
日　　　時：　　平成３０年１月１４日（日）

会　　　場：　　市川市国府台市民体育館

種　　　目：　　２複３単（団体戦）

競技内容：　　エレベーター方式（昇格1位、降格最下位）

ランク 順　位 クラブ名 監督

１　位 菅野クラブ-Ａ 高橋 星野 鈴木 黒澤 角田

２　位 スウィフト 井津 井津 東 土橋 高橋 後藤

１　位 ＪＦＳ植村塾-A 坂村 能渡 大越秀 大越弘 中山 坂村

２　位 NAKAYAMA-A 堀米 堀米 稲数修 高 田中 稲数真

１　位 ボーンズ-A 川手 高城 川田有 宇井 大久保 川田雄

２　位 ミラクル-A 青山 東海林 梶田 藤田 野口 中村

１　位 スポーツ少年団OB-B 鈴木 山本 岡田 本宮 牧野

２　位 菅野クラブ-B 高橋 根本智 根本将 高橋正 高橋昌 大岩

１　位 新浜卓球クラブ 増田 黄 成田 飯田 馬場 長島

２　位 THINK-B 竹上 加藤 我妻 鎌田修 国吉

１　位 アートレス-A 大川 小川 木村弘 東山葵

２　位 JFS植村塾-B 坂村 高橋 今井 雪垣 青山 柚木

１　位 大野カメラード-A 大島 大島 牧野 独古 小野寺

２　位 NAKAYAMA-B 堀米 早川 米倉 山口 伊藤 正木

１　位 ＪＯＹ大洲-C 佐藤 坂本 山神 佐藤雅 平尾

２　位 大野カメラード-C 江波戸 津田 江波戸 尾野 田口

１　位 リンクス-B 小田島 大野 内田 松木

２　位 市川二中-A 高橋 小澤 中根 武藤 津田

１　位 八幡小卓球部 川上 乙葉 神山 田代

２　位 ミラクル-B 青山 三枝 髙橋 伊藤 東海林大 市岡

ランク 順　位 クラブ名 監督

１　位 スウィフト 山本 山本 藤田 高知尾 森 戸台

２　位 JFS植村塾 坂村 宮沢 浅津 川口 小澤

１　位 アクアマリン-A 大髙 大髙 小曽根 富澤 永野

２　位 NAKAYAMA 堀米 石原 横尾 小寺 中田

１　位 行徳クラブ 関口 関口 金子 中村 高橋

２　位 メイヤング-A 大井 澤田 松田 松本 関 仲村

１　位 手児奈会-A 吉田 船津 小林 末宗 加藤

２　位 TLC-A 伊藤 坂上 古内 小野 栗田

１　位 そら豆 石井 池田 佐藤 藤田 稗田

２　位 大野カメラード 森野 森野 増渕 内山 渡辺 小野寺

１　位 手児奈会-B 三好 山根 野本 影山 浅野

２　位 ミラクル 青山 松井 古川 島津 高島

１　位 卓美クラブ-A 金子 本城 石井 吉村

２　位 メイヤング-B 大井 関谷 羽根川 有冨 江崎 塚崎

１　位 アクアマリン-B 児玉 南東 大西 安達

２　位 市川二中 高橋 清水 北村 絹川 松永
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第４５回　フレンドカップ・市内登録団体リーグ戦「後期」
〈 試合結果 〉
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