱田（太一高女）３勝 石（日北高）１勝 住谷（宮西ク）１勝 小原（鉾田一高）１勝

１１，１２ ５部E 岡崎（豊浦ク）６勝 池崎（友）（ファイタ）５勝 滝田（桜牧高男）５勝 太田（多賀高男）５勝 玉置（宮西ク）３勝 梶山（日立北高）２勝 宮本（鉾田一高）２勝 折笠（グリンク）０勝

１３、１４ ５部F 黒羽（桜牧高男）６勝 宮崎（水戸工高）４勝 布川（塙山Ｔ、Ｔ、S）４勝 長谷川（多賀高男）４勝 川嶋（鉾田一高）２勝 吉成（豊浦ク）２勝 峯岸（宮西ク）０勝

１４、１５ 5部Ｇ 沼田（桜牧高男）７勝 宮川（泉丘中女）５勝 小澤（多賀高女）５勝 細貝（鉾田一高）３勝 林（ファイター）３勝 河井（太田ウィン）３勝 海老根（太一高男）１勝 平子（美）（入遠ク女）１勝

16 ６部Ｃ 高瀬（太一高男）４勝 佐藤（佐和高女）４勝 平栗（多賀高女）４勝 寺門（球友Ｊｒ女）３勝 小島（水戸聾高男）３勝 豊田（桜牧高女）２勝 畑中（大洗一中）１勝

17 ６部Ｄ 新堀（水聾中男）６勝 高倉（明秀日男）５勝 桑名（夏）（球Ｊｒ女）３勝 大足（多賀高男）３勝 中島（豊浦ク）１勝 木村（佐和高男）１勝 仲山（桜牧高女）１勝

18 ６部Ｅ 木内（佐和高男）５勝 武藤（太一高男）４勝 池崎（裕）（ファイタ）４勝 和賀（泉丘中女）３勝 村山（多賀高男）３勝 井上（桜牧高女）１勝 平根（水戸二ク）１勝

19 ６部Ｆ 馬目（水戸聾高男）５勝 板橋（水戸工高）５勝 川崎（球友Ｊｒ男）５勝 堤（鹿の子ク）３勝 木村（佐和高女）１勝 大森（水戸二ク）１勝 池崎（ファイタ女）１勝

20 ６部Ｇ 田口（水戸二ク）５勝 桑名（芽）（球Ｊｒ女）４勝 打越（桜牧高男）２勝 三井（水戸聾高男）２勝 藁谷（鹿の子ク）１勝 戸来（多賀高女）１勝

次回は、冬休みに、行う予定です。次回も奮って、御参加下さいます様、お願い申し上げます。

皆様の御協力により、予定より早く大会を終了する事ができました。御協力有難うございました。楽しく、たくさん試合が出来ました。

第１5回ゼネラルリーグ卓球大会（後半戦）結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO1 ２０，８，１７（日）東海体育館



コート ランク 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

21 ７部Ｄ 青木（水聾高男）６勝 照沼（佐和高男）４勝 庄司（桜牧高女）４勝 荻野（天心ク）３勝 永井（サザンカ）２勝 渡辺（多賀高女）2勝 平子（佳）（入野ク女）０勝

22 ７部Ｅ 平子（満）（入野ク男）４勝 綿引（佐和高女）４勝 田口（太田ウィン）４勝 伊藤（水戸工高）３勝 和田（太一高男）３勝 佐々木（鹿子ク）２勝 小池（泉丘中女）１勝

23 ７部Ｆ 大里（天心ク）５勝 田中（水戸三高）５勝 鈴木（ファイター）５勝 平子（大）（入遠ク男）３勝 木村（水戸聾高女）２勝 萩野谷（水戸工高）１勝 小野瀬（多高女）１勝

24 ７部Ｇ 深井（藤代卓女）６勝 川崎（太一高女）５勝 北島（サザンカ）３勝 狩谷（鹿の子ク３勝） 鈴木（水戸聾高男）３勝 堤（佐和高男）１勝 斉藤（桜牧高女）０勝

25 ７部Ｈ 石井（水戸工高）５勝 井上（多賀高女）４勝 石川（中里中男）４勝 野口（大洗一中）２勝 平子（楓）（入遠ク女）２勝 薄井（鹿の子ク）２勝 田口（桜牧高女）２勝

26 ８部Ｆ 広瀬（サンアク女）５勝 櫻井（佐和高女）４勝 古目谷（金砂郷ク）４勝 後藤（直）（中里中男）３勝 市川（かわつ）３勝 稲村（勿来クラブ）２勝 藤丸（藤代卓女）０勝

27 ８部Ｇ 石崎（球友Ｊｒ女）６勝 蛭田（水戸三高）５勝 村田（水戸工高）４勝 根本（富）（じゅんク）３勝 樋口（サンアク女）２勝 鈴木（大洗一中）１勝 紺野（勿来クラブ）０勝

28 ８部Ｈ 綿引（太一高女）５勝 福地（泉丘中女）５勝 米川（サンアク女）４勝 内山（佐和高女）４勝 長州（中里中男）２勝 佐藤（広）（入遠ク男）１勝 山崎（のばら）０勝

29 ８部Ｉ 會澤（中里中男）５勝 根本（金砂郷ク）５勝 萩庭（桜牧高男）４勝 折笠（遠野高）３勝 鈴木（サンアク女）２勝 根本（真）（じゅんク）２勝 船山（勿来クラブ）０勝

30 ８部Ｊ 小貫（多賀高女）６勝 川崎（球友Ｊｒ女）４勝 野口（藤代卓男）４勝 佐藤（良）（入遠ク男）４勝 中庭（水戸聾中男２勝） 大津（かわつ）１勝 小林（美野里中）０勝

31 ８部Ｋ 安島（水戸工高）５勝 小野（勿来クラブ）５勝 菅原（明秀日男）５勝 浅川（いわき卓）３勝 蛭田（塙山Ｔ、Ｔ、S）２勝 坂爪（佐和高女）１勝 赤石（藤代卓女）０勝

32 ９部Ｅ 石井（瑞竜ク）６勝 長谷川（美野里中）５勝 棚谷（塙山Ｔ、Ｔ、S）４勝 大内（東海南中）２勝 小野瀬（東ク）２勝 儘田（泉丘中女）１勝 平子（英）（入遠ク男）１勝

33 ９部Ｆ 永井（美野里中）５勝 桑原（水戸三高）４勝 原（台原中男）２勝 菊池（東クラブ）２勝 鈴木（大洗一中）２勝 上島（藤代卓女）０勝

34 ９部Ｇ 久保田（ぷにぷに）５勝 桑又（大洗一中）４勝 野崎（泉丘中女）３勝 佐藤（龍）（入遠ク男）２勝 塙（東海南中男）１勝 平澤（ミク友ク）０勝

35 ９部Ｈ 園部（水戸三高）６勝 後藤（廣）（中里中男）５勝 亀田（美野里中）４勝 相田（大洗一中）３勝 糸賀（水戸聾高女）２勝 田所（台原中男）１勝 野村（じゅんク）０勝

36 ９部Ｉ 沼田（水戸三高）５勝 茂垣（泉丘中女）３勝 海老沢（美野里中）３勝 立原（東クラブ）３勝 伊里（東海南中男）１勝 大橋（藤代卓信男）０勝

37 ９部Ｊ 窪田（泉丘中女）５勝 山本（大洗一中）４勝 奥村（ぷにぷに）３勝 細谷（美野里中）２勝 安（峰）（東クラブ）１勝 川崎（じゅんク）０勝

38 １０部Ｇ 三枝（水戸聾高男）６勝 佐川（奈）（入遠ク女）４勝 河野（東海南中男）４勝 大山（大洗一中）３勝 平子（文）（入遠ク女）２勝 櫛田（入遠ク男）２勝 米満（藤代卓男）０勝

39 １０部Ｈ 大窪（台原中男）６勝 金沢（東海南中男）５勝 折笠（入遠ク女）４勝 弓野（中里中男）２勝 西郷（入遠ク男）２勝 佐々木（美野里中）２勝 富川（江）（藤代卓女）０勝

40 １０部Ｉ 安（俊）（東クラブ）５勝 宇野（中里中男）４勝 佐藤（入遠ク女）３勝 米満（藤代卓女）２勝 平子（和）（入遠ク男）１勝 折笠（球友Ｊｒ男）０勝

41 １０部Ｊ 牧野（入遠ク女）６勝 柴田（中里中男）４勝 吉岡（水戸聾高男）４勝 平子（智）（入遠ク男）３勝 佐川（加）（入遠ク女）２勝 清水（天心クラブ）１勝 富川（友）（藤代卓女）１勝

皆様の御協力により、予定より早く大会を終了する事ができました。御協力有難うございました。楽しく、たくさん試合が出来ました。

次回は、冬休みに、行う予定です。次回も奮って、御参加下さいます様、お願い申し上げます。

第１５回ゼネラルリーグ卓球大会（後半戦）結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO２　　　　　　　　 ２０，８，１７（日）東海体育館


