
62th Esperanza卓球大会受付簿 開催日： 2022,01,30

更新日 2022,01,17
男子 女子
No 行 氏名 会派 No 行 氏名 会派

1 青山　博幸 月夜野クラブ 1 青木　アンナ 永明卓球クラブ
2 岩井　大介 富岡クラブ 2 畔見　寿子 高崎ピンポンズ
3 上原　義幸 高崎ベテラン会 3 新井　美幸 Esperanza
4 上原　大典 藤岡クラブ 4 安藤　千栄子 個人
5 大澤　碧空 大原学園 5 飯塚　さち子 秀卓会
6 小内　一郎 箕郷卓球 石倉　千恵子 すまいる：棄権
7 金井　昭雄 Esperanza 6 石田　正子 原町卓球クラブ
8 片野　裕斗 AHN 7 岩邉　たつ江 すまいる
9 神戸　豊 高崎ピンポンズ 8 上野　菜々子 富卓会

10 川崎　国生 高崎ピンポンズ 9 小倉　幸子 チームあじさい
11 小林　俊貴 TT富岡 10 大竹　ミチ子 秀卓会
12 小柳　健 玉村卓球クラブ 11 落合　妙子 卓親会
13 斉藤　義則 駒形卓球クラブ 12 小野澤　幸子 秀卓会
14 坂本　達哉 TTCスマラブ 13 小山田　和子 秀卓会
15 設楽　良一 てんおーる 14 北川　とみ江 駒形卓球クラブ
16 須藤　順一 高崎ピンポンズ 15 北島　よし江 グランクラブ
17 須藤　祐一 ワイオミングＳＣ 16 木村　文恵 Esperanza
18 高橋　哲夫 永明卓球クラブ 17 木村　清美 駒形卓球クラブ
19 田中　猛 Esperanza 18 倉持　映子 すまいる
20 田中　敏男 パープル 19 小柴　順子 個人
21 高井　和義 チームAnjoh 20 櫻井　節子 Esperanza
22 谷川　一夫 渋川卓愛会 21 篠田　久江 秀卓会
23 長南　秀雄 群馬ベテラン会 22 清水　洋子 卓親会
24 辻川　嘉彦 TC城東 23 清水　尚子 Freedom
25 堤　康高 すいらんクラブ 24 設楽　美幸 てんおーる
26 富澤　英介 富卓会 25 鈴木　幹子 卓青会
27 外山　義典 Esperanza 26 須藤　由美子 卓友会
28 長又　亮 TC城東 27 高橋　唯 卓親会

沼　正夫 Esperanza：棄権 28 高橋　祥子 すまいる
29 針谷　正紀 群馬ベテラン会 29 丹下　かず子 すまいる
30 羽二生　悦郎 高崎ベテラン会 30 辻川　美代子 みっくす
31 原　駿平 TC城東 31 戸部　芳枝 TT秋桜
32 治田　忠明 個人 32 富井　操 秀卓会
33 藤井　達也 個人 33 中坪　美津子 卓親会
34 舩津　明勇 Esperanza 34 中西　有美子 Esperanza
35 松浦　均 富岡クラブ 35 は 星野　一枝 原町卓球クラブ
36 三ツ橋　勝美 玉村卓球クラブ 36 松本　いち子 富岡クラブ
37 宮下　昌重 駒形卓球クラブ 37 松本　みどり 月夜野ピンポン
38 宮澤　文一 玉村卓球クラブ 38 三木　春美 卓親会

矢島　守 ボブクラブ：棄権 39 宮本　真由美 富岡クラブ
39 山田　光 TT富岡 40 宮下　久子 駒形卓球クラブ
40 好田　雅夫 TC城東 41 松田　幸代 本町卓球クラブ
41 わ 綿貫　隆 中川卓球クラブ 42 や 吉村　美好 昴

1 定員 男子：42名　女子：42名　合計：84名 4 2022,01,06:棄権：石倉　千恵子
定員に達し締切ます：2022,01,03 5 棄権；沼正夫　受付：設楽良一・設楽美幸

2 受付期間 6 2022,01,17:棄権：矢島　守
開始：2021,12,30    締切：2022,01,06

3 参加資格
① 今期過去1回以上参加です
② 満11周年記念大会の為　特別参加賞でキムチ1Kg提供します
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