
令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

一般男子（１・２位トーナメント）

A-1 黒沢 伊藤 奈良 久古 内田 天田 上原 田中 C-1

なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡 2 SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会

F-2 小林 森 渡辺 大澤 長 東 大塚 平林 E-2

KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会 1 まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ

G-2 鯨井 加藤 山口 関 梅崎 吉田 石川 中川 D-2

練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC 1 TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

I-1 須黒 中井 柴崎 2 小林 森 渡辺 大澤 F-1

熊谷TTF Reboot TIDY富士見 KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会

H-1 片山 杉村 吉岡 1 鯨井 加藤 山口 関 G-1

なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 1 練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC

E-1 長 東 大塚 平林 黒沢 伊藤 奈良 久古 A-2

まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ 1 なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡

C-2 内田 天田 上原 田中 片山 杉村 吉岡 H-2

SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会 1 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ

B-2 阿部 葛城 内田 野原 須黒 中井 柴崎 I-2

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ 熊谷TTF Reboot TIDY富士見

D-1 梅崎 吉田 石川 中川 阿部 葛城 内田 野原 B-1

TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 1 なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ

1 3 内田
（なごみｸﾗﾌﾞ）

内田

片山
（SPOTTO)

決勝

 9 - 11
11 - 9
 2 - 11
 8 - 11

-



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

一般男子（３・４位トーナメント）

A-3 黒沢 伊藤 奈良 久古 内田 天田 上原 田中 C-3

なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡 1 SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会

F-4 小林 森 渡辺 大澤 長 東 大塚 平林 E-4

KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会 1 まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ

G-4 鯨井 加藤 山口 関 1 梅崎 吉田 石川 中川 D-4

練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC 1 TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

I-3 須黒 中井 柴崎 小林 森 渡辺 大澤 F-3

熊谷TTF Reboot TIDY富士見 KKSU 翔卓ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 練梅会

H-3 片山 杉村 吉岡 1 鯨井 加藤 山口 関 G-3

なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 1 練梅会 Reboot まげち倶楽部 熊谷JTC

E-3 長 東 大塚 平林 黒沢 伊藤 奈良 久古 A-4

まげち倶楽部 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ Ris 練梅会 TTL大幡

C-4 内田 天田 上原 田中 片山 杉村 吉岡 H-4

SPOTTO 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 練梅会 1 なごみｸﾗﾌﾞ 練梅会 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ

B-4 阿部 葛城 内田 野原 須黒 中井 柴崎 I-4

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ 熊谷TTF Reboot TIDY富士見

D-3 梅崎 吉田 石川 中川 阿部 葛城 内田 野原 B-3

TTL大幡 Ris 練梅会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ KKSU 赤とんぼ

1 2 上原
（なごみｸﾗﾌﾞ）

 東

上原

（KKSU）

決勝

 6 - 11
11 - 5
 7 - 11



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

男子３０才以上（１・２位トーナメント）

A-1 羽野 剣持 松本 河野 秋山 中渡 大濱 江川 C-1

なごみｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 TIDY富士見 練梅会 1 彩松ｸﾗﾌﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 赤とんぼ

F-2 澤本 藤田 小林 1 羽野 剣持 松本 河野 A-2

翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot なごみｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 TIDY富士見 練梅会

G-2 塩谷 津田 梅村 新井 梶野 戸田 町田 D-2

ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot 練梅会 翔卓ｸﾗﾌﾞ 練梅会 翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

E-1 片山 二川 角田 萩元 澤本 藤田 小林 F-1

Reboot TIDY富士見 練梅会 ﾄﾘﾆﾃｨ 1 翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot

C-2 秋山 中渡 大濱 江川 塩谷 津田 梅村 G-1

彩松ｸﾗﾌﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 赤とんぼ 2 1 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot 練梅会

B-2 若狭 小酒井 棚澤 浅見 1 片山 二川 角田 萩元 E-2

翔卓ｸﾗﾌﾞ 東名化成 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 2 Reboot TIDY富士見 練梅会 ﾄﾘﾆﾃｨ

D-1 新井 梶野 戸田 町田 若狭 小酒井 棚澤 浅見 B-1

翔卓ｸﾗﾌﾞ 練梅会 翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 東名化成 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

0 3 藤田

男子３０才以上（３・４位トーナメント）

A-3 羽野 剣持 松本 河野 1 秋山 中渡 大濱 江川 C-3

なごみｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 TIDY富士見 練梅会 彩松ｸﾗﾌﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 赤とんぼ

F-4 澤本 藤田 小林 羽野 剣持 松本 河野 A-4

翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot なごみｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 TIDY富士見 練梅会

G-4 塩谷 津田 梅村 1 新井 梶野 戸田 町田 D-4

ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot 練梅会 翔卓ｸﾗﾌﾞ 練梅会 翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

E-3 片山 二川 角田 萩元 1 1 澤本 藤田 小林 F-3

Reboot TIDY富士見 練梅会 ﾄﾘﾆﾃｨ 翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot

C-4 秋山 中渡 大濱 江川 塩谷 津田 梅村 G-3

彩松ｸﾗﾌﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 埼玉慈恵病院 赤とんぼ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ Reboot 練梅会

B-4 若狭 小酒井 棚澤 浅見 片山 二川 角田 萩元 E-4

翔卓ｸﾗﾌﾞ 東名化成 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 1 Reboot TIDY富士見 練梅会 ﾄﾘﾆﾃｨ

D-3 新井 梶野 戸田 町田 若狭 小酒井 棚澤 浅見 B-3

翔卓ｸﾗﾌﾞ 練梅会 翔卓ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 東名化成 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ

2 1 剱持

　  （ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ）

戸田
（埼玉慈恵病院）

藤田

     （翔卓ｸﾗﾌﾞ）

戸田

　　　（翔卓ｸﾗﾌﾞ）

決勝

 9 - 11
 5 - 11
11 - 13

-
-

決勝

11 -  4
11 - 13
12 - 10

新井



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

男子４５才以上（１・２位トーナメント）

A-1 老沼 松岡 土田 品川 橋本 松木 斉藤 飯塚 C-1

なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 1 2 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス

G-2 飯倉 樋口 門田 小野 関口 渡辺 栗原 I-2

TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ

F-2 阿左美 飯野 上垣 星 2 2 高根沢 島袋 岩田 鳥海 D-2

ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 2 Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC

I-1 関口 渡辺 栗原 老沼 松岡 土田 品川 A-2

石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

H-1 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 阿左美 飯野 上垣 星 F-1

翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会 2 1 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ

E-1 上條 小林 剣持 飯倉 樋口 門田 小野 G-1

なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院 TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC

B-2 福元 長倉 島田 斉藤 森藤 佐藤 坂本 J-1

鴻巣インパルス 卓乱会 TTL大幡 十勇士新選組 なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

C-2 橋本 松木 斉藤 飯塚 上條 小林 剣持 E-2

熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス 1 2 なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院

J-2 森藤 佐藤 坂本 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 H-2

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 2 1 翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会

D-1 高根沢 島袋 岩田 鳥海 2 長倉 福元 島田 斉藤 B-1

Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC 卓乱会 鴻巣インパルス TTL大幡 十勇士新選組

2 3 小野

小野

  （翔卓ｸﾗﾌﾞ）  （熊谷JTC)

決勝

11 - 13
11 -  9
 6 - 11
11 - 9
 7 - 11

  栗原



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

男子４５才以上（３・４位トーナメント）

A-3 老沼 松岡 土田 品川 橋本 松木 斉藤 飯塚 C-3

なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス

G-4 飯倉 樋口 門田 小野 関口 渡辺 栗原 I-4

TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ

F-4 阿左美 飯野 上垣 星 高根沢 島袋 岩田 鳥海 D-4

ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC

I-3 関口 渡辺 栗原 老沼 松岡 土田 品川 A-4

石原卓球ｸﾗﾌﾞ TTL大幡 翔卓ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

H-3 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 阿左美 飯野 上垣 星 F-3

翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会 ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ

E-3 上條 小林 剣持 飯倉 樋口 門田 小野 G-3

なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院 1 TTL大幡 ｼｬｲﾝｽﾞ 赤とんぼ 熊谷JTC

B-4 福元 長倉 島田 斉藤 森藤 佐藤 坂本 J-3

鴻巣インパルス 卓乱会 TTL大幡 十勇士新選組 なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

C-4 橋本 松木 斉藤 飯塚 上條 小林 剣持 E-4

熊谷JTC 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 赤とんぼ 鴻巣インパルス 1 なごみｸﾗﾌﾞ すみっこ　くらぶ 埼玉慈恵病院

J-4 森藤 佐藤 坂本 澤畑 町田 蛭川 谷ケ崎 H-4

なごみｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 翔卓ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ 卓乱会

D-3 高根沢 島袋 岩田 鳥海 長倉 福元 島田 斉藤 B-3

Reboot 深谷卓連 翔卓ｸﾗﾌﾞ OTC 卓乱会 鴻巣インパルス TTL大幡 十勇士新選組

2 0 谷ケ崎

町田

 (彩松ｸﾗﾌﾞ) 　　（卓乱会）

決勝

11 -  4
11 -  9

-
   町田



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

男子６５才以上（１・２位トーナメント）

A-1 神宮 納見 鈴木 鯨井 野口 清水 久保 竹内 C-1

深谷卓連 赤とんぼ FSCクラブ 奈良ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ ｼｬｲﾝｽﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ

G-2 稲原 藤井 柴田 武内 2 篠原幸 田中 石坂 森尻 I-2

なごみｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 赤とんぼ 彩松ｸﾗﾌﾞ ｳｨﾝｸﾞ 赤とんぼ 奈良ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

F-2 堺 永井 関根 高柳 1 2 立川 関口 堀切 平賀 D-2

FSCクラブ 彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ 寄居卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 上卓会

I-1 篠原幸 田中 石坂 森尻 1 神宮 納見 鈴木 鯨井 A-2

ｳｨﾝｸﾞ 赤とんぼ 奈良ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 赤とんぼ FSCクラブ 奈良ｸﾗﾌﾞ

H-1 石井 竹井 新井田 真鍋 堺 永井 関根 高柳 F-1

上里ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 鴻巣インパルス なごみｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ

E-1 小倉 篠原保 藤原 神田 稲原 藤井 柴田 武内 G-1

彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 1 なごみｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 赤とんぼ 彩松ｸﾗﾌﾞ

B-2 黒澤 秋山 波田野 高槻 橋本 紫藤 森 中嶋 J-1

上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 奈良ｸﾗﾌﾞ サンローゼ T.本庄 ｼｬｲﾝｽﾞ

C-2 野口 清水 久保 竹内 小倉 篠原保 藤原 神田 E-2

彩松ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ ｼｬｲﾝｽﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 1 彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ

J-2 橋本 紫藤 森 中嶋 石井 竹井 新井田 真鍋 H-2

奈良ｸﾗﾌﾞ サンローゼ T.本庄 ｼｬｲﾝｽﾞ 1 上里ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 鴻巣インパルス なごみｸﾗﾌﾞ

D-1 立川 関口 堀切 平賀 黒澤 秋山 波田野 高槻 B-1

寄居卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 上卓会 1 上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ

0 3神宮
（深谷卓連）

黒澤

黒澤

（上里ｸﾗﾌﾞ）

決勝

 7 - 11
10 - 12
  7 - 11

-
-



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

男子６５才以上（３・４位トーナメント）

A-3 神宮 納見 鈴木 鯨井 野口 清水 久保 竹内 C-3

深谷卓連 赤とんぼ FSCクラブ 奈良ｸﾗﾌﾞ 1 彩松ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ ｼｬｲﾝｽﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ

G-4 稲原 藤井 柴田 武内 篠原幸 田中 石坂 森尻 I-4

なごみｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 赤とんぼ 彩松ｸﾗﾌﾞ ｳｨﾝｸﾞ 赤とんぼ 奈良ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

F-4 堺 永井 関根 高柳 1 1 立川 関口 堀切 平賀 D-4

FSCクラブ 彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ 寄居卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 上卓会

I-3 篠原幸 田中 石坂 森尻 神宮 納見 鈴木 鯨井 A-4

ｳｨﾝｸﾞ 赤とんぼ 奈良ｸﾗﾌﾞ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 赤とんぼ FSCクラブ 奈良ｸﾗﾌﾞ

H-3 石井 竹井 新井田 真鍋 1 堺 永井 関根 高柳 F-3

上里ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 鴻巣インパルス なごみｸﾗﾌﾞ 1 FSCクラブ 彩松ｸﾗﾌﾞ 深谷卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ

E-3 小倉 篠原保 藤原 神田 1 稲原 藤井 柴田 武内 G-3

彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 赤とんぼ 彩松ｸﾗﾌﾞ

B-4 黒澤 秋山 波田野 高槻 橋本 紫藤 森 中嶋 J-3

上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 奈良ｸﾗﾌﾞ サンローゼ T.本庄 ｼｬｲﾝｽﾞ

C-4 野口 清水 久保 竹内 小倉 篠原保 藤原 神田 E-4

彩松ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ ｼｬｲﾝｽﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 1 彩松ｸﾗﾌﾞ 卓友ｸﾗﾌﾞｱﾄﾑ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ

J-4 橋本 紫藤 森 中嶋 石井 竹井 新井田 真鍋 H-4

奈良ｸﾗﾌﾞ サンローゼ T.本庄 ｼｬｲﾝｽﾞ 上里ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ 鴻巣インパルス なごみｸﾗﾌﾞ

D-3 立川 関口 堀切 平賀 黒澤 秋山 波田野 高槻 B-3

寄居卓連 奈良ｸﾗﾌﾞ 北本ﾘﾌﾚｯｼｭｸﾗﾌﾞ 上卓会 上里ｸﾗﾌﾞ 奈良ｸﾗﾌﾞ 彩松ｸﾗﾌﾞ FSCクラブ

2 1平賀
（上卓会）

鯨井

平賀

（奈良ｸﾗﾌﾞ）

決勝

 8 - 11
11 -  7
11 -  6



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会一般女子（１・２位トーナメント）

A-1 橋本 西田 高根沢 家泉 1 櫻井 鷲澤 東 野辺 C-1

熊谷JTC 練梅会 Reboot 埼玉慈恵病院 SPOTTO 練梅会 なごみｸﾗﾌﾞ 熊谷JTC

C-2 櫻井 鷲澤 東 野辺 2 橋本 西田 高根沢 家泉 A-2

SPOTTO 練梅会 なごみｸﾗﾌﾞ 熊谷JTC 熊谷JTC 練梅会 Reboot 埼玉慈恵病院

B-2 𣘺本 長沢 平岡 浅川 1 𣘺本 長沢 平岡 浅川 B-1

三峰 熊谷JTC 練梅会 埼玉慈恵病院 1 三峰 熊谷JTC 練梅会 埼玉慈恵病院

3 2 西田
　　　　  （熊谷JTC）

一般女子（３・４位トーナメント）

A-3 橋本 西田 高根沢 家泉 櫻井 鷲澤 東 野辺 C-3

熊谷JTC 練梅会 Reboot 埼玉慈恵病院 SPOTTO 練梅会 なごみｸﾗﾌﾞ 熊谷JTC

C-4 櫻井 鷲澤 東 野辺 橋本 西田 高根沢 家泉 A-4

SPOTTO 練梅会 なごみｸﾗﾌﾞ 熊谷JTC 熊谷JTC 練梅会 Reboot 埼玉慈恵病院

B-4 𣘺本 長沢 平岡 浅川 𣘺本 長沢 平岡 浅川 B-3

三峰 熊谷JTC 練梅会 埼玉慈恵病院 三峰 熊谷JTC 練梅会 埼玉慈恵病院

2 0

東 野辺

橋本

　　（練梅会）

橋本

東

　　　　（なごみｸﾗﾌﾞ） 　　（熊谷JTC）

決勝

12 - 14
 8 - 11
11 -  7
11 -  7
13 - 11

決勝

11 -  8
11 -  6

-



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

女子４０才以上（１・２位トーナメント）

A-1 高橋 箕田 腰塚 上田 萩原 石川 尾上 C-1

ｳｨﾝｸﾞ TTL大幡 なごみｸﾗﾌﾞ ｳｨﾝｸﾞ 深谷卓連 すみっこ　くらぶ S.T.T.C

B-2 大沢 黒澤 村上 関口 1 高橋 箕田 腰塚 A-2

サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ ﾄﾘﾆﾃｨ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ 2 ｳｨﾝｸﾞ TTL大幡 なごみｸﾗﾌﾞ

C-2 上田 萩原 石川 尾上 1 田近 関矢 大木 森 D-2

ｳｨﾝｸﾞ 深谷卓連 すみっこ　くらぶ S.T.T.C 深谷卓連 サンローゼ 卓友クラブアトム 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ

E-1 木内 横山 大沼 加藤 木内 横山 大沼 加藤 E-2

なごみｸﾗﾌﾞ OTC サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ 2 なごみｸﾗﾌﾞ OTC サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ

D-1 田近 関矢 大木 森 大沢 黒澤 村上 関口 B-1

深谷卓連 サンローゼ 卓友クラブアトム 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ ﾄﾘﾆﾃｨ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

1 3 黒澤

女子４０才以上（３・４位トーナメント）

A-3 高橋 箕田 腰塚 上田 萩原 石川 尾上 C-3

ｳｨﾝｸﾞ TTL大幡 なごみｸﾗﾌﾞ 1 ｳｨﾝｸﾞ 深谷卓連 すみっこ　くらぶ S.T.T.C

B-4 大沢 黒澤 村上 関口 高橋 箕田 腰塚 A-4

サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ ﾄﾘﾆﾃｨ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ ｳｨﾝｸﾞ TTL大幡 なごみｸﾗﾌﾞ

C-4 上田 萩原 石川 尾上 1 田近 関矢 大木 森 D-4

ｳｨﾝｸﾞ 深谷卓連 すみっこ　くらぶ S.T.T.C 深谷卓連 サンローゼ 卓友クラブアトム 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ

E-3 木内 横山 大沼 加藤 1 木内 横山 大沼 加藤 E-4

なごみｸﾗﾌﾞ OTC サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ なごみｸﾗﾌﾞ OTC サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ

D-3 田近 関矢 大木 森 大沢 黒澤 村上 関口 B-3

深谷卓連 サンローゼ 卓友クラブアトム 荒川卓球ｸﾗﾌﾞ サンローゼ 上里ｸﾗﾌﾞ ﾄﾘﾆﾃｨ 石原卓球ｸﾗﾌﾞ

0 2 関口

黒澤

　　　　（なごみｸﾗﾌﾞ）
木内

箕田

　　（上里ｸﾗﾌﾞ）

関口

　　　（TTL大幡） 　　（石原卓球ｸﾗﾌﾞ）

決勝

 8 - 11
11 -  9
 9 - 11
 4 - 11

-

決勝

  9 - 11
  2 - 11

-



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

中学1年生男子シングルス

1
1

1

2
1

1

1

1 1
2
1

1 1

1

1

1
2

2

1

8 - 11

11 - 6

兼吉 1 8 - 11 3

6 - 11

- 彩栄クラブ

寺野

(大里中学校)39 齋藤 (吉岡中学校) 78 杉山

(荒川中学校)

38 宮田 (荒川中学校) 77 内田 (TTS　OHANA)

37 奥野 (別府中学校) 76 荻原

(吉岡中学校)

36 柴山 (東中学校) 75 漆原 (東中学校)

35 野口 (大里中学校) 74 横森

(荒川中学校)

34 小宮 (大幡中学校) 73 笠原 (別府中学校)

33 上原快 (TTS　OHANA) 72 森村

(大幡中学校)

32 小林 (大里中学校) 71 根岸 (TTS　OHANA)

31 BYE 70 荏原

(東中学校)

30 斉藤 (東中学校) 69 寺野 (彩栄クラブ)

29 剣持 (別府中学校) 68 興儀

(大幡中学校)

28 新 (大里中学校) 67 桑鶴 (大里中学校)

27 中島 (大幡中学校) 66 新井

(荒川中学校)

26 田中勝 (別府中学校) 65 上原大 (TTS　OHANA)

25 管 (松山TTS) 64 東

(東中学校)

24 山口 (荒川中学校) 63 細田 (大幡中学校)

23 矢島 (TTS　OHANA) 62 𠮷橋

(荒川中学校)

22 浅見 (大里中学校) 61 山澤 (大里中学校)

21 旭 (彩栄クラブ) 60 福永

(東中学校)

20 岡安 (別府中学校) 59 神 (吉岡中学校)

19 可合 (東中学校) 58 道山寺野

(TTS　OHANA)

18 佐藤 (荒川中学校) 57 新井 (大里中学校)

17 兼吉 (TTS　OHANA) 56 權太

(大里中学校)

16 小鮒 (東中学校) 55 前林 (大幡中学校)

15 東海林 (大里中学校) 54 関谷

(TTS　OHANA)

14 小出 (東中学校) 53 伊藤 (東中学校)

13 人見 (大幡中学校) 52 斉藤

(東中学校)

12 上原青 (TTS　OHANA) 51 石井 (荒川中学校)

11 田中優 (別府中学校) 50 山本

10 長瀬 (彩栄クラブ) 49 柳本 (荒川中学校)

9 大澤 (荒川中学校) 48 BYE

(TTS　OHANA)

8 木部 (別府中学校) 47 廣井 (大里中学校)

7 佐藤 (大里中学校) 46 倉林護

中村 (東中学校) 42 圓岡

(東中学校)

6 倉林祐 (TTS　OHANA) 45 小澤 (東中学校)

5 飯野 (吉岡中学校) 44 鈴木

TTS　OHANA

(TTS　OHANA)

2 櫻澤 (荒川中学校) 41 石田 (大原中学校)

1 西田 (大幡中学校) 40 松村

(大幡中学校)

4 小貝 (大里中学校) 43 瓜田 (別府中学校)

3



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

中学2年生男子シングルス

2

1

1 2

2

1 1

2 1
1

1

2

1
1

1
1

1 2

2

11 9

11 7

3 4 11 1

11 8

-

-

-

-

-

太田 (大原中学校)21 奥野 (吉岡中学校) 42

藤田 萩原

別府中学校別府中学校

鈴木 (別府中学校)

20 新妻 (東中学校) 41 青木 (大里中学校)

19 太田 (別府中学校) 40

加賀崎 (東中学校)

18 小林 (別府中学校) 39 林 (吉岡中学校)

17 深作 (大里中学校) 38

BYE

16 新島 (大幡中学校) 37 田島 (吉岡中学校)

15 高櫻 (吉岡中学校) 36

庄司 (別府中学校)

14 駒木 (大原中学校) 35 薄井 (大幡中学校)

13 藤田 (別府中学校) 34

中島 (荒川中学校)

12 占部 (東中学校) 33 土屋 (大里中学校)

11 飯野 (大里中学校) 32

湯澤 (荒川中学校)

10 廣瀬 (別府中学校) 31 山中 (大幡中学校)

9 神谷 (吉岡中学校) 30

小西 (別府中学校)

8 渡邉 (大里中学校) 29 小野田 (吉岡中学校)

7 BYE 28

対馬 (吉岡中学校)

6 地村 (大原中学校) 27 眞下 (東中学校)

5 澁澤 (大原中学校) 26

25 尾畑 (大原中学校)

3 丸岡 (別府中学校) 24

藤田

萩原 (別府中学校)

2 石原 (大里中学校) 23 稲村 (大里中学校)

1 大須田 (大幡中学校) 22

竹岡 (別府中学校)

4 中山 (吉岡中学校)



令和3年度熊谷市総合体育大会 第76回熊谷市文化祭卓球大会

中学1年生女子シングルス

1

1

1

1

1
2

2

2 1

2

2

2
2

0 - 11

6 - 11

井坂 0 3 - 11 3

-

ｼｭｴｯﾄ - ｼｭｴｯﾄ

広山

山本 (別府中学校)

24 高村結 (松山TTS) 48 広山 (ｼｭｴｯﾄ)

23 湯浅 (東中学校) 47

田中 (東中学校)

22 岩崎 (奈良中学校) 46 須長 (松山TTS)

21 菅間 (大里中学校) 45

池口 (別府中学校)

20 中村 (別府中学校) 44 関口 (大里中学校)

19 井坂 (ｼｭｴｯﾄ) 43

柿澤 (ｼｭｴｯﾄ)

18 村林 (東中学校) 42 滝瀬 (松山TTS)

17 斉藤 (ｼｭｴｯﾄ) 41

高橋 (奈良中学校)

16 金子 (彩栄クラブ) 40 村山 (別府中学校)

15 石原 (別府中学校) 39

𠮷田 (大里中学校)

14 藤野 (奈良中学校) 38 旭 (彩栄クラブ)

13 鷲津 (中条中学校) 37

高橋 (別府中学校)

12 丸岡 (別府中学校) 36 秋山 (東中学校)

11 吉場 (奈良中学校) 35

広山

加藤 (奈良中学校)

10 長崎 (松山TTS) 34 山﨑 (ｼｭｴｯﾄ)

9 水口 (中条中学校) 33

森田 (大里中学校)

8 林 (ｼｭｴｯﾄ) 32 菊地 (松山TTS)

7 中村 (東中学校) 31

今井 (奈良中学校)

6 秋元 (東中学校) 30 高村咲 (松山TTS)

5 BYE 29

吉野 (中条中学校)

4 西舘 (大里中学校) 28 中澤 (ｼｭｴｯﾄ)

3 吉田 (ｼｭｴｯﾄ) 27

寺野 (彩栄クラブ)

2 草田 (別府中学校) 26 山口 (別府中学校)

1 江花 (奈良中学校) 25
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  ｼｭｴｯﾄ 松山TTS

後飯塚  加藤

風間 (奈良中学校)31 小野 (熊谷JTC) 62

高橋璃 (荒川中学校)

30 長谷川 (東中学校) 61 小川 結 (東中学校)

29 梶本 (大幡中学校) 60

野上 (大幡中学校)

28 島田 (荒川中学校) 59 谷津 (中条中学校)

27 寺嶋 (東中学校) 58

野原 (奈良中学校)

26 吉野悠 (中条中学校) 57 小川 舞 (東中学校)

25 秋元 (大里中学校) 56

吉野菜 (中条中学校)

24 小川 優 (東中学校) 55 笹田 (東中学校)

23 柴崎 (ｼｭｴｯﾄ) 54

高松 (大原中学校)

22 田中 (中条中学校) 53 小林 (別府中学校)

21 中丸 (東中学校) 52

神保 (東中学校)

20 高桑 (荒川中学校) 51 清水 (大里中学校)

19 倉田 (中条中学校) 50

村松 (中条中学校)

18 小池 (東中学校) 49 最上 (大幡中学校)

17 富田 (別府中学校) 48

森田 (大里中学校)

16 岩見 (大幡中学校) 47 田中 (東中学校)

15 高橋毎 (荒川中学校) 46加藤

飛田 (東中学校)

14 篠原 (奈良中学校) 45 木曽 (奈良中学校)

13 赤石 (大幡中学校) 44

代島 (大幡中学校)

12 蓮田 (東中学校) 43 倉上 (荒川中学校)

11 平山 (荒川中学校) 42

本多 (東中学校)

10 秋元 (東中学校) 41 栗原 (奈良中学校)

9 前林 (大幡中学校) 40

後飯塚 (松山TTS)

8 保泉 (奈良中学校) 39 小沼 (大里中学校)

7 堀口 (荒川中学校) 38

弓削 (東中学校)

6 永嶋 (大幡中学校) 37 塩原 (中条中学校)

5 梅景 (荒川中学校) 36

福田 (大里中学校)

4 三根 (東中学校) 35 白根 (東中学校)

3 坂口 (奈良中学校) 34

井坂 (ｼｭｴｯﾄ)

2 松田 (東中学校) 33 福田 (東中学校)

1 加藤 (ｼｭｴｯﾄ) 32
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　　飛田

　 　熊谷高校

浅見

松山TTS

新井 (熊谷工業高校)

2 猪股 (熊谷商業高校) 41 池田 (熊谷西高校)

1 大野 (熊谷高校) 40

関根 (熊谷高校)

4 中川 (熊谷高校) 43 小池優 (熊谷高校)

3 小沼 (熊谷西高校) 42

腰塚 (熊谷西高校)

6 大川原 (熊谷工業高校) 45 藤田 (熊谷高校)

5 榎並 (熊谷西高校) 44

瀬山 (熊谷農業高校)

8 永井 (熊谷農業高校) 47 関根 (熊谷西高校)

7 川崎 (熊谷西高校) 46

BYE

10 坂本 (熊谷農業高校) 49 村山 (翔卓ｸﾗﾌﾞ)

9 井上 (熊谷高校) 48

石井 (熊谷工業高校)

12 西村 (熊谷高校) 51 七戸 (熊谷高校)

11 武政 (熊谷西高校) 50

石森 (松山TTS)

14 大沢 (熊谷農業高校) 53 齋藤 (熊谷西高校)

13 小池理 (熊谷高校) 52

久保 (熊谷高校)

16 相上 (熊谷農業高校) 55 根本 (熊谷高校)

15 柳本 (熊谷高校) 54

町田 (本庄第一高校)

18 日比野 (熊谷商業高校) 57 萩原 (熊谷西高校)

17 渡辺 (熊谷高校) 56

張替 (熊谷工業高校)

20 飛田 (熊谷高校) 59 榑林 (熊谷西高校)

19 樋口 (熊谷農業高校) 58浅見

浅見 (松山TTS)

22 河野 (熊谷農業高校) 61 吉田 (熊谷西高校)

21 加藤 (熊谷西高校) 60

鶴永 (熊谷高校)

24 関口 (熊谷工業高校) 63 石井 (熊谷高校)

23 及川 (熊谷高校) 62

吉田 (熊谷農業高校)

26 河田 (熊谷高校) 65 守屋 (熊谷工業高校)

25 中山 (熊谷西高校) 64

横井 (熊谷商業高校)

28 真下 (熊谷商業高校) 67 鈴木 (熊谷西高校)

27 近藤 (熊谷高校) 66

小松 (熊谷高校)

30 細矢 (熊谷高校) 69 星 (熊谷農業高校)

29 渡辺 (熊谷西高校) 68

根岸 (熊谷工業高校)

32 山﨑 (熊谷商業高校) 71 松崎 (熊谷高校)

31 笠本 (熊谷高校) 70

小池 (熊谷西高校)

34 青木 (熊谷農業高校) 73 藤野 (熊谷商業高校)

33 浅見 (熊谷西高校) 72

(熊谷高校) 76

外村 (熊谷工業高校)

36 滝口 (熊谷高校) 75 酒井 (熊谷西高校)

35 森 (熊谷西高校) 74

岩渕 (練梅会)39 浅田 (熊谷商業高校) 78

小瀧 (熊谷農業高校)

38 原 (熊谷農業高校) 77 島田 (熊谷西高校)

37 花本
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高校生女子シングルス
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箕田 (TTL大幡)11 新井 (ｼｭｴｯﾄ) 22

今村 (熊谷農業高校)

10 笠原 (熊谷農業高校) 21 長谷川 (熊谷西高校)

9 渡辺 (熊谷西高校) 20

松村 (熊谷農業高校)

7 須田 (熊谷西高校) 18

8 谷 (TTL大幡)

5 佐藤朱 (熊谷農業高校)

6 細谷 (熊谷西高校)

加藤 (熊谷農業高校)

4 小林 (熊谷西高校) 15 佐藤真 (熊谷農業高校)

3 中村 (熊谷西高校) 14

大石 (熊谷農業高校)

2 飛川 (熊谷農業高校) 13 山﨑 (熊谷西高校)

1 大朏 (熊谷西高校) 12

新井

 シュエット

新井

TTL大幡

箕田

手取屋 (熊谷西高校)

17 秋好 (熊谷西高校)

16

坪田 (熊谷西高校)

19


