
選 抜 大 会 第２１回 一般男子 優勝 羽山鉄也（柳北）
２位 高尾　晃（東叡）
３位 磐長谷知孝（東叡）
３位 川島　進（シェラトン）

一般女子 優勝 面谷昌子（ドナルド）
２位 増田真紀子（ドナルド）
３位 林あかね（アスコット）
３位 山崎由加里（アットホーム）

ベテラン男子 優勝 今尾雅広（ＯＹ）
２位 亀田　稔（ザイセイ）
３位 田中祐次（アスコット）
３位 森田　稔（シェラトン）

ベテラン女子 優勝 小林陽子（雷門）
２位 平野やす子（橋場）
３位 野口美智子（柳北）
３位 有馬佳代（ＯＹ）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 松野　精（コミュニケーション）
２位 太田克彦（朝日信金）

団  体  戦 第２２回 優勝 ザイセイＡ
２位 アスコットＡ
３位 ドナルドダックＡ
３位 トップスピンＡ

区 民 大 会 第４９回 一般男子 優勝 羽山･吉本（柳北）
２位 磐長谷･高尾（東叡）
３位 川島･今井（シェラトン）
３位 秋場･宮本（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）

一般女子 優勝 磐長谷･岩垣（東叡･浅草）
２位 会場･田村（ポップコーン）
３位 石井･石塚（言問）
３位 片山･小貫（浅草）

ベテラン男子 優勝 田中･太田（ｱｽｺｯﾄ）
２位 田中･荒川（ｱｽｺｯﾄ）
３位 亀田･月岡（ザイセイ）
３位 佐藤･武田（かなすぎ）

ベテラン女子 優勝 藤木･小花（ＴＴＣ）
２位 佐藤･鎌田（言問）
３位 田中･新井（言問）
３位 関田･滝　（ＴＴＣ）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 岩田･岡山（言問）
２位 田城･新井（言問）

ミックスダブルス 第１８回 優勝 磐長谷･磐長谷（東叡）
２位 高尾･石塚（東叡･言問）
３位 鈴木･面谷（ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ）
３位 藤戸･会場（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）

ニューイヤー大会 第１３回 １位グループ 優勝(同率) ドナルドダック ３位 アスコット
優勝(同率) アットホーム ３位 サンジョリティ

２位グループ 優勝 トップスピン
２位 ア　ド

３位グループ 優勝 ＴＴＣ
２位 七　花

レディース大会 第９回 優勝 西塚･石津（ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ）
２位 西岡･奥野（アド）
３位 佐瀬･菊地
３位 小森谷･柳田（ドミノ）

２０００年度（平成１２年度）大　会　成　績



選 抜 大 会 第２２回 一般男子 優勝 羽山鉄也（柳北）
２位 磐長谷知孝（東叡）
３位 斉藤功之（ザイセイ）
３位 小林正徳（アットホーム）

一般女子 優勝 増田真紀子（ドナルド）
２位 磐長谷博子（東叡）
３位 林あかね（アスコット）
３位 吉野なほみ（シェラトン）

ベテラン男子 優勝 綱川政和（東叡）
２位 小林三千男（キティ）
３位 森田　稔（シェラトン）
３位 藤岡敏治（アド）

ベテラン女子 優勝 小林陽子（雷門）
２位 小林加代子（キティ）
３位 磐長谷喜久江（東叡）
３位 後藤信子（アットホーム）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 松野　精（コミュニケーション）
２位 太田克彦（朝日信金）

団  体  戦 第２３回 優勝 東　叡
２位 浅　草
３位 ポップコーン
３位 ドミノＡ

区 民 大 会 第５０回 一般男子 優勝 鈴木康雄・工藤雅也（ドナルド）
２位 小林正徳・石井哲哉（アットホーム）
３位 木村理彦・植田　稔（東叡）
３位 山口幹夫・楠窪春雄（レオ）

一般女子 優勝 磐長谷博子・遠藤美紀子（東叡）
２位 粉川まゆみ・木元登茂子（ドミノ）
３位 面谷昌子・秋山克代（ドナルド）
３位 平山なり子・船津香津子（ドミノ）

ベテラン男子 優勝 太田紀雄・田中　昇（アスコット）
２位 亀田　稔・月岡竜哉（ザイセイ）
３位 武田正次・佐藤　明（かなすぎ･ドミノ）
３位 小林三千男・奥川昌彦（キティ）

ベテラン女子 優勝 佐藤とし江・栗原トキエ（言問･浅草）
２位 小原沢和香子・小池富恵江（ドミノ）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 関田　稔・山田恵造（ＴＴＣ）
２位 岡山順一・三野敬志（言問）

ミックスダブルス 第１９回 優勝 岩崎義人・林あかね（アスコット）
２位 鈴木康雄・面谷昌子（ドナルド）
３位 落合淳一・小林明美（アットホーム）
３位 枝村展性・枝村末江（アスコット）

ニューイヤー大会 第１４回 １位グループ 優勝 アスコット ３位 ドナルドダック
２位 東　叡 ３位 アットホーム

２位グループ 優勝 トップスピン
２位 浅　草

３位グループ 優勝 ルコールアⅡ
２位 ア　ド

レディース大会 第１０回 優勝 小田あや子・石村美帆子
２位 小森谷泰代･柳田徳子
３位 矢口キワ子･斉藤美子

２００１年度（平成１３年度）大　会　成　績



　

選 抜 大 会 第２３回 一般男子 優勝 高尾　晃（東叡）
２位 工藤雅也（ドナルド）
３位 川島　進（シェラトン）
３位 磐長谷知孝（東叡）

一般女子 優勝 林あかね（アスコット）
２位 面谷昌子（ドナルド）
３位 磐長谷博子（東叡）
３位 伊藤富美子（アスコット）

ベテラン男子 優勝 平山一雄（ドミノ）
２位 藤戸　勉（ポップコーン）
３位 奥山貴一（コミュニケーション）
３位 伊藤　貢（アド）

ベテラン女子 優勝 平野やす子（橋場）
２位 菅野光子（ＯＹ）
３位 磐長谷喜久江（東叡）
３位 小林陽子（雷門）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 松野　精（コミュニケーション）
２位 三野敬志（言問）

団  体  戦 第２４回 優勝 東　叡
２位 ドナルドダック
３位 アスコット
３位 アットホーム

区 民 大 会 第５１回 一般男子 優勝 磯田公成・磯田　剛(浅草)　
２位 久保敏昭・小堺圭一(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
３位 木村文明・鈴木秀俊(ﾛｲﾔﾙ)
３位 藤井良純･武智井九十(ﾎﾟｯﾌﾟ･東叡)

一般女子 優勝 磐長谷博子・西村友子(東叡)
２位 木元登茂子・粉川まゆみ(ﾄﾞﾐﾉ)
３位 秋山充代･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ)
３位 会場英子･田村純子(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)

ベテラン男子 優勝 田中　昇・吉川幸夫(ｱｽｺｯﾄ)
２位 奥川昌彦･小林三千男(ｷﾃｨ)
３位 荒沢五郎･細谷泰弘(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
３位 平塚克行･徳田三郎(ﾌﾘｰ)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 新海泰助･松村　勉(かなすぎ)
２位 小林貞生･浅見直人(駒形)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ女子 優勝 磐長谷喜久江･通縁八代枝(東叡･かなすぎ)
２位 平沢孝子･田中正子(ﾄﾞﾐﾉ)

ミックスダブルス 第２０回 優勝 磐長谷知孝・磐長谷博子（東叡）
２位 藤井良純・沢井綾子（ポップコーン）
３位 磯田　剛・会場英子（ポップコーン）
３位 早川康介・神野志津子（キティ）

ニューイヤー大会 第１５回 １位グループ 優勝 アスコット ３位 ポップコーン
２位 トップスピン ３位 浅　草

２位グループ 優勝 ＴＴＣ
２位 ア　ド

３位グループ 優勝 サンジョリティ
２位 雷　門

レディース大会 第１１回 本選トーナメント 優勝 田川美千子・岩出宏美（駒形）
２位 加藤容子・瀧川友美（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
３位 福田弥生・木下英子（ﾄﾞﾐﾉ）
３位 井上健美・鈴木トモ子（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）

２００２年度（平成１４年度）大　会　成　績



　

選 抜 大 会 第２４回 一般男子 優勝 高尾　晃（東叡）
２位 川島　進（シェラトン）
３位 須田健太郎（ドミノ）
３位 磐長谷知孝（東叡）

一般女子 優勝 磐長谷博子（東叡）
２位 鈴木優子（ポップコーン）
３位 面谷昌子（ドナルド）
３位 片山肇子（浅草）

ベテラン男子45 優勝 細谷泰弘（トップスピン）
２位 奥山貴一（コミュニケーション）
３位 平山一雄（ドミノ）
３位 関根　潔（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）

ベテラン男子55 優勝 安永義暢（シェラトン）
２位 川島　悠（シェラトン）

ベテラン男子65 優勝 松野　精（コミュニケーション）
２位 浅見直人（駒形）

ベテラン女子40 優勝 今村美津枝（TTC）
２位 砂庭寿子（キティー）

ベテラン女子50 優勝 菅野光子（ＯＹ）

団  体  戦 第２５回 優勝 東　叡
２位 アスコット
３位 アットホーム
３位 ドナルドダック

区 民 大 会 第５２回 一般男子 優勝 川島進･南川剛志(ｼｪﾗﾄﾝ)
２位 磐長谷知孝･秋場愛彦(東叡･ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)
３位 石井宏之･石津毅一(言問･ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)
３位 織田哲也･堀江真一(ﾌﾘｰ72)

一般女子 優勝 磐長谷博子･遠藤美紀子(東叡)
２位 岩崎かおり･大山留美子(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
３位 山崎由加里･折原早苗(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
３位 松尾礼子･田村知子(ｱﾄﾞ)

ベテラン男子 優勝 鈴木康雄･秋山憲一(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)
２位 平山一雄･岡山順一(ﾌﾘｰ76)
３位 田中昇･吉川幸夫(ｱｽｺｯﾄ)
３位 山本修･森田稔(ｼｪﾗﾄﾝ)

ベテラン女子 優勝 渡辺藍子･堀向千春(ﾌﾘｰ59)
２位 渡辺明子･別府敏美(駒形)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 荒沢五郎･荒木義布(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
２位 川島悠･安永義暢(ｼｪﾗﾄﾝ)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ女子 優勝 西岡紀子･前田由美子(ｱﾄﾞ)
２位 小原沢和香子･小池富恵(浅草)

ミックスダブルス 第２１回 優勝 磐長谷知孝・磐長谷博子（東叡）
２位 増田　訓・鈴木優子（ｱｽｺｯﾄ･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
３位 秋場愛彦・中澤純子（オールウェザー）
３位 磯田　剛・会場英子（浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）

ニューイヤー大会 第１６回 １位グループ 優勝 浅　草 ３位 ポップコーン
２位 アスコット ３位 アットホーム

２位グループ 優勝 オールウェザー
２位 キティ

３位グループ 優勝 ザイセイ
２位 トップスピン

レディース大会 第１２回 本選トーナメント 優勝 菊池祝子・竹内佐知子（ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ）
２位 福田弥生・木下英子（ﾄﾞﾐﾉ）
３位 岸真里子・尾藤美雪（柳北）
３位 比留間以稚子・阿部友美（TTC）

２００３年度（平成１５年度）大　会　成　績



　

選 抜 大 会 第25回 一般男子 優勝 南川剛志（シェラトン）
２位 磐長谷知孝（東叡）
３位 川島　進（シェラトン）
３位 磯田公成（浅草）

一般女子 優勝 岩崎かおり（ポップコーン）
２位 面谷昌子（ドナルドダック）
３位 藤田雅子（東叡）
３位 竹内佐知子（トップスピン）

ベテラン男子45 優勝 細谷泰弘（トップスピン）
２位 平山一雄（ドミノ）
３位 滝口健一（ザイセイ）
３位 小林三千男（キティ）

ベテラン男子55 優勝 安永義暢（シェラトン）
２位 川島　悠（シェラトン）

ベテラン男子65 優勝 松野　精（コミュニケーション）
２位 村松弘紀（アスコット）

ベテラン女子40 優勝 秋山充代（ドナルドダック）
２位 菊池祝子（トップスピン）

ベテラン女子50 優勝 平野やす子（橋場）

団  体  戦 第26回 優勝 ドナルドダック
２位 ポップコーン
３位 東叡
３位 柳北

区 民 大 会 第53回 一般男子 優勝 羽鳥雅春･斉藤功之(ザイセイ)
２位 堀江真一･吉本俊策(フリー･アスコット)
３位 野口貴司･泉智紀(上野高校)
３位 磯田公成･栗原隆彰(浅草・ポップコーン)

一般女子 優勝 岩崎かおり･大山留美子(ポップコーン)
２位 面谷昌子･秋山充代(ドナルドダック)
３位 竹内佐知子･小池歩美(トップスピン・アットホーム)
３位 磐長谷博子･笈川美佳(東叡ﾞ)

ベテラン男子 優勝 田中昇･忍賢一(アスコット)
２位 秋山憲一･武智井九十(ドナルド・東叡)
３位 堀向俊之･勝扇克幸(ザイセイ・フリー)
３位 山本修･森田稔(シェラトン)

ベテラン女子 優勝 矢口キワ子･斉藤美子(七花)
２位 南雲綾子･伊藤静子(七花・キティ)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 小林貞生･大場日出夫(駒形)
２位 荒沢五郎･荒木義布(トップスピン)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ女子 優勝 磐長谷喜久江･通縁八代枝(東叡・かなすぎ)

ミックスダブルス 第22回 一般の部 優勝 磯田公成・大山留美子（浅草・ポップコーン）
２位 田村諭志・竹内佐知子（トップスピン）
３位 磐長谷知孝・磐長谷博子（東叡）
３位 羽山拓也・船津朋子（柳北）

100才の部 優勝 三田日成・木元登志子（ドミノ）
２位 松村弘之・赤松紀子（トップスピン）

ニューイヤー大会 第17回 １位グループ 優勝 アスコット ３位 橋場
２位 ロイヤル ３位 アットホーム

２位グループ 優勝 トップスピン
２位 キティ

３位グループ 優勝 ＴＴＣ
２位 ドミノ

レディース大会 第13回 本選トーナメント 優勝 安永美桜子・菊池奈美江（ザイセイ・マンダリン）
２位 玉村和惠・斉田晋子（コミュニケーション）
３位 今村美津枝・小林加代子（ＴＴＣ・キティ）
３位 小島笑子・坂巻房子（フリー）

２００４年度（平成１６年度）大　会　成　績



　

選 抜 大 会 第26回 一般男子 優勝 磐長谷知孝（東叡）
２位 猪瀬勝利（ドナルドダック）
３位 飯村哲也（柳北）
３位 鈴木　大（マンダリンダック）

一般女子 優勝 面谷昌子（ドナルドダック）
２位 猪瀬真紀子（ドナルドダック）
３位 竹内佐知子（トップスピン）
３位 岩崎かおり（ポップコーン）

ベテラン男子45 優勝 滝口健一（ザイセイ）
２位 忍　賢一（アスコット）
３位 平山一雄（ドミノ）
３位 久保敏昭（アットホーム）

ベテラン男子55 優勝 松野　精（コミュニケーション）
２位 三野敬志（言問）

ベテラン女子40 優勝 秋山充代（ドナルドダック）
２位 菊池祝子（トップスピン）
３位 吉村のり子（ポップコーン）
３位 山田まゆみ（ドナルドダック）

ベテラン女子50 優勝 平野やす子（橋場）
２位 菅野光子（ロイヤル）

団  体  戦 第27回 優勝 アスコット
２位 東　叡
３位 浅　草A
３位 ポップコーン

区 民 大 会 第54回 一般男子 優勝 磯田公成･栗原隆彰(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
２位 飯村鉄也･井出定彦(柳北)
３位 松本秀樹･須田健太郎(ﾄﾞﾐﾉ)
３位 田村諭志･大和田敬之(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･ﾌﾘｰ)

一般女子 優勝 磐長谷博子･松村陽紀(東叡)
２位 田村知子･松尾礼子(浅草)
３位 竹内佐知子･小池歩美(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･ｱｯﾄﾎｰﾑ)
３位 秋山充代･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)

ベテラン男子 優勝 田中　昇･忍　賢一(ｱｽｺｯﾄ)
２位 高橋　亨･大矢晃久(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)
３位 鈴木　隆･松田　登(ｷﾃｨｰ)
３位 堀向俊之･勝扇克幸(ｻﾞｲｾｲ･ﾌﾘｰ)

ベテラン女子 優勝 栗原トキエ･前田みどり(浅草)
２位 堀向千春･渡辺藍子(ｻﾞｲｾｲ･ﾌﾘｰ)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ男子 優勝 田城　武･富田常治(言問)
２位 染谷征弘･鵜原秀行(東叡)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ女子 優勝 平沢孝子･小原沢和香子(ﾄﾞﾐﾉ･浅草)

ミックスダブルス 第23回 一般の部 優勝 磐長谷知孝・磐長谷博子（東叡）
２位 川島　進・武田好子（シェラトン）
３位 秋場愛彦・中沢純子（オールウェザー）
３位 前林裕也・木下英子（ドミノ）

100才の部 優勝 鈴木康雄・稲木友江（ドナルド）
２位 平山一雄・平山なり子（ドミノ）

ニューイヤー大会 第18回 １位グループ 優勝 ロイヤル ３位 浅　草
２位 トップスピン ３位 アットホーム

２位グループ 優勝 中　商
２位 ザイセイ

３位グループ 優勝 ルコールアⅡ
２位 言　問

レディース大会 第14回 本選 優勝 角井由子・渡邉恵美（アスコット）
２位 飯村秀美・豊田史衣（柳北）
３位 伊藤悦子・内山桂子（ロイヤル）
３位 大森瑞枝・鈴木真弓（アットホーム）

２００５年度（平成１７年度）大　会　成　績



　

選 抜 大 会 第27回 一般男子 優勝 磐長谷知孝（東叡）
２位 磯田公成（浅草）
３位 角田　篤（ザイセイ）
３位 並木義彦（ロイヤル）

一般女子 優勝 鈴木郷子（トップスピン）
２位 磐長谷博子（東叡）
３位 面谷昌子（ドナルドダック）
３位 田村知子（浅草）

ベテラン男子45 優勝 忍　賢一（アスコット）
２位 滝口健一（ザイセイ）
３位 細谷泰弘（トップスピン）
３位 久保敏昭（アットホーム）

ベテラン男子55 優勝 田中　昇（アスコット）
２位 土屋剛一（シェラトン）
３位 松野　精（コミュニケーション）
３位 丸井則和（柳北）

ベテラン女子40 優勝 吉村のり子（ポップコーン）
２位 秋山充代（ドナルドダック）
３位 菊池祝子（トップスピン）
３位 玉村和惠（コミュニケーション）

団  体  戦 第28回 優勝 ポップコーン
２位 東　叡
３位 アスコット
３位 中　商

区 民 大 会 第55回 一般男子 優勝 磯田公成･栗原隆彰(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
２位 田村諭志･大和田敬之(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
３位 磐長谷知孝･吉本俊策(東叡･ｱｽｺｯﾄ)
３位 枝村展生･岡田直樹(ｱｽｺｯﾄ)

一般女子 優勝 鈴木郷子･鈴木優子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
２位 秋山充代･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)
３位 堀江菜穂子･竹内悦子(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
３位 磐長谷博子･安藤朋子(東叡)

ベテラン男子 優勝 山崎潔･落合淳一(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
２位 田中昇･忍賢一(ｱｽｺｯﾄ)
３位 竹内秀樹･塚本弘(ｷﾃｨｰ)
３位 堀向俊之･勝扇克幸(ﾌﾘｰ18)

ベテラン女子 優勝 稲木友江･斎藤ひさ子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･東叡)
２位 丸山和子･関塚真紀子(雷門)

グランドベテラン男子 優勝 平塚克幸･徳田三郎(ﾌﾘｰ19)
２位 田城武･富田常治(言問)

グランドベテラン女子 優勝 小原沢和香子･小池富恵(浅草)
２位 平沢孝子･田中正子(ﾄﾞﾐﾉ)

ミックスダブルス 第24回 一般の部 優勝 磯田　剛･田村知子
２位 田村諭志･鈴木郷子
３位 磐長谷知孝･磐長谷博子
３位 川島　進･武田好子

ベテランの部 優勝 高橋　享･稲木友江
２位 田中好雄･斉藤美枝

ニューイヤー大会 第19回 １位グループ 優勝 浅　草 ３位 ロイヤル
２位 アットホーム ３位 ポップコーン

２位グループ 優勝 キティ
２位 中　商

３位グループ 優勝 柳　北
２位 駒　形

レディース大会 第15回 本選トーナメント 優勝 渡辺真奈美・持田真理（アスコット・在勤）
２位 （石山・安）
３位 内山桂子・伊藤悦子（ロイヤル）
３位 田中雪乃・岸真理子（ドミノ・オールウェザー）

２００６年度（平成１８年度）大　会　成　績



選 抜 大 会 第28回 一般男子 優勝 磯田公成（浅草）
２位 土屋一人（シェラトン）
３位 並木義彦（ロイヤル）
３位 川島　進（シェラトン）

一般女子 優勝 鈴木郷子（トップスピン）
２位 磐長谷博子（東叡）
３位 瀧川友美（アットホーム）
３位 面谷昌子（ドナルドダック）

ベテラン男子45 優勝 久能　功（キティ）
２位 落合淳一（アットホーム）
３位 佐藤武博（ロイヤル）
３位 下牧誠司（浅草）

ベテラン男子55 優勝 土屋剛一（シェラトン）
２位 奥山貴市（コミュニケーション）
３位 松野　精（コミュニケーション）
３位 藤原正則（シェラトン）

ベテラン女子40 優勝 玉村和惠（コミュニケーション）
２位 深井光子（アド）
３位 菊池祝子（トップスピン）
３位 尾崎ゆかり（オールウェザー）

ベテラン女子50 優勝 清水佳子（コミュニケーション）
２位 磐長谷喜久江（東叡）

団  体  戦 第29回 優勝 アスコット
２位 ポップコーン
３位 トップスピン
３位 柳　北

区 民 大 会 第56回 一般男子 優勝 磐長谷知孝･吉本俊策(東叡･ｱｽｺｯﾄ)
２位 磯田公成･栗原隆彰(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
３位 田村諭志･大和田敬之(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
３位 羽山拓也･松堂浩士(柳北)

一般女子 優勝 鈴木郷子･鈴木優子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
２位 秋山充代･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)
３位 大山留美子･田村知子(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ･浅草)
３位 堀江菜穂子･竹内悦子(ｱｯﾄﾎｰﾑ)

ベテラン男子 優勝 内山学･佐藤武博(ﾛｲﾔﾙ)
２位 山崎潔･落合淳一(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
３位 竹内秀樹･塚本弘(ｷﾃｨｰ)
３位 下牧誠司･早川康介(浅草･ｷﾃｨ)

ベテラン女子 優勝 菊池祝子･佐久間栄子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･浅草)
２位 田中啓子･吉沢陽美(ﾚｵ)

グランドベテラン男子 優勝 奥川昌彦･小林三千男(ｷﾃｨｰ)
２位 岡山順一･飯島捷語(言問)

グランドベテラン女子 優勝 小原沢和香子･小池富恵(浅草)
２位 西岡紀子･前田由美子(ｱﾄﾞ)

ミックスダブルス 第25回 一般の部 優勝 田村諭志･鈴木郷子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
２位 磯田　剛･田村知子(浅草)
３位 須田健太郎･斉田晋子(ﾄﾞﾐﾉ)(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)
３位 川島　進･武田好子(ｼｪﾗﾄﾝ)

ベテランの部 優勝 松永光一･松永美江(ﾙ･ｺｰﾙｱⅡ) 
２位 藤田　修･丸山和子(雷門)

ニューイヤー大会 第20回 １位グループ 優勝 ロイヤル ３位 浅　草
２位 アスコット ３位 キティ

２位グループ 優勝 ルコールアⅡ
２位 中　商

３位グループ 優勝 ドナルドダック
２位 オールウェザー

レディース大会 第16回 本選トーナメント 優勝 須崎真紀・斎藤美枝
２位 滝沢麻紀・若月和美
３位 岩渕扶美子・品田香苗
３位 大森瑞枝・鈴木真弓

２００７年度（平成１９年度）大　会　成　績



　

選 抜 大 会 第29回 一般男子 優勝 川島　進（シェラトン）
２位 土屋一人（シェラトン）
３位 磯田公成（浅草）
３位 並木義彦（ロイヤル）

一般女子 優勝 田村知子（浅草）
２位 磐長谷博子（東叡）
３位 面谷昌子（ドナルドダック）
３位 山崎由加里（アットホーム）

ベテラン男子45 優勝 野崎和夫（TTC）
２位 下牧誠司（浅草）
３位 久能　功（キティ）
３位 小島和心（アスコット）

ベテラン男子55 優勝 飯島捷語（言問）
２位 細谷泰弘（トップスピン）
３位 田中　昇（アスコット）
３位 奥山貴市（コミュニケーション）

ベテラン女子40 優勝 石津里美（ドナルドダック）
２位 鈴木ゆり子（ロイヤル）
３位 深井光子（アド）
３位 丸山伸江（OY）

団　体　戦 第30回 一部 優勝 アスコットA
２位 ポップコーンA
３位 柳　北A
４位 浅　草Ｂ

二部 優勝 ポップコーンB
２位 ルコールアⅡ
３位 ドミノB
４位 キティB

区 民 大 会 第57回 一般男子 優勝 磯田公成･栗原隆彰(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
２位 羽山拓也･松堂浩士(柳北)
３位 川島進･隅田慶一（ｼｪﾗﾄﾝ）
３位 並木政彦･西岡友之（ﾛｲﾔﾙ）

一般女子 優勝 田村知子･大山留美子（浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
２位 磐長谷博子･一色智美（東叡）
３位 山崎由加里･瀧川友美（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
３位 秋山充代･面谷昌子（ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ）

ベテラン男子 優勝 平山一雄･高野祐志（ﾄﾞﾐﾉ）
２位 土屋剛一･田中一休（ｼｪﾗﾄﾝ）
３位 藤戸勉･千代政弘（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ･ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ）
３位 佐藤武博･内山学（ﾛｲﾔﾙ）

ベテラン女子 優勝 菊池祝子･佐久間栄子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･浅草)
２位 南雲綾子･伊藤静子（七花･ｷﾃｨ）

グランドベテラン男子 優勝 田中昇･太田慎一（ｱｽｺｯﾄ･浅草）
２位 堤俊雄･三田日成（ﾄﾞﾐﾉ）

グランドベテラン女子 優勝 西岡紀子･前田由美子（ｱﾄﾞ）
２位 中野列子･榎本冨美子（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾛｲﾔﾙ）

ミックスダブルス 第26回 一般の部 優勝 磯田公成･大山留美子（浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
２位 吉本俊策･磐長谷博子（ｱｽｺｯﾄ･東叡）
３位 田村諭志･鈴木郷子（ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ）
３位 須田健太郎･斉田晋子（ﾄﾞﾐﾉ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

ベテランの部 優勝 田中昇･斉藤寿枝（ｱｽｺｯﾄ）
２位 野崎和夫･今村美津江（TTC）

ニューイヤー大会

レディース大会 第17回 本選トーナメント 優勝 片平しのぶ･小野満理子
２位 船津香津子・坂上扶貴子
３位 岩渕扶美子･品田香苗
３位 高山佳子･世代有希

２００8年度（平成２０年度）大　会　成　績

体育館補修工事のため、本年度のニューイヤー大会は中止



　

選 抜 大 会 第３０回 一般男子 優勝 西岡友之（ロイヤル）
２位 平川将吾（アド）
３位 川島　進（シェラトン）
４位 並木義彦（ロイヤル）

一般女子 優勝 田村知子（浅草）
２位 磐長谷博子（東叡）
３位 瀧川友美（アットホーム）
４位 面谷昌子（ドナルドダック）

ベテラン男子45 優勝 鈴木信一（浅草）
２位 早川哲二（レオ）
３位 野崎和夫（TTC）
４位 佐藤武博（ロイヤル）

ベテラン男子55 優勝 飯島捷語（言問）
２位 細谷泰弘（トップスピン）

ベテラン男子65 優勝 川島　悠（シェラトン）
ベテラン女子40 優勝 石津里美（ドナルドダック）

２位 玉村和惠（コミュニケーション）
ベテラン女子50 優勝 矢口キワ子（七花）

団　体　戦 第３１回 一部 優勝 浅草A
２位 ロイヤルA
３位 東叡A
４位 トップスピンA

二部 優勝 シェラトンC
２位 ドミノA
３位 ロイヤルC
４位 シェラトンB

区 民 大 会 第５８回 一般男子 優勝 川島進･大屋匠平(ｼｪﾗﾄﾝ･ｱﾄﾞ)
２位 磯田剛･榛葉太郎(浅草)
３位 磯田公成･栗原隆彰(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
４位 岡光男･渡辺康一(ﾌﾘｰ)

一般女子 優勝 田村知子･大山留美子(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
２位 磐長谷博子･一色智美(東叡)
３位 秋山充代･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ)
４位 山崎由加里･瀧川友美(ｱｯﾄﾎｰﾑ)

ベテラン男子 優勝 山崎潔･久保敏昭(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
２位 野口元･磐長谷知孝(柳北･東叡)
３位 下牧誠司･早川康介(浅草･ｷﾃｨｰ)
４位 堀向俊之･勝扇克幸(ﾌﾘｰ)

ベテラン女子 優勝 菊池祝子･佐久間栄子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･浅草)
２位 速水美枝子･尾崎ゆかり(ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)

グランドベテラン男子 優勝 太田慎一･田中昇(浅草･ｱｽｺｯﾄ)
２位 奥山貴市･大山英夫(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾌﾘｰ)

グランドベテラン女子 優勝 砂庭寿子･岩元葉子(ｷﾃｨｰ)
２位 矢口キワ子･野本洋子(七花)

グランドベテラン男子S 優勝 松野精･三好久光(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾌﾘｰ)

ミックスダブルス 第２７回 一般の部 優勝 川島　進･土屋奈夏(ｼｪﾗﾄﾝ)
２位 水谷英章･藤沢典子(中商)
３位 磯田公成･大山留美子(浅草)(ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)
４位 磯田　剛･田村知子(浅草)

ベテラン100の部 優勝 久能　功･神野志津子(ｷﾃｨｰ)
２位 松永光一･松永美江(ﾙ･ｺｰﾙｱⅡ) 
３位 野崎和夫･今村美津枝(TTC)
４位 田中　昇･斉藤寿枝(ｱｽｺｯﾄ)

ベテラン110の部 優勝 忍　賢一･小野満里子(ｱｽｺｯﾄ)(ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)
２位 奥川昌彦･砂庭寿子(ｷﾃｨｰ)

ニューイヤー大会 第２１回

レディース大会 第１８回 本選トーナメント 優勝 坂巻房子･藤田里絵子
２位 中屋真由美･馬上須美子
３位 原恵理子･紺野衣久子
４位 松堂衣穂理･横田友希子

２００９年度（平成２１年度）大　会　成　績

　2010年1月ワンデーで開催


