
コート ランク 1位 2位 3位 4位 5位 6位

1 １部Ａ 渡辺（竹心会）4勝 板根（常北クラブ）3勝 中野（日立一高男）2勝 竹石（竹心会）1勝 羽野島（竹心会）0勝

1 ２部Ａ 西野（日立一高男）4勝 郡司（茨城高専男）3勝 白田（桜ノ牧高）2勝 上島（霞ヶ浦高）1勝 高橋（霞ヶ浦高）0勝

2 ３部Ａ 佐藤（日立一高男）5勝 平川（多賀ク男）4勝 三瓶（霞ヶ浦高）3勝 増子（多賀ク男）2勝 沼田（桜ノ牧高）1勝 高沢（水戸秋桜）0勝

3 ３部Ｂ 田中（茨城高専男）5勝 鈴木（勿来クラブ）3勝 高橋（常北クラブ）2勝 八戸木（あくてぃぶ）2勝 五来（多賀ク男）2勝 樋口（水戸秋桜）1勝

5 ３部Ｃ 黒田（多賀ク男）5勝 今出川（鉾田）3勝 尾島（竹心会）3勝 中村（日立一高女）3勝 介川（桜ノ牧高）1勝 北見（あくてぃぶ）0勝

6 ４部Ａ 市野沢（あくてぃぶ）3勝 畠（日立一高男）2勝 永山（茨城高専男）3勝 村上（東海レディース）1勝 布川（塙山Ｔ．Ｔ．Ｓ)

6 ４部Ｂ 八重座（日立一高女）4勝 田山（茨城高専男）3勝 一ノ瀬（茨城高専女）2勝 小市（水戸秋桜）1勝 生井沢（竹心会）0勝

7 ４部Ｃ 鈴木（日立一高女）4勝 滝田（桜ノ牧高）2勝 稲垣（塙山Ｔ．Ｔ．Ｓ)2勝 角田（茨城高専男）1勝 関（竹心会）1勝

7 ５部Ａ 山崎（水城高）3勝 大内（日立商高男）2勝 川崎（日立商高女）1勝 吉成（豊浦クラブ）0勝 塚本（日立一高女）棄権

8 ５部Ｂ 井坂（日立商高女）3勝 小野（塙山Ｔ．Ｔ．Ｓ)３勝 下河辺（桜ノ牧高）2勝 佐藤（滑川クラブ）1勝 高安（水城高）1勝

8 ５部Ｃ 高村（日立商高女）4勝 西丸（水城高）3勝 黒澤（日立商高男）2勝 鈴木（茨城高専女）1勝 市毛（か）（多賀ク女）0勝

9 6部Ａ 山崎（朱）（勝田ク）3勝 会沢（あくてぃぶ）3勝 棚谷（塙山Ｔ．Ｔ．Ｓ)2勝 新井（日立一高男）1勝 堤（桜ノ牧高）1勝

9 ６部Ｂ 中島（豊浦クラブ）4勝 北田（磯原高女）3勝 加藤（大）（日立一高男）1勝 鈴木（フローラ）1勝 生天目（水城高）1勝

10 6部Ｃ 鈴木（高萩清松教）3勝 高谷（日立商高女）2勝 打越（桜ノ牧高男）1勝 加藤（水城高）0勝 恩田フローラ）棄権

10 ６部Ｄ 下村（日立一高女）3勝 水越（茨城高専男）2勝 根目沢（滑川クラブ）1勝 大内（日立商高女）0勝 三瓶（桜ノ牧高）棄権

11 ６部Ｅ 本間（日立一高女）2勝 佐川（茨城高専男2勝） 梅木（日立商高男）2勝 中川（桜ノ牧高）0勝 市村（亜）（城、常北中女）棄権

11 ７部Ａ 大沼（滑川クラブ）4勝 菊池（磯原高女）3勝 中川（日立一高男）2勝 久保田（茨城高専男）1勝 佐藤（日立商高男）0勝

12 ７部Ｂ 渡邊（日立一高男）4勝 永井（サザンカ）2勝 萩庭（桜ノ牧高）2勝 和田（日立商高男）1勝 飯塚（多賀ク女1勝

12 ７部Ｃ 大沼（多賀ク女）3勝 石川（多賀ク男）2勝 長嶋（勝田クラブ）2勝 高橋（日立一高男）2勝 大友（磯原高男）1勝

13 ７部Ｄ 梶山（日立一高男）4勝 河井（日立一高女）3勝 根本（亮）（磯原高男）2勝 白仁田（啓）（多賀ク男）1勝 荘司（桜ノ牧高）0勝

13 ７部Ｅ 広瀬（サンアク女）4勝 渡部（日立一高男）3勝 北島（サザンカ）2勝 松崎（日立商高男）1勝 相木（桜ノ牧高）0勝

14 ７部Ｆ 助川（日立一高男）3勝 鈴木（茨城高専男）2勝 岡崎（磯原高男）1勝 田口（太田ウィングス）0勝 茅根（日立商高女）棄権
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皆様の御協力により予定時間に終了する事ができました。結果の記入ミスが多少ありました。

次回また参加して頂き、皆様にお会いできます事を楽しみにしています。



コート ランク 1 2 3 4 5

14 ８部Ａ 永井（山吹クラブ）4勝 助川（十王中男）3勝 佐藤（十王中男）2勝 横山（日立商高男）1勝 茂又（磯原高男）0勝

15 ８部Ｂ 梶山（泉丘中男）3勝 川上（日立一高男）2勝 松坂（十王中女）1勝 梅野（磯原高女）0勝 鈴木（日南ＳＳ女）棄権

15 ８部Ｃ 澤（磯原高男）4勝 坂内（東海南男）3勝 樋口（サンアク女）2勝 加藤（台原中女）1勝 石川（十王中男）0勝

16 ８部Ｄ 根本（駿）（磯原高男）4勝 小澤（泉丘中男）3勝 久保田（ぷにぷに）2勝 大友（十王中男）1勝 永井（十王中男）0勝

16 ８部Ｅ 加賀江（東海南男）3勝 多田（台原中女）2勝 関山（滑川中女）1勝 鵜飼（十王中男）0勝 小茂田（磯原高男）棄権

17 ８部Ｆ 富永（泉丘中男）3勝 米川（サンアク女）2勝 高星（磯原高男）1勝 露崎（十王中男）0勝 綿引（山吹クラブ）棄権

17 ８部Ｇ 佐々木（多賀ク女）3勝 大内（和）（東海南男）2勝 井坂（台原中女）1勝 鈴木（十王中男）0勝 宮本（磯原高男）棄権

18 ９部Ａ 大村（笠原中男）3勝 大内（城、常北中女）2勝 蓮田（滑川中女）1勝 柴田（十王中男）0勝 米川（日南ＳＳ女）棄権

18 ９部Ａ 佐藤（滑川中女）3勝 石川（城、常北中男）2勝 菊池（東クラブ）1勝 田所（台原中男）0勝 石川（慎）（中里中男）棄権

19 ９部Ｃ 松浦（多賀ク男）3勝 根本（東海南男）2勝 浦川（台原中女）1勝 郭（十王中女）0勝 木名瀬（滑川中女）棄権

19 ９部Ｄ 阿部（桜ノ牧高） 岡山（日南ＳＳ女）2勝 安（東クラブ）1勝 三浦（滑川中女）3勝 大内（城、常北中女）棄権

20 ９部Ｅ 塙（東海南男）3勝 柴田（中里中男）2勝 立原（東クラブ）1勝 鈴木（城、常北中男）0勝 浦川（台原中女）棄権

20 ９部Ｆ 三好（千波中男4勝） 阿部（滑川中女）3勝 赤城（多賀クラブ男）1勝 武藤（城、常北中女）1勝 橋本（山吹クラブ）1勝

21 ９部Ｇ 小林（哲）（城、常北中男）4勝 安（俊）（東クラブ）3勝 藤（日南ＳＳ女）2勝 庄司（台原中女）1勝 鈴木（泉丘中男）0勝

21 ９部Ｈ 原（台原中男）2勝 川又（日南ＳＳ女）2勝 伊里（東海南男）2勝 竹ノ内（笠原中男）0勝 及川（十王中女）棄権

22 ９部Ｉ 奥村（ぷにぷに）4勝 川和（桜ノ牧高）2勝 江幡（城、常北中女）2勝 大串（多賀ク女）1勝 小野瀬（東クラブ）１勝

22 ９部Ｊ 藤（日南ＳＳ男）3勝 大内（世）（東海南男）2勝 柴田（東クラブ）1勝 伊藤（城、常北中男）0勝 小池（十王中女）棄権

23 ９部Ｋ 村上（城、常北中男）4勝 宇野（中里中男）3勝 会沢（東海南男）2勝 佐藤（ぷにぷに）1勝 海野（台原中女）0勝

24 １０部Ａ 白戸（泉丘中男）4勝 佐々木（昇）（北、常北中）3勝 飯村（笠原中男）2勝 大森（泉丘中女）1勝 荒川（城、常北中男）0勝

24 １０部Ｂ 弓野（中里中男）3勝 北井（泉丘中男）3勝 石井（千波中男）3勝 花香（城、常北中男）１勝 園部（城、常北中女）0勝

25 １０部Ｃ 斉藤（万）（多賀ク女）3勝 宮川（泉丘中女）3勝 大内（陽）（東海南男）2勝 小松（北、常北中）2勝 小林（優）（城、常北中男）0勝

25 １０部Ｄ 吉田（泉丘中女）4勝 佐々木（純）（北、常北中）3勝 清水（東海南男）2勝 谷（泉丘中男）1勝 加倉井（城、常北中男）0勝

26 １０部Ｅ 京谷（十王中女）4勝 須賀川（日南ＳＳ女）3勝 安保（泉丘中男）２勝 樫村（北、常北中）1勝 堀川（泉丘中女）0勝

26 １０部Ｆ 青山（東海南男）4勝 小林（泉丘中女）3勝 木村（北、常北中）2勝 小室（泉丘中男）1勝 坂本（城、常北中男）0勝

27 １０部Ｇ 市川（泉丘中男）4勝 箭内（泉丘中女）3勝 加藤（城、常北中女）2勝 矢代（十王中女）1勝 中郡（多賀ク女）0勝

27 １０部Ｈ 木村（東海南男）4勝 今川（十王中女）3勝 浅海（城、常北中男）2勝 清水（泉丘中女）1勝 山田（多賀ク女）0勝

28 １０部Ｉ 杉山（東海南男）4勝 桜井（東クラブ）2勝 井上（泉丘中男）2勝 宇佐美（泉丘中女）2勝 小知和（城、常北中女）0勝

28 １０部Ｊ 鈴木（彩）（北、常北中）3勝 澤田（笠原中男）2勝 渡邊（城、常北中男）2勝 長嶋（泉丘中女）2勝 中郡（多賀ク男）1勝

29 １０部Ｋ 河野（東海南男）4勝 小野（北、常北中）3勝 佐藤（泉丘中男）2勝 高橋（城、常北中女）1勝 斉藤（百）（多賀ク女）0勝

29 １０部Ｌ 村田（千波中男）4勝 小林（北、常北中男）3勝 大森（城、常北中男2勝） 山形（泉丘中女）1勝 木村（泉丘中男）0勝

30 １０部Ｍ 小泉（泉丘中男）4勝 鈴木（隼）（北、常北中）3勝 小松崎（笠原中男）2勝 柴田（泉丘中女）1勝 大津（城、常北中男）0勝

30 １０部Ｎ 井上（十王中女）３勝 助川（泉丘中女）3勝 荒木（泉丘中男）3勝 千葉（十王中男）1勝 本田（城、常北中男）0勝

皆様の御協力により予定時間に終了する事ができました。結果の記入ミスが多少ありました。

次回また参加して頂き、皆様にお会いできます事を楽しみにしています。
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コート ランク 1 2 3 4 5

1 １部Ｂ 吉沢（東海ク男）3勝 大谷（岩瀬日大男）3勝 大津（常北ク男）3勝 倉井（岩瀬日大男）1勝 平塚（多賀ク女）0勝

1 １部Ｃ 藤枝（岩瀬日大男）4勝 坂本（多賀高男）3勝 藤井（水戸一高）2勝 米川（東海卓友）1勝 和田（喜）（東海ク男）0勝

2 １部Ｄ 伊丹（岩瀬日大男）4勝 井坂（純）（東海ク男）3勝 塚越（那珂Ｖク女）2勝 羽野島（龍通経済）1勝 石川（水戸一高）0勝

2 ２部Ｂ 羽賀（那珂Ｖク男）4勝 三田（岩瀬日大男）3勝 小林（祐）（水戸農高）2勝 和田（東海ク男）1勝 渡邊（多賀高男）0勝

3 ２部Ｃ 寺門（常北ク女）3勝 内堀（水戸ス少男3勝） 中村（多賀高男）2勝 斉藤（高萩クラブ）2勝 園部（岩瀬日大男）0勝

3 ２部Ｄ 笠原（雅）（東海ク男）3勝 谷中（岩瀬日大男）3勝 生天目（球友Ｊｒ男）2勝 矢須（岩瀬日大女）2勝 久保（康）（東海卓友）0勝

4 ２部Ｅ 中西（ＪＲ東日本）4勝 坂本（チーム安田）2勝 永山（水戸農高）2勝 小室（東海ク女）2勝 小野（岩瀬日大女）0勝

4 ３部Ｄ 細川（多賀高男）4勝 斉藤（藤代卓信男）3勝 小林（拓）（水戸農高）2勝 大森（チーム安田）1勝 横倉（岩瀬日大女）0勝

5 ３部Ｅ 本橋（多賀ク女）4勝 羽野島（岩瀬日大女）3勝 吉成（東海卓友）2勝 冨永（那珂Ｖク男）1勝 大曽根（ＪＲ東日本）0勝

5 ３部Ｆ 大森（東海レディース）4勝 飯村（卓）（Ｔ、Ｎ、Ｊ）2勝 野口（美）（水戸商高）2勝 木村（東海卓友）2勝 矢田部（水戸一高）0勝

6 ３部Ｇ 塙（岩瀬日大男）4勝 塩谷（遠野高）3勝 井坂（秀）（東海ク男）2勝 太田（磯原Ｊｒ女）1勝 白戸（ＪＲ東日本）0勝

6 ３部Ｈ 相羽（水戸一高）4勝 田口（天心クラブ）3勝 中村（藤代卓信男）2勝 藤田（水戸二クラブ）1勝 鎌田（磯原ク女）0勝

7 ３部Ｉ 紫藤（岩瀬日大男）4勝 真田（東海ク女）3勝 田村（日立北高）2勝 北崎（水戸農高）1勝 塙（東海卓友）0勝

7 ３部Ｊ 高柳（常北ク男）4勝 助川（球友Ｊｒ女）3勝 小室（東海卓友）2勝 綿引（順）（多賀ク男）1勝 住吉（藤代卓信男）0勝

8 4部Ｄ 鈴木（遠野高）4勝 眞下（水戸農高）3勝 竹中（勝田クラブ）2勝 田口（水戸二ク）1勝 小林（いばたく）0勝

8 4部Ｅ 畑（いばたく）3勝 田中（磯原ク女）2勝 助川（伊勢クラブ）1勝 遠藤（日立北高）0勝 篠原（ひたちなかレ）棄権

9 4部Ｆ 徳田（ＣＯＬＯＲ’Ｓ）2勝 片寄（遠野高）2勝 東ヶ崎（水戸商高）1勝 征矢（高萩クラブ）1勝 石川（水戸農高）棄権

9 4部Ｇ 菊池（東海ク男）4勝 伊藤（日立北高）3勝 神長（多賀ク男）1勝 小澤（多賀高女）1勝 岩井（水戸農高）1勝

10 4部Ｈ 野口（奈）（水戸商高）3勝 新堀（水戸聾男）2勝 綿引（重）（多賀ク男）1勝 照山（日立北高）0勝 飛田（水戸農高）棄権

10 4部Ｉ 竹中（ひなク男）3勝 蛭田（遠野高）3勝 菊池（東海ク女）3勝 穂積（高萩クラブ）1勝 木村（宮西ク）0勝

11 5部Ｄ 大塚（岩瀬日大男）4勝 菊池（東海レディース）3勝 菊池（日立北高）2勝 相田（球友Ｊｒ男）1勝 熊谷（水戸秋桜）0勝

11 5部Ｅ 太田（多賀高男）4勝 大川（多賀ク男）3勝 松井（ＣＯＬＯＲ’Ｓ）2勝 住谷（宮西ク）1勝 清水（水戸一高）0勝

12 5部Ｆ 松原（磯原Ｊｒ男）3勝 三次（天心クラ女）3勝 広畑（勝田クラブ）2勝 藤井（多賀高男）2勝 小島（日立北高）0勝

12 5部Ｇ 寺門（優）（常北ク女）3勝 清水（頌）（天心ク男）2勝 玉置（宮西ク）1勝 杉山（東海ク女）0勝 石（日立北高）棄権

13 5部Ｈ 渡辺（多賀ク男）4勝 川松（水戸商高）2勝 深井（藤代卓信女）2勝 長谷川（多賀高男）2勝 高崎（いばたく）0勝

13 5部Ｉ 大浦（悠）（磯原Ｊｒ女）4勝 鈴木（岩瀬日大男）3勝 平栗（多賀高女）2勝 小田倉（水戸農高）1勝 川崎（球友Ｊｒ男）0勝

14 5部Ｊ 塩野（水戸ス少男）4勝 冨永（水戸一高）2勝 山本（多賀ク女）2勝 日野（十王中教）1勝 寺島（多賀高男）1勝

14 6部Ｆ 山屋（ひなク男）4勝 目黒（磯原Ｊｒ男）3勝 朝倉（きさらぎ）2勝 会沢（東海ク女）1勝 石崎（球友Ｊｒ女）0勝

15 6部Ｇ 戸来（多賀高女）4勝 石井（日立北高）3勝 根本（山方ク男）2勝 鈴木（サンディー）1勝 平根（水戸二ク）0勝

15 6部Ｈ 増子（大久保中）2勝 山崎（あ）（勝田クラブ）2勝 菊池（十王中男）２勝 小島（水戸聾男）0勝 渋谷（多賀ク男）棄権

16 6部Ｉ 大貫（ミク友ク）4勝 平澤（東海ク男）3勝 安藤（ひなク女）2勝 大足（多賀高男）1勝 後藤（サンディー）0勝

16 6部Ｊ 桑名（球友Ｊｒ女）4勝 石川（潤）（中里中男）3勝 井上（多賀高女）1勝 大里（天心クラ男）1勝 神長（ひたちなかレ）1勝

17 6部Ｋ 寺門（球友Ｊｒ女）4勝 木村（佐和高）2勝 長谷川（大久保中）2勝 三井（水戸聾男）2勝 渡辺（日立工高）0勝

17 6部Ｌ 畑中（大洗一中男）3勝 田中（天心クラ女）3勝 佐藤（佐和高）３勝 古木（ひたちなかレ）1勝 菅谷（常磐大高男）0勝

皆様の御協力により予定時間に終了する事ができました。結果の記入ミスが多少ありました。

次回また参加して頂き、皆様にお会いできます事を楽しみにしています。

第１6回ゼネラルリーグ卓球大会結果（後半)
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コート ランク 1 2 3 4 5

18 7部Ｇ 斉藤（夕）（多賀ク女）3勝 野口（藤代卓信男）2勝 山本（大久保中）1勝 川崎（ひなク男）0勝 平子（大）（入遠野ク男）棄権

18 7部Ｈ 飯田（きさらぎ）3勝 木下（那珂Ｖク男）3勝 折田（十王中男）2勝 川崎（球友Ｊｒ女）1勝 木村（水戸聾女）1勝

19 7部Ｉ 山口（ミク友ク）4勝 小澤（水戸ス少女）3勝 小林（日立工高）2勝 大高（十王中男）1勝 掛札（大久保中）0勝

19 7部Ｊ 飯村（直）（Ｔ、Ｎ、Ｊ）3勝 白井（磨）（谷和原ク男）3勝 山崎（葵）（勝田クラブ）2勝 作山（十王中男）1勝 佐久間（常磐大高男）1勝

20 7部Ｋ 小林（水戸四中男）4勝 平栗（多賀ク男）2勝 細谷（笠間中女）2勝 鈴木（水戸聾男）1勝 保月（きさらぎ）1勝

20 7部Ｌ 坂場（水戸ス少男）3勝 仲根（日立工高）2勝 設楽（笠間中女）2勝 後藤（東海南中男）2勝 會澤（中里中男）1勝

21 7部Ｍ 野口（大洗一中男）4勝 熊谷（萌）（ひなク女）3勝 佐藤（磯原Ｊｒ女）2勝 栃堀（松岡中男）1勝 志賀（水戸二ク）0勝

21 7部Ｎ 白井（裕）（谷和原ク男）4勝 綿引（友光会）3勝 菅原（日立工高）2勝 根本（十王中男）1勝 川津（水戸商高）0勝

22 7部Ｏ 石井（貴）（山吹ク）4勝 西沢（見川中教）3勝 椎名（十王中男）2勝 内山（佐和高）1勝 佐藤（良）（入遠野ク男）0勝

22 7部Ｐ 鈴木（大久保中）1勝 増田（ひなク男）2勝 宮原（やよいク）2勝 大浦（梓）（磯原Ｊｒ女）1勝 渡辺（多賀高女）0勝

23 7部Ｑ 藤田（水戸ス少男）4勝 樫村（日立工高）3勝 江原（松岡中男）2勝 竹江（笠間中女）1勝 小野瀬（多賀高女）0勝

23 8部Ｈ 小沼（水戸商高）4勝 渡辺（中郷中男）3勝 橋本（ひなク男）2勝 羽鳥（大久保中）1勝 坂場（いばたく）0勝

24 8部Ｉ 元（水戸四中男）4勝 渡辺（谷和原ク女）3勝 川崎（水戸ス少男）2勝 松本（松岡中男）1勝 鈴木（中里中男）0勝

24 8部Ｊ 綿引（佐和高）3勝 大森（谷和原ク男）3勝 後藤（直）（中里中男）3勝 斉藤（伊勢クラブ）1勝 三枝（水戸聾男）0勝

25 8部Ｋ 折笠（遠野高）4勝 橋本（星）（常北ク女）3勝 小野瀬（山方ク男）2勝 豊田（松岡中男）1勝 大津（日立工高）0勝

25 8部Ｌ 穴倉（水戸四中男）3勝 鈴木（穂）（大洗一中男）3勝 長野（笠間中男）2勝 渡辺（水戸商高）1勝 中尾（助川中男）1勝

26 8部Ｍ 菅原（ひなク男）4勝 阿部（那珂Ｖク男）3勝 古木（笠間中女）2勝 石崎（谷和原ク女）1勝 神代（松岡中男）0勝

26 8部Ｎ 鈴木（友）（中郷中男）4勝 桜岡（常磐大高男）2勝 中庭（水戸聾男）2勝 綿引（仁）（常北ク女）２勝 桑又（大洗一中男）0勝

27 8部Ｏ 滝田（笠間中女）4勝 矢代（松岡中男）3勝 笠原（十王中男）2勝 関（令）（谷和原ク女）1勝 市毛（ゆ）（多賀ク男）0勝

27 8部Ｐ 野口（奈）（水戸ス少女）4勝 根本（笠間中女）3勝 井上（助川中男）2勝 清水（佐和高）1勝 郡司（日立工高）0勝

28 8部Ｑ 井上（十王中男）4勝 生天目（巧）（水戸ス少男）3勝 久保田（ひなク女）1勝 鬼澤（那珂Ｖク男）1勝 高森（中郷中男）1勝

28 8部Ｒ 山本（大洗一中男）４勝 野上（ひなク男）2勝 綿引（常磐大高女）2勝 藤田（見川中男）1勝 高田（水戸四中男）1勝

29 8部Ｓ 星野（ミク友ク）3勝 福田（水戸四中男）3勝 長洲（中里中男）2勝 後藤（康）（中里中男）2勝 関（真）（谷和原ク女）0勝

29 8部Ｔ 武石（天心クラ男）3勝 斉藤（日立工高）3勝　 笠原（瑞）（東海ク男）2勝 鈴木（松岡中男）1勝 糸川（見川中女）1勝

30 8部Ｕ 桜本（玉里中男）4勝 岡山（那珂Ｖク男）3勝 中川（笠間中女）2勝 前原（助川中男）1勝 所（常磐大高女）0勝

第１6回ゼネラルリーグ卓球大会結果（後半)
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皆様の御協力により予定時間に終了する事ができました。結果の記入ミスが多少ありました。

次回また参加して頂き、皆様にお会いできます事を楽しみにしています。



コート ランク 1 2 3 4 5

30 9部Ｌ 相田（大洗一中男）3勝 田中（ひなク女）1勝 佐川（見川中男）1勝 進藤（常磐大高男）1勝 吉成（山方ク男）棄権

31 9部Ｍ 磯崎（ひなク男）4勝 藤田（中郷中男）3勝 糸賀（水戸聾女）2勝 蓮田（見川中男）1勝 田部（大久保中）0勝

31 9部Ｎ 藤丸（藤代卓信女）3勝 猪俣（中郷中男）2勝 石川（水戸ス少男）1勝 高橋（田彦中男）0勝 平子（英）（入遠野ク男）棄権

32 9部Ｏ 大沼（那珂Ｖク男）4勝 坂爪（佐和高）３勝 綾部（ひなク女）2勝 西村（田彦中女）1勝 照沼（スマッシュ）0勝

32 9部Ｐ 清水（ひなク男）4勝 富崎（ミク友ク）3勝 寒河江（大久保中）2勝 平川（松岡中男）1勝 平賀（田彦中女）0勝

33 9部Ｑ 根本（中郷中男）4勝 野沢井（ひなク女）3勝 小沼（大洗一中男）2勝 赤石（藤代卓信女）1勝 荒沢（見川中男）0勝

33 9部Ｒ　　 吾妻（土浦五中）4勝 滝沢（ひなク男）３勝 中山（笠間中女）2勝 吉岡（水戸聾男）1勝 平野（田彦中女）0勝

34 9部Ｓ 安斉（東海ク男）4勝 佐藤（龍）（入遠野ク男）3勝 沼田（田彦中女）1勝 中崎（さ）（谷和原ク女）1勝 渡部（水戸ス少男）1勝

34 9部Ｔ 芳野（田彦中男）4勝 大内（ひなク男）3勝 橋本（助川中男）2勝 長瀬（中郷中男）1勝 会沢（奈）（ＣＯＬＯＲ’Ｓ）0勝

35 9部Ｕ 井坂（天心クラ女）3勝 丸山（磯原Ｊｒ女）3勝 大木（田彦中女）3勝 鈴木（達）（大洗一中男）1勝 野上（賢）（スマッシュ）0勝

35 9部Ｖ 浅妻（田彦中男）4勝 時田（那珂Ｖク女）3勝 三津間（見川中女）2勝 鈴木（健）（中郷中男）1勝 広木（ひなク男）0勝

36 10部Ｎ 菊田（田彦中女）2勝 今野（翔）（笠間中男）2勝菊池（ひなク女）2勝 米満（藤代卓信男）0勝

36 10部Ｏ 田中（ひなク男）3勝 石井（山吹ク女）2勝 小野（那珂Ｖク男）1勝 生天目（智）（水戸ス少男）0勝

36 10部Ｐ 片岡（助川中男）3勝 中崎（采）（谷和原ク女）2勝 鈴木（笠間中男）1勝 加藤（常磐大高男）0勝

37 10部Ｑ 櫛田（ひなク男）2勝 唐田（那珂Ｖク男）2勝 藤田（水戸ス少女）2勝 上島（藤代卓信女）0勝

37 10部Ｒ 鈴木（達）（ひなク男）3勝 相原（田彦中女）2勝 加藤（笠間中男）1勝 伊藤（東海ク男）0勝

37 10部Ｓ 安藤（は）（ひなク女）3勝 黒澤（東海ク女）2勝 野口（見川中男）1勝 山下（藤代卓信男）0勝

38 10部Ｔ 熊谷（ひなクラブ）3勝 野上（良）（スマッシュ）2勝 福富（笠間中男）1勝 大沼（東海ク女）0勝

38 10部Ｕ 生田目（水戸ス少女）3勝 佐藤（ひなク男）2勝 清水（智）（天心クラ男）1勝 田母神（千）（東海ク女）0勝

38 10部Ｖ 小久保（見川中男）3勝 西郷（入遠野ク男）2勝 大高（田彦中女）1勝 山下（藤代卓信女）0勝

39 10部Ｗ 小林（田彦中男）3勝 阿部（助川中男）2勝 今野（誉）（笠間中男）1勝 折笠（瑞）（球友Ｊｒ女）0勝

39 10部Ｘ 加藤（水戸聾男）3勝 岡山（政）（球友Ｊｒ男）2勝 富川（江）（藤代卓信女）1勝 橋本（采）（常北ク女）0勝

39 10部Ｙ 平林（久）（ひなク男）3勝 浅野（笠間中女）2勝 長滝（笠間中男）1勝 中村（谷和原ク女）0勝

40 10部Ｚ 高柳（常北ク女）4勝 鈴木（春）（ひなク男）3勝 金子（山方Ｊｒ男）2勝 柴田（田彦中男）1勝 竹内（球友Ｊｒ）0勝

40 10部a 田村（秋山中女）3勝 富川（友）（藤代卓信女）2勝 下宮（東海ク男）1勝 野口（起）（水戸ス少男）0勝

41 10部ｂ 金川（磯原Ｊｒ女）3勝 近藤（見川中男）2勝 佐藤（田彦中男）1勝 折笠（若）（球友Ｊｒ女）0勝

41 10部ｃ 平林（大）（ひなク男）3勝 平澤（ミク友ク）2勝 皆藤（水戸ス少）1勝 菊池（隼）（東海ク男）0勝

41 10部ｄ 綿引（千）（常北ク女）3勝 佐々木（助川中男）2勝 米満（藤代卓信女）1勝 岡山（逆）（球友Ｊｒ男）0勝

42 10部ｅ 吉井（見川中男）3勝 久保（東海卓友会）2勝 棟方（田彦中男）1勝 田母神（奈）（東海ク女）0勝

42 10部ｆ 野口（晃）（水戸ス少男）3勝 大森（助川中男）2勝 金子（Ｔ，Ｎ，Ｊ）1勝 会沢（東海ク男）0勝

皆様の御協力により予定時間に終了する事ができました。結果の記入ミスが多少ありました。

次回また参加して頂き、皆様にお会いできます事を楽しみにしています。

第１6回ゼネラルリーグ卓球大会結果（後半)
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