
日時　令和３年１１月１日（月）　
場所　仙台市泉体育館

〇団体戦

１部 優勝 遠藤チーム 　 ２位 平塚チーム

遠藤浩樹（松南クラブ） 　 平塚定夫（イースタンクラブ）

佐藤賢治（個人） 佐藤茂（すみれ）

佐藤洋子（WTT） 千葉理恵子（鶴ヶ谷クラブ）

牧野静子（卓笑会） 宍戸ふき子（チームT）

３位 大友チーム ３位 平田チーム
大友正（仙台萩クラブ） 　 平田明（仙台萩クラブ）
大槻邦男（卓陽会） 皆川久雄（いずみクラブ）
若松和子（すずらん） 岡崎ツヤ子（卓球ﾗｳﾝｼﾞNOA)
鈴木喜代子（卓笑会） 武山美恵子（楽友）

２部 優勝 関山チーム ２位 大嶋チーム

　 関山泰徳（卓笑会） 　 大嶋武（SKY）

吉田清史（卓陽会） 伊藤政勝（卓陽会）

是永千鶴（向陽台） 大森美智（すみれ）

阿部みさを（大沢卓球ｸﾗﾌﾞ） 内木弘子（大沢卓球ｸﾗﾌﾞ）

３位 小林チーム ３位 川村チーム
小林睦（ひまわり） 　 川村広（フェニックス）
松本映一（向陽台） 小野寺軍寿（向陽台）
白岩英子（ﾚｼﾞｬｰ同好会） 山田直子（北仙台）
佐藤節子（卓笑会） 渋谷竹子（利府クラブ）

３部 優勝 石川チーム ２位 小嶋チーム

　 石川雄一（卓球ﾗｳﾝｼﾞNOA) 　 小嶋正道（壮卓会）

高藤良正（いずみクラブ） 遠藤巧（向陽台）

加藤きえ子（すみれ） 鈴木礼子（多賀城アイリス）

井上妙子（南光台体振） 住かつ子（南光台体振）

３位 後藤チーム ３位 鴨田チーム
後藤潔（SKY） 　 鴨田友幸（個人）
大湯俊雄（個人） 萱場尚子（個人）
庄司多代子（鶴ヶ谷クラブ） 柴田文子（鶴ヶ谷クラブ）
小関節子（卓球ﾗｳﾝｼﾞNOA) 桜木育子（大沢卓球ｸﾗﾌﾞ）

〇個人戦（混合ダブルス）

１部 優勝 佐藤誠（泉卓友会）・鈴木喜代子（卓笑会）

２位 小野寺軍寿（向陽台）・萱場尚子（個人）

３位 関山泰徳（卓笑会）・宍戸ふき子（チームT）

３位 川村広（フェニックス）・高野千代（卓笑会）

２部 優勝 鈴石守（壮卓会）・小出てるみ（すみれ）

２位 高城久男（卓笑会）・佐藤洋子（ﾚｼﾞｬｰ同好会）

３位 小林睦（ひまわり）・是永千鶴（向陽台）

３位 加藤きえ子（すみれ）・大山久里子（ポプリ）
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３部 優勝 吉田清史（卓陽会）・千葉よし子（すみれ）

２位 後藤潔（SKY）・柴田文子（鶴ヶ谷クラブ）

３位 小野宏治（ひまわり）・住かつ子（南光台体振）

３位 松崎隆（いずみクラブ）・佐藤国代（卓笑会）



【団体の部　予選リーグ】

１ブロック

№ 試合得点 順位

関山泰徳   卓笑会　

吉田清史 卓陽会 3/3

是永千鶴 向陽台

阿部みさを 大沢卓球クラブ

鈴木貞一 南光台体振

松崎　隆 いずみクラブ 2/4

上野満里子 すみれ

米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞＮＯＡ

大森俊也 SKY

高橋盛雄 芙蓉クラブ 4/2

高野千代   卓笑会　

佐藤洋子 レジャー同好会

２ブロック

№ 試合得点 順位

小嶋正道 壮卓会

遠藤　巧 向陽台 2/4

鈴木礼子 多賀城アイリス

住　かつ子 南光台体振

大嶋　武 SKY

伊藤政勝 卓陽会 3/3

大森美智 すみれ

内木弘子 大沢卓球クラブ

高城久男   卓笑会　

佐藤誠一郎 フェニックス ４/2

佐藤幸子 レジャー同好会

浅野英子 SAKURA

３ブロック

№ 試合得点 順位

平田　明 仙台萩クラブ

皆川久雄 いずみクラブ

岡崎ツヤ子 卓球ラウンジＮＯＡ

武山美恵子 楽　友

千田清一 芙蓉シニア

細谷公生 WTT

佐藤国代   卓笑会　

小出てるみ すみれ

雫石芳郎   卓笑会　

小野宏治 ひまわり

山内満喜子 レジャー同好会

斎藤和江 SAKURA

３ ２

１

７

２ ３１－２8 ０－３

８ ９

7 ３－０ ２－１ ４

4 ２－１ ０－３

5 １－２

6 ３－０ １－２

２－１

５・６　コート

9 １－２ ２－１ ３ ２

３・４　コート

３ ３

３

選　手　名

選　手　名 ４ ５ ６

３ １

１3

（各ブロックの１位は決勝トーナメントの１部へ、２位は２部へ、３・４位は３部へそれぞれ進む）

選　手　名

1 ３ ２

０－３

１ ２ ３

１－２ ２－１

２－１2 ３ ３

１－２ ３－０

１・２　コート



４ブロック

№ 試合得点 順位

鈴石　守 壮卓会

渡辺節雄 卓陽会

戸澤礼子 個　人

北野真弓 タックメイツ

森　哲三   卓笑会　

山田欽一 北仙台

藤倉昌子 いずみクラブ

秋田谷美智子 イースタンクラブ

小林　睦 ひまわり

松本映一 向陽台

白岩英子 レジャー同好会

佐藤節子   卓笑会　

５ブロック

№ 試合得点 順位

遠藤浩樹 松南クラブ

佐藤賢治 個　人

佐野洋子 WTT

牧野静子   卓笑会　

相澤秀男   卓笑会　

五十嵐証二 個　人

千葉よし子 すみれ

大山久里子 ポプリ

後藤　潔 SKY

大湯俊雄 個　人

庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

小関節子 卓球ラウンジＮＯＡ

６ブロック

№ 試合得点 順位

佐藤　誠 泉卓友会

佐藤卓史 芙蓉クラブ

森　孝子   卓笑会　

齋　喜代 いずみクラブ

川村　広 フェニックス

小野寺軍寿 向陽台

山田直子 北仙台

渋谷竹子 利府クラブ

萱場尚子 個　人

鴨田友幸 個　人

柴田文子 鶴ケ谷クラブ

桜木育子 大沢卓球クラブ

１０・１１　コート

３ ２

１２・１３　コート

４ １

２

２ ３

15

選　手　名

４ １

２ ３

４ １

10

16 ２－１ ２－１

16 17 18

11

15

14

13

17

18 １－２ ０－３

選　手　名 13 14

２－１ ２－１

１－２

１－２ ０－３

１－２

２－１

11 12

３－０

３－０

12 ２－１ １－２ ３ ２

選　手　名

（各ブロックの１位は決勝トーナメントの１部へ、２位は２部へ、３・４位は３部へそれぞれ進む）

０－３ １－２ ２ ３

10

３－０

８・９　コート

３



７ブロック
№ 試合得点 順位

藤崎　博 卓球ラウンジＮＯＡ

野中孝夫 いずみクラブ 3/3

大森厚子 フェニックス

阿部洋子 プログレス

菅田政志   卓笑会　

阿部久男 個　人 2/3

佐藤さだよ 泉フレンズ

野本宮子 タックメイツ

平塚定夫 イースタンクラブ

佐藤　茂 すみれ 4/2

千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ

宍戸ふき子 チームT

８ブロック

№ 試合得点 順位

大友　正 仙台萩クラブ

大槻邦男 卓陽会

若松和子 すずらん

鈴木喜代子   卓笑会　

石川雄一 卓球ラウンジＮＯＡ

高藤良正 いずみクラブ

加藤きえ子 すみれ

井上妙子 南光台体振

竹下政人 SAKURA

中居康史 個　人

大類喜恵 仙卓クラブ

相沢智子 フェニックス

内木光利 大沢卓球クラブ

小野栄子 多賀城アイリス

男澤はつね   卓笑会　

松下美智子 芙蓉クラブ

９ブロック

№ 試合得点 順位

小西敏浩 フェニックス

遠藤光子 すみれ 4/2

高橋幸子 人来田体振

斎藤茂子 楽　友

今　勝 ポプリ

金子茂子 泉フレンズ 2/4

八重樫よし SAKURA

高村綾子   卓笑会　

照井通勝 芙蓉シニア

小笠原敬子 泉卓友会 ３/３

熊野多津江 JOY

安代育子 レジャー同好会

３ １

１４・１５　コート

（各ブロックの１位は決勝トーナメントの１部へ、２位は２部へ、３・４位は３部へそれぞれ進む）

０－３

24 １－２ ２－１

22 23

４

21

選　手　名

選　手　名

選　手　名

１６・１７　コート

１８・１９　コート

３－０ ４

３ ３

24 25

19 ２

25 ０－３ ０－３

26

20 ２－１

28 29

１－２ ２－１

19 20 21

29 ３

27 ３

ー １－２

１－２

３

２２－１ １－２ ー

22 ６ １３－０ ２－１ ３－０

３

３

３－０ ５ ２

23 ０－３

３０－３ ２－１

３ １

26 27

０－３

１－２ ３－０

３－０



ブロック
順　位

関山泰徳   卓笑会　 鈴木貞一 南光台体振 大森俊也 SKY

吉田清史 卓陽会 松崎　隆 いずみクラブ 高橋盛雄 芙蓉クラブ １

是永千鶴 向陽台 上野満里子 すみれ 高野千代   卓笑会　

阿部みさを 大沢卓球クラブ 米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞＮＯＡ 佐藤洋子 レジャー同好会

小西敏浩 フェニックス 今　勝 ポプリ 品川喜久 松南クラブ 照井通勝 芙蓉シニア 2-1 ０

遠藤光子 すみれ 金子茂子 泉フレンズ 菅原里子   卓笑会　 小笠原敬子 泉卓友会 1

高橋幸子 人来田体振 八重樫よし SAKURA 萱場尚子 個　人 熊野多津江 JOY

斎藤茂子 楽　友 高村綾子   卓笑会　 千葉安美 利府クラブ 安代育子 レジャー同好会

大友　正 仙台萩クラブ 石川雄一
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 竹下政人 SAKURA 内木光利 大沢卓球クラブ ２

大槻邦男 卓陽会 高藤良正 いずみクラブ 中居康史 個　人 小野栄子 多賀城アイリス ２

若松和子 すずらん 加藤きえ子 すみれ 大類喜恵 仙卓クラブ 男澤はつね   卓笑会　 ２

鈴木喜代子   卓笑会　 井上妙子 南光台体振 相沢智子 フェニックス 松下美智子 芙蓉クラブ

遠藤浩樹 松南クラブ 相澤秀男   卓笑会　 後藤　潔 SKY

佐藤賢治 個　人 五十嵐証二 個　人 大湯俊雄 個　人 ２

佐野洋子 WTT 千葉よし子 すみれ 庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

牧野静子   卓笑会　 大山久里子 ポプリ 小関節子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ

鈴石　守 壮卓会 森　哲三   卓笑会　 小林　睦 ひまわり ２

渡辺節雄 卓陽会 山田欽一 北仙台 松本映一 向陽台

戸澤礼子 個　人 藤倉昌子 いずみクラブ 白岩英子 レジャー同好会 ０ 遠藤浩樹 松南クラブ

北野真弓 タックメイツ 秋田谷美智子 イースタンクラブ 佐藤節子   卓笑会　 佐藤賢治 個　人

平田　明 仙台萩クラブ 千田清一 芙蓉シニア 雫石芳郎   卓笑会　 佐野洋子 WTT

皆川久雄 いずみクラブ 細谷公生 WTT 小野宏治 ひまわり ２ 牧野静子   卓笑会　

岡崎ツヤ子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 佐藤国代   卓笑会　 山内満喜子
レジャー同好会

武山美恵子 楽　友 小出てるみ すみれ 斎藤和江 SAKURA 0

佐藤　誠 泉卓友会 川村　広 フェニックス 萱場尚子 個　人

佐藤卓史 芙蓉クラブ 小野寺軍寿 向陽台 鴨田友幸 個　人

森　孝子   卓笑会　 山田直子 北仙台 柴田文子 鶴ケ谷クラブ １

齋　喜代 いずみクラブ 渋谷竹子 利府クラブ 桜木育子 大沢卓球クラブ

藤崎　博
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 菅田政志   卓笑会　 平塚定夫 イースタンクラブ 1

野中孝夫 いずみクラブ 阿部久男 個　人 佐藤　茂 すみれ ２

大森厚子 フェニックス 佐藤さだよ 泉フレンズ 千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ

阿部洋子 プログレス 野本宮子 タックメイツ 宍戸ふき子 チームT

小嶋正道 壮卓会 大嶋　武 SKY 高城久男   卓笑会　 ２

遠藤　巧 向陽台 伊藤政勝 卓陽会 佐藤誠一郎 フェニックス

鈴木礼子 多賀城アイリス 大森美智 すみれ 佐藤幸子 レジャー同好会 １

住　かつ子 南光台体振 内木弘子 大沢卓球クラブ 浅野英子 SAKURA

6-1 7

2-4

7-1 8

2-1 9

2-2

3-1

4-1

2-3

3-2

5

3-1 6

【 団体の部　決勝トーナメント　１ 部 】
※表彰は３位までです

1-1 1

9-1 2

1-1

8-1 3

5-1 4

4-1



ブロック
順　位

関山泰徳   卓笑会　 鈴木貞一 南光台体振 大森俊也 SKY

吉田清史 卓陽会 松崎　隆 いずみクラブ 高橋盛雄 芙蓉クラブ ２

是永千鶴 向陽台 上野満里子 すみれ 高野千代   卓笑会　

阿部みさを 大沢卓球クラブ 米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞＮＯＡ 佐藤洋子 レジャー同好会

小西敏浩 フェニックス 今　勝 ポプリ 品川喜久 松南クラブ 照井通勝 芙蓉シニア ２

遠藤光子 すみれ 金子茂子 泉フレンズ 菅原里子   卓笑会　 小笠原敬子 泉卓友会 １

高橋幸子 人来田体振 八重樫よし SAKURA 萱場尚子 個　人 熊野多津江 JOY

斎藤茂子 楽　友 高村綾子   卓笑会　 千葉安美 利府クラブ 安代育子 レジャー同好会

大友　正 仙台萩クラブ 石川雄一
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 竹下政人 SAKURA 内木光利 大沢卓球クラブ １

大槻邦男 卓陽会 高藤良正 いずみクラブ 中居康史 個　人 小野栄子 多賀城アイリス ２

若松和子 すずらん 加藤きえ子 すみれ 大類喜恵 仙卓クラブ 男澤はつね   卓笑会　 ２

鈴木喜代子   卓笑会　 井上妙子 南光台体振 相沢智子 フェニックス 松下美智子 芙蓉クラブ

遠藤浩樹 松南クラブ 相澤秀男   卓笑会　 後藤　潔 SKY

佐藤賢治 個　人 五十嵐証二 個　人 大湯俊雄 個　人 １

佐野洋子 WTT 千葉よし子 すみれ 庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

牧野静子   卓笑会　 大山久里子 ポプリ 小関節子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ

鈴石　守 壮卓会 森　哲三   卓笑会　 小林　睦 ひまわり １

渡辺節雄 卓陽会 山田欽一 北仙台 松本映一 向陽台

戸澤礼子 個　人 藤倉昌子 いずみクラブ 白岩英子 レジャー同好会 ２ 関山泰徳   卓笑会　

北野真弓 タックメイツ 秋田谷美智子 イースタンクラブ 佐藤節子   卓笑会　 吉田清史 卓陽会

平田　明 仙台萩クラブ 千田清一 芙蓉シニア 雫石芳郎   卓笑会　 是永千鶴 向陽台

皆川久雄 いずみクラブ 細谷公生 WTT 小野宏治 ひまわり １ 阿部みさを 大沢卓球クラブ

岡崎ツヤ子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 佐藤国代   卓笑会　 山内満喜子
レジャー同好会

武山美恵子 楽　友 小出てるみ すみれ 斎藤和江 SAKURA １

佐藤　誠 泉卓友会 川村　広 フェニックス 萱場尚子 個　人

佐藤卓史 芙蓉クラブ 小野寺軍寿 向陽台 鴨田友幸 個　人

森　孝子   卓笑会　 山田直子 北仙台 柴田文子 鶴ケ谷クラブ ２

齋　喜代 いずみクラブ 渋谷竹子 利府クラブ 桜木育子 大沢卓球クラブ

藤崎　博
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 菅田政志   卓笑会　 平塚定夫 イースタンクラブ 0

野中孝夫 いずみクラブ 阿部久男 個　人 佐藤　茂 すみれ ０

大森厚子 フェニックス 佐藤さだよ 泉フレンズ 千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ

阿部洋子 プログレス 野本宮子 タックメイツ 宍戸ふき子 チームT

小嶋正道 壮卓会 大嶋　武 SKY 高城久男   卓笑会　 ２

遠藤　巧 向陽台 伊藤政勝 卓陽会 佐藤誠一郎 フェニックス

鈴木礼子 多賀城アイリス 大森美智 すみれ 佐藤幸子 レジャー同好会 ２

住　かつ子 南光台体振 内木弘子 大沢卓球クラブ 浅野英子 SAKURA

2-2

【 団体の部　決勝トーナメント　２ 部 】
※表彰は３位までです

1-2 1

9-2 2

1-1

8-2 3

5-2 4

4-2 5

4-1

2-4

3-1

2-1

2-3

3-2

6-2 7

7-2 8

2-2 9

3-2 6



ブロック
順　位

関山泰徳   卓笑会　 鈴木貞一 南光台体振 大森俊也 SKY

吉田清史 卓陽会 松崎　隆 いずみクラブ 高橋盛雄 芙蓉クラブ ０

是永千鶴 向陽台 上野満里子 すみれ 高野千代   卓笑会　

阿部みさを 大沢卓球クラブ 米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞＮＯＡ 佐藤洋子 レジャー同好会

小西敏浩 フェニックス 今　勝 ポプリ 品川喜久 松南クラブ 照井通勝 芙蓉シニア 2-1 ２

遠藤光子 すみれ 金子茂子 泉フレンズ 菅原里子   卓笑会　 小笠原敬子 泉卓友会 １

高橋幸子 人来田体振 八重樫よし SAKURA 萱場尚子 個　人 熊野多津江 JOY

斎藤茂子 楽　友 高村綾子   卓笑会　 千葉安美 利府クラブ 安代育子 レジャー同好会

大友　正 仙台萩クラブ 石川雄一
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 竹下政人 SAKURA 内木光利 大沢卓球クラブ ２

大槻邦男 卓陽会 高藤良正 いずみクラブ 中居康史 個　人 小野栄子 多賀城アイリス ２

若松和子 すずらん 加藤きえ子 すみれ 大類喜恵 仙卓クラブ 男澤はつね   卓笑会　 ２

鈴木喜代子   卓笑会　 井上妙子 南光台体振 相沢智子 フェニックス 松下美智子 芙蓉クラブ

遠藤浩樹 松南クラブ 相澤秀男   卓笑会　 後藤　潔 SKY

佐藤賢治 個　人 五十嵐証二 個　人 大湯俊雄 個　人 ２

佐野洋子 WTT 千葉よし子 すみれ 庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

牧野静子   卓笑会　 大山久里子 ポプリ 小関節子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ

鈴石　守 壮卓会 森　哲三   卓笑会　 小林　睦 ひまわり ０

渡辺節雄 卓陽会 山田欽一 北仙台 松本映一 向陽台

戸澤礼子 個　人 藤倉昌子 いずみクラブ 白岩英子 レジャー同好会 １ 石川雄一  卓球ラウンジＮＯＡ

北野真弓 タックメイツ 秋田谷美智子 イースタンクラブ 佐藤節子   卓笑会　 高藤良正 いずみクラブ

平田　明 仙台萩クラブ 千田清一 芙蓉シニア 雫石芳郎   卓笑会　 加藤きえ子 すみれ

皆川久雄 いずみクラブ 細谷公生 WTT 小野宏治 ひまわり １ 井上妙子 南光台体振

岡崎ツヤ子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 佐藤国代   卓笑会　 山内満喜子 レジャー同好会

武山美恵子 楽　友 小出てるみ すみれ 斎藤和江 SAKURA

小西敏浩 フェニックス 今　勝 ポプリ 品川喜久 松南クラブ 照井通勝 芙蓉シニア １

遠藤光子 すみれ 金子茂子 泉フレンズ 菅原里子   卓笑会　 小笠原敬子 泉卓友会

高橋幸子 人来田体振 八重樫よし SAKURA 萱場尚子 個　人 熊野多津江 JOY

斎藤茂子 楽　友 高村綾子   卓笑会　 千葉安美 利府クラブ 安代育子 レジャー同好会

佐藤　誠 泉卓友会 川村　広 フェニックス 萱場尚子 個　人 ２

佐藤卓史 芙蓉クラブ 小野寺軍寿 向陽台 鴨田友幸 個　人

森　孝子   卓笑会　 山田直子 北仙台 柴田文子 鶴ケ谷クラブ

齋　喜代 いずみクラブ 渋谷竹子 利府クラブ 桜木育子 大沢卓球クラブ

藤崎　博
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 菅田政志   卓笑会　 平塚定夫 イースタンクラブ ０

野中孝夫 いずみクラブ 阿部久男 個　人 佐藤　茂 すみれ １

大森厚子 フェニックス 佐藤さだよ 泉フレンズ 千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ

阿部洋子 プログレス 野本宮子 タックメイツ 宍戸ふき子 チームT １

大友　正 仙台萩クラブ 石川雄一
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 竹下政人 SAKURA 内木光利 大沢卓球クラブ

大槻邦男 卓陽会 高藤良正 いずみクラブ 中居康史 個　人 小野栄子 多賀城アイリス

若松和子 すずらん 加藤きえ子 すみれ 大類喜恵 仙卓クラブ 男澤はつね   卓笑会　 ２

鈴木喜代子   卓笑会　 井上妙子 南光台体振 相沢智子 フェニックス 松下美智子 芙蓉クラブ ２

小嶋正道 壮卓会 大嶋　武 SKY 高城久男   卓笑会　

遠藤　巧 向陽台 伊藤政勝 卓陽会 佐藤誠一郎 フェニックス

鈴木礼子 多賀城アイリス 大森美智 すみれ 佐藤幸子 レジャー同好会 ２

住　かつ子 南光台体振 内木弘子 大沢卓球クラブ 浅野英子 SAKURA

2-4

2-2

3-1

4-1

2-3

1-1

【 団体の部　決勝トーナメント　３ 部 】
※表彰は３位までです

1-3 1

3-2

1-2

5-3 4

4-3 5

9

3-3 6

1-3

8-3 3

8-4 10

2-3 11

9-4 7

9-3 2

6-3 8

7-3



【ダブルスの部　予選リーグ】

１ブロック

№ 試合得点 順 位

遠藤浩樹 松南クラブ 2/2

佐藤節子   卓笑会　

吉田清史 卓陽会 2/3

千葉よし子 すみれ

小野寺軍寿 向陽台 3/2

萱場尚子 個　人

２ブロック

№ 試合得点 順 位

鈴石　守 壮卓会

小出てるみ すみれ

大湯俊雄 個　人

八重樫よし SAKURA

遠藤　巧 向陽台

男澤はつね   卓笑会　

３ブロック

№ 試合得点 順 位

佐藤　誠 泉卓友会

鈴木喜代子   卓笑会　

細谷公生 WTT

岡崎ツヤ子 卓球ラウンジＮＯＡ

松本映一 向陽台

大森厚子 フェニックス

４ブロック

№ 試合得点 順 位

小嶋正道 壮卓会

小関節子 卓球ラウンジＮＯＡ

山田欽一 北仙台

森　孝子   卓笑会　

大嶋　武 SKY

相沢智子 フェニックス

５ブロック

№ 試合得点 順 位

関山泰徳   卓笑会　

宍戸ふき子 チームT

渡辺節雄 卓陽会

阿部洋子 プログレス

小林　睦 ひまわり

是永千鶴 向陽台

６ブロック

№ 試合得点 順 位

森　哲三   卓笑会　

野本宮子 タックメイツ

小野宏治 ひまわり

住　かつ子 南光台体振

野中孝夫 いずみクラブ

金子茂子 泉フレンズ

17 ０－２ ０－２ ２ ３

18 ２－１ ２－０ ４ １

６　コート
選　手　名 16 17 18

16 ２－０ １－２ ３ ２

14 ０－２ ０－２ ２ ３

15 １－２ ２－０ ３ ２

５　コート
選　手　名 13 14 15

13 ２－０ ２－１ ４ １

11 １－２ ０－２ ２ ３

12 １－２ ２－０ ３ ２

４　コート
選　手　名 10 11 12

10 ２－１ ２－１ ４ １

8 ０－２ ２－０ ３ ２

9 ０－２ ０－２ ２ ３

３　コート
選　手　名 7 8 9

7 ２－０ ２－０ ４ １

０－２ ２ ３

6 ２－１ ２－０ ４ １

（各ブロックの１位は決勝トーナメントの１部へ、２位は２部へ、３・4位は３部へそれぞれ進む）

１　コート
2 3

０－２

２－０

２－０ ０－２

２－１

１－２

２　コート
選　手　名 4 5

選　手　名

1 ３ ２

2 ３ ３

3 ３ １

1

6

4 ２－１ １－２ ３ ２

5 １－２



７ブロック

№ 試合得点 順 位

佐藤　茂 すみれ

浅野英子 SAKURA

大槻邦男 卓陽会

安代育子 レジャー同好会

品川喜久 個　人

高村綾子   卓笑会　

８ブロック

№ 試合得点 順 位

今　勝 ポプリ

上野満里子 すみれ

佐藤誠一郎 フェニックス

齋　喜代 いずみクラブ

中居康史 個　人

佐藤さだよ 泉フレンズ

９ブロック

№ 試合得点 順 位

石川雄一 卓球ラウンジＮＯＡ

内木弘子 大沢卓球クラブ

大森俊也 SKY

小野栄子 多賀城アイリス

五十嵐証二 個　人

牧野静子   卓笑会　

１０ブロック

№ 試合得点 順 位

川村　広 フェニックス

高野千代   卓笑会　

千田清一 芙蓉シニア

熊野多津江 JOY

後藤　潔 SKY

柴田文子 鶴ケ谷クラブ

１１ブロック

№ 試合得点 順 位

竹下政人 SAKURA

戸澤礼子 個　人

大類喜恵 仙卓クラブ

鈴木礼子 多賀城アイリス

加藤きえ子 すみれ

大山久里子 ポプリ

１２ブロック

№ 試合得点 順 位

松崎　隆 いずみクラブ

佐藤国代   卓笑会　

小笠原敬子 泉卓友会

米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞNOA

大森美智 すみれ

佐藤幸子 レジャー同好会

（各ブロックの１位は決勝トーナメントの１部へ、２位は２部へ、３・4位は３部へそれぞれ進む）

35 ２－０ ２－０ ４ １

36 ２－１ ０－２ ３ ２

１２　コート
選　手　名 34 35 36

34 ０－２ １－２ ２ ３

32 ２－０ ２－１ ４ １

33 ２－０ １－２ ３ ２

１１　コート
選　手　名 31 32 33

31 ０－２ ０－２ ２ ３

29 ０－２ ２－１ ３ ２

30 １－２ １－２ ２ ３

１０　コート
選　手　名 28 29 30

28 ２－０ ２－１ ４ １

26 ２－１ ２－０ ４ １

27 ０－２ ０－２ ２ ３

９　コート
選　手　名 25 26 27

25 １－２ ２－０ ３ ２

23 ０－２ ０－２ ２ ３

24 １－２ ２－０ ３ ２

８　コート
選　手　名 22 23 24

22 ２－０ ２－１ ４ １

20 ２－１ ２－１ ４ １

21 ２－１ １－２ ３ ２

７　コート
選　手　名 19 20 21

19 １－２ １－２ ２ ３



１３ブロック

№ 試合得点 順 位

菅田政志   卓笑会　

武山美恵子 楽　友

佐藤賢治 個　人

遠藤光子 すみれ

千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ

北野真弓 タックメイツ

１４ブロック

№ 試合得点 順 位

伊藤政勝 卓陽会

阿部みさを 大沢卓球クラブ

相澤秀男   卓笑会　

山内満喜子 レジャー同好会

若松和子 すずらん

藤倉昌子 いずみクラブ

１５ブロック

№ 試合得点 順 位

本間紀一郎 松南クラブ 3/3

斎藤茂子 楽　友

平塚定夫 イースタンクラブ 3/2

山田直子 北仙台

雫石芳郎   卓笑会　 2/3

白岩英子 レジャー同好会

１６ブロック

№ 試合得点 順 位

照井通勝 芙蓉シニア 2/3

斎藤和江 SAKURA

高城久男   卓笑会　 3/3

佐藤洋子 レジャー同好会

高藤良正 いずみクラブ 3/2

庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

１７ブロック

№ 試合得点 順 位

小西敏浩 フェニックス

井上妙子 南光台体振

平田　明 仙台萩クラブ

佐野洋子 WTT

阿部久男 個　人

秋田谷美智子 イースタンクラブ

千葉安美 利府クラブ

大類喜恵 仙卓クラブ

１８ブロック

№ 試合得点 順 位

藤崎　博 卓球ラウンジＮＯＡ

桜木育子 大沢卓球クラブ

大友　正 仙台萩クラブ

渋谷竹子 利府クラブ

皆川久雄 いずみクラブ

高橋幸子 人来田体振

小笠原敬子 泉卓友会

菅原里子   卓笑会　

（各ブロックの１位は決勝トーナメントの１部へ、２位は２部へ、３・4位は３部へそれぞれ進む）

１７　コート

１９　コート

55 ２－０ ０－２ ー ３ ２

49 50 51 52

１－２ ２－０ ー

２－１

０－２ １－２

２－１ ー

56 ー ー ー ー ー

０－２ ０－２ ー ２ ３

54 ２－０ ２－０ ー ４ １

53

ー

47 １－２ ２－１ ３ ２

48 ２－０ １－２ ３ １

１６　コート
選　手　名 46 47 48

46 ２－１ ０－２ ３ ３

44 １－２ ２－０ ３ １

45 ２－１ ０－２ ３ ３

１５　コート
選　手　名 43 44 45

43 ２－１ １－２ ３ ２

41 ２－０ ２－０ ４ １

42 ２－０ ０－２ ３ ２

１４　コート
選　手　名 40 41 42

40 ０－２ ０－２ ２ ３

38 ２－０ ２－０ ４ １

39 ２－１ ０－２ ３ ２

１３　コート
選　手　名 37 38 39

37 ０－２ １－２ ２ ３

選　手　名

49 ３ ２

４ １50

51 ２ ３

52 ー ー ー ー ー

選　手　名 53 54 55 56



ブロック
順　位

遠藤浩樹 松南クラブ 吉田清史 卓陽会 小野寺軍寿 向陽台

佐藤節子   卓笑会　 千葉よし子 すみれ 萱場尚子 個　人

小西敏浩 フェニックス 平田　明 仙台萩クラブ 阿部久男 個　人 千葉安美 利府クラブ ０

井上妙子 南光台体振 佐野洋子 WTT 秋田谷美智子 イースタンクラブ 大類喜恵 仙卓クラブ

照井通勝 芙蓉シニア 高城久男   卓笑会　 高藤良正 いずみクラブ ０

斎藤和江 SAKURA 佐藤洋子 レジャー同好会 庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

石川雄一
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大森俊也 SKY 五十嵐証二 個　人 ０

内木弘子 大沢卓球クラブ 小野栄子 多賀城アイリス 牧野静子   卓笑会　

今　勝 ポプリ 佐藤誠一郎 フェニックス 中居康史 個　人 １

上野満里子 すみれ 齋　喜代 いずみクラブ 佐藤さだよ 泉フレンズ ０

関山泰徳   卓笑会　 渡辺節雄 卓陽会 小林　睦 ひまわり

宍戸ふき子 チームT 阿部洋子 プログレス 是永千鶴 向陽台

松崎　隆 いずみクラブ 小笠原敬子 泉卓友会 大森美智 すみれ

佐藤国代   卓笑会　 米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞNOA 佐藤幸子 レジャー同好会 １

菅田政志    卓笑会　 佐藤賢治 個　人 千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ ０ １

武山美恵子 楽　友 遠藤光子 すみれ 北野真弓 タックメイツ

小嶋正道 壮卓会 山田欽一 北仙台 大嶋　武 SKY ０

小関節子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 森　孝子   卓笑会　 相沢智子 フェニックス 佐藤　誠 泉卓友会

佐藤　誠 泉卓友会 細谷公生 WTT 松本映一 向陽台 鈴木喜代子    卓笑会　

鈴木喜代子    卓笑会　 岡崎ツヤ子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大森厚子 フェニックス

伊藤政勝 卓陽会 相澤秀男   卓笑会　 若松和子 すずらん

阿部みさを 大沢卓球クラブ
山内満喜子

レジャー同好会 藤倉昌子 いずみクラブ ０

竹下政人 SAKURA 大類喜恵 仙卓クラブ 加藤きえ子 すみれ

戸澤礼子 個　人 鈴木礼子 多賀城アイリス 大山久里子 ポプリ

森　哲三   卓笑会　 小野宏治 ひまわり 野中孝夫 いずみクラブ

野本宮子 タックメイツ 住　かつ子 南光台体振 金子茂子 泉フレンズ

佐藤　茂 すみれ 大槻邦男 卓陽会 鴨田友幸 個　人 １

浅野英子 SAKURA 安代育子 レジャー同好会 高村綾子   卓笑会　

川村　広 フェニックス 千田清一 芙蓉シニア 後藤　潔 SKY

高野千代   卓笑会　 熊野多津江 JOY 柴田文子 鶴ケ谷クラブ

本間紀一郎 松南クラブ 平塚定夫 イースタンクラブ 雫石芳郎   卓笑会　 ０

斎藤茂子 楽　友 山田直子 北仙台 白岩英子 レジャー同好会 ０ ０

藤崎　博
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大友　正 仙台萩クラブ 皆川久雄 いずみクラブ 小笠原敬子 泉卓友会

桜木育子 大沢卓球クラブ 渋谷竹子 利府クラブ 高橋幸子 人来田体振 菅原里子   卓笑会　

鈴石　守 壮卓会 大湯俊雄 個　人 遠藤　巧 向陽台 ０

小出てるみ すみれ 八重樫よし SAKURA 男澤はつね   卓笑会　
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【ダブルスの部　決勝トーナメント　２ 部 】

ブロック
順　位

遠藤浩樹 松南クラブ 吉田清史 卓陽会 小野寺軍寿 向陽台 １

佐藤節子   卓笑会　 千葉よし子 すみれ 萱場尚子 個　人

小西敏浩 フェニックス 平田　明 仙台萩クラブ 阿部久男 個　人 千葉安美 利府クラブ １

井上妙子 南光台体振 佐野洋子 WTT 秋田谷美智子 イースタンクラブ 大類喜恵 仙卓クラブ

照井通勝 芙蓉シニア 高城久男   卓笑会　 高藤良正 いずみクラブ

斎藤和江 SAKURA 佐藤洋子 レジャー同好会 庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

石川雄一
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大森俊也 SKY 五十嵐証二 個　人

内木弘子 大沢卓球クラブ 小野栄子 多賀城アイリス 牧野静子   卓笑会　

今　勝 ポプリ 佐藤誠一郎 フェニックス 中居康史 個　人 １

上野満里子 すみれ 齋　喜代 いずみクラブ 佐藤さだよ 泉フレンズ ０ １

関山泰徳   卓笑会　 渡辺節雄 卓陽会 小林　睦 ひまわり

宍戸ふき子 チームT 阿部洋子 プログレス 是永千鶴 向陽台

松崎　隆 いずみクラブ 小笠原敬子 泉卓友会 大森美智 すみれ

佐藤国代   卓笑会　 米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞNOA 佐藤幸子 レジャー同好会 ０

菅田政志    卓笑会　 佐藤賢治 個　人 千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ １ １

武山美恵子 楽　友 遠藤光子 すみれ 北野真弓 タックメイツ

小嶋正道 壮卓会 山田欽一 北仙台 大嶋　武 SKY １

小関節子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 森　孝子   卓笑会　 相沢智子 フェニックス 鈴石　守 壮卓会

佐藤　誠 泉卓友会 細谷公生 WTT 松本映一 向陽台 １ 小出てるみ すみれ

鈴木喜代子    卓笑会　 岡崎ツヤ子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大森厚子 フェニックス １

伊藤政勝 卓陽会 相澤秀男   卓笑会　 若松和子 すずらん

阿部みさを 大沢卓球クラブ
山内満喜子

レジャー同好会 藤倉昌子 いずみクラブ ０

竹下政人 SAKURA 大類喜恵 仙卓クラブ 加藤きえ子 すみれ

戸澤礼子 個　人 鈴木礼子 多賀城アイリス 大山久里子 ポプリ

森　哲三   卓笑会　 小野宏治 ひまわり 野中孝夫 いずみクラブ

野本宮子 タックメイツ 住　かつ子 南光台体振 金子茂子 泉フレンズ

佐藤　茂 すみれ 大槻邦男 卓陽会 鴨田友幸 個　人

浅野英子 SAKURA 安代育子 レジャー同好会 高村綾子   卓笑会　 ０

川村　広 フェニックス 千田清一 芙蓉シニア 後藤　潔 SKY

高野千代   卓笑会　 熊野多津江 JOY 柴田文子 鶴ケ谷クラブ ０

本間紀一郎 松南クラブ 平塚定夫 イースタンクラブ 雫石芳郎   卓笑会　

斎藤茂子 楽　友 山田直子 北仙台 白岩英子 レジャー同好会 １

藤崎　博
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大友　正 仙台萩クラブ 皆川久雄 いずみクラブ 小笠原敬子 泉卓友会

桜木育子 大沢卓球クラブ 渋谷竹子 利府クラブ 高橋幸子 人来田体振 菅原里子   卓笑会　

鈴石　守 壮卓会 大湯俊雄 個　人 遠藤　巧 向陽台

小出てるみ すみれ 八重樫よし SAKURA 男澤はつね   卓笑会　
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【ダブルスの部　決勝トーナメント　３　部 】

ブロック
順　位

遠藤浩樹 松南クラブ 吉田清史 卓陽会 小野寺軍寿 向陽台

佐藤節子   卓笑会　 千葉よし子 すみれ 萱場尚子 個　人

小西敏浩 フェニックス 平田　明 仙台萩クラブ 阿部久男 個　人 千葉安美 利府クラブ １

井上妙子 南光台体振 佐野洋子 WTT 秋田谷美智子 イースタンクラブ 大類喜恵 仙卓クラブ

照井通勝 芙蓉シニア 高城久男   卓笑会　 高藤良正 いずみクラブ ０

斎藤和江 SAKURA 佐藤洋子 レジャー同好会 庄司多代子 鶴ケ谷クラブ

石川雄一
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大森俊也 SKY 五十嵐証二 個　人

内木弘子 大沢卓球クラブ 小野栄子 多賀城アイリス 牧野静子   卓笑会　

今　勝 ポプリ 佐藤誠一郎 フェニックス 中居康史 個　人 ０

上野満里子 すみれ 齋　喜代 いずみクラブ 佐藤さだよ 泉フレンズ ０

関山泰徳   卓笑会　 渡辺節雄 卓陽会 小林　睦 ひまわり ０

宍戸ふき子 チームT 阿部洋子 プログレス 是永千鶴 向陽台

松崎　隆 いずみクラブ 小笠原敬子 泉卓友会 大森美智 すみれ

佐藤国代   卓笑会　 米田節子 卓球ﾗｳﾝｼﾞNOA 佐藤幸子 レジャー同好会

菅田政志    卓笑会　 佐藤賢治 個　人 千葉理恵子 鶴ケ谷クラブ

武山美恵子 楽　友 遠藤光子 すみれ 北野真弓 タックメイツ ０

藤崎　博
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大友　正 仙台萩クラブ 皆川久雄 いずみクラブ 小笠原敬子 泉卓友会

桜木育子 大沢卓球クラブ 渋谷竹子 利府クラブ 高橋幸子 人来田体振 菅原里子   卓笑会　

小嶋正道 壮卓会 山田欽一 北仙台 大嶋　武 SKY ０

小関節子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 森　孝子   卓笑会　 相沢智子 フェニックス １ 吉田清史 卓陽会

佐藤　誠 泉卓友会 細谷公生 WTT 松本映一 向陽台 １ 千葉よし子 すみれ

鈴木喜代子    卓笑会　 岡崎ツヤ子
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大森厚子 フェニックス

小西敏浩 フェニックス 平田　明 仙台萩クラブ 阿部久男 個　人 千葉安美 利府クラブ １

井上妙子 南光台体振 佐野洋子 WTT 秋田谷美智子 イースタンクラブ 大類喜恵 仙卓クラブ

伊藤政勝 卓陽会 相澤秀男   卓笑会　 若松和子 すずらん １

阿部みさを 大沢卓球クラブ
山内満喜子

レジャー同好会 藤倉昌子 いずみクラブ

竹下政人 SAKURA 大類喜恵 仙卓クラブ 加藤きえ子 すみれ ０

戸澤礼子 個　人 鈴木礼子 多賀城アイリス 大山久里子 ポプリ

森　哲三   卓笑会　 小野宏治 ひまわり 野中孝夫 いずみクラブ

野本宮子 タックメイツ 住　かつ子 南光台体振 金子茂子 泉フレンズ

佐藤　茂 すみれ 大槻邦男 卓陽会 鴨田友幸 個　人 １ １

浅野英子 SAKURA 安代育子 レジャー同好会 高村綾子   卓笑会　

川村　広 フェニックス 千田清一 芙蓉シニア 後藤　潔 SKY

高野千代   卓笑会　 熊野多津江 JOY 柴田文子 鶴ケ谷クラブ

本間紀一郎 松南クラブ 平塚定夫 イースタンクラブ 雫石芳郎   卓笑会　 １

斎藤茂子 楽　友 山田直子 北仙台 白岩英子 レジャー同好会

藤崎　博
卓球ラウンジ

ＮＯＡ 大友　正 仙台萩クラブ 皆川久雄 いずみクラブ 小笠原敬子 泉卓友会

桜木育子 大沢卓球クラブ 渋谷竹子 利府クラブ 高橋幸子 人来田体振 菅原里子   卓笑会　

鈴石　守 壮卓会 大湯俊雄 個　人 遠藤　巧 向陽台 １

小出てるみ すみれ 八重樫よし SAKURA 男澤はつね   卓笑会　 ０
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