
第1回渋谷区混合ダブルス団体戦卓球大会（オープン）【試合結果】  2019年4月7日

1 TEAM ZERO 松岡 渡辺 石川 永安 ＜1＞ ＜1＞ 1 友遊 佐々木 稲見 今福 小野 宮崎

2 アラフォー＆チーム桜台 内田 草野 片渕 琴野 ＜2＞ ＜2＞ 2 バニラ 小更 新郷 福田 富里

3 NAスポーツクラブ 上村 天野 金谷 長瀬 ＜4＞ ＜3＞ 3 渋谷卓友会・イーストビレッチ 大橋 三浦 堀山 大橋

4 綾瀬TTC・TT乙女’s 坂本 山田 塚越 鈴木 ＜3＞ ＜4＞ 4 カメハメハ 池田 板橋 内木場 小山

5 笹塚卓球クラブ 中村 小野 松澤 藤田 ＜5＞

1 日産追浜・NICE・ASTY 佐藤 和泉 林 山﨑 ＜1＞ ＜1＞ 1 ストロンゲス 上田 中村 浅井 内田

2 田七人参 福田 柳生 梅津 柳生 ＜3＞ ＜4＞ 2 七夕クラブ 和田 鈴木 目時 仁尾

3 区役所クラブ 袴田 秋野 松尾 久保田 ＜2＞ ＜2＞ 3 ZIZO倶楽部 横井 八巻 秋元 小島 秋元

4 ファースト 野松 公森 公森 白川 ＜4＞ ＜3＞ 4 志衛館・西原卓球倶楽部・無所属 河原林 中釜 内田 成田

1 ゴルベテ 他 河原 山本 山田 原田 ＜1＞ ＜1＞ 1 BRAVE 岡田 豊田 五十嵐 六波羅

2 witH.Y 長瀬 平沼 長谷川 田中 横尾 眞田 ＜3＞ ＜2＞ 2 WTTS江戸川 板橋 大槻 長田 羽崎 馬塲

3 サウスポープラス 岩﨑 石橋 東郷 竹田 ＜2＞ ＜4＞ 3 杉並和泉学園 大野 鈴木 稲葉 増田

4 大昭フレンズ 田口 荒井 鈴木 新井 ＜4＞ ＜3＞ 4 外苑シャット 天野 松村 小山 松村

1 東京卓球コミュニティ 今西 小川 関口 長谷川 ＜1＞ ＜1＞ 1 JUNJUN 初田 久保田 村上 中本

2 渋谷卓友会 齊藤 宇都野 阪井 川村 ＜3＞ ＜4＞ 2 千歳丘クラブ・幡ヶ谷卓球クラブ 吉野 青柳 林 本田

3 Bacchus 小林 難波 井口 浅見 ＜2＞ ＜2＞ 3 WILD FLOWER 新城 儘田 後藤 末宗

4 桃組 杉本 濱田 附田 齋藤 ＜4＞ ＜3＞ 4 中幡卓球サークル 坂本 大村 堀川 石橋

1 うちんく 猪瀬 河野 余田 渡邊 ＜1＞ ＜2＞ 1 プルメリア・Vエイト・トマト倶楽部 栗林 當真 栗林 宇須井

2 クラブ愛 中山 居城 上原 阿部 ＜3＞ ＜3＞ 2 大昭フレンズ・幡ヶ谷クラブ 中村 斎藤 庄田 斎藤

3 なっしーず 間々田 川島 浦部 小磯 ＜2＞ ＜1＞ 3 友達を作ろうの会 藤澤 上條 遠藤 加藤 石井 大枝

4 GLクラブ 小巻 大竹 浅香 高橋 ＜4＞ ＜4＞ 4 恵比寿卓球クラブ 渡辺 山口 関山 山口

1 渋谷卓球クラブ・鶴間公園倶楽部・NICE 杉橋 宇津木 藤岡 川原 ＜1＞
2 調友東クラブ 森脇 吉田 森脇 渡辺 ＜2＞
3 WILD FLOWER 鈴木 鈴木 野嶋 福永 ＜3＞
4 日曜卓球会 小田 山田 井波 内田 ＜4＞

＜1＞ 1 KKSC 藤原 小島 平塚 倉林 深澤

1 代々木クラブ 三瓶 成冨 橋本 金子 ＜1＞ ＜2＞ 2 笹塚卓球クラブ・西卓 藤田 大越 櫻井 青木

2 nico 有重 小川 太田 金井 ＜2＞ ＜3＞ 3 阿部クラブ＆チームねこ 阿部 山田 阿部 和田

3 TOICHI.PS.C 井島 中野 坂根 折原 中野 高橋 ＜3＞ ＜5＞ 4 H&K 笹岡 岩崎 福永 天野

4 中幡卓球サークル 伊藤 石橋 加藤 伊藤 ＜4＞ ＜4＞ 5 ぴ～たっく・西原卓球倶楽部・無所属 西村 齋藤 齋藤 塚原

Aブロック　　5位（　笹塚卓球クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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