
日　　　時：　　平成３０年６月３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 澤田

２　位 JFS植村塾 坂村 大越 中山 今井 日野 柚木

１　位 メイヤング-Ａ 大井 小針 高崎 浜野 銭高

２　位 ボーンズ-Ｂ 川手 川手 川田雄 中村 難波 西田

１　位 スポーツ少年団ＯＢ-Ｂ 鈴木 山本 本宮 山口 岡田

２　位 アートレス-Ａ 小川 大川 山中 木村 東山

１　位 二俣卓球クラブ 中野 中野 広瀬 小林 三宅 川村

２　位 ＪＯＹ大洲-Ｃ 佐藤 坂本 山神 平尾 八巻 佐藤雅

１　位 八幡小ＰＴＡ-Ａ 川上 乙葉 神山 田代

２　位 京葉ガス 伊藤 古澤 三浦 大橋 庄司 伊藤

１　位 新浜卓球クラブ-Ｃ 津本 津本 加藤 肥沼 我妻

２　位 アートレス-Ｂ 東山 岡安 中村 小池 飛田野

１　位 ＦＳＣ 細田 小幡 石丸 石井 鈴木 細田

２　位 メイヤング-Ｂ 大井 井川 山本 冨永 藤田

１　位 ＪＯＹ大洲-Ｄ 佐藤 鰐淵 花見 辻 大日方 松井

２　位 ミラクル-Ｂ 青山 高橋 伊藤 市岡 鈴木

１　位 ＪＯＹ大洲-Ｂ 佐藤 宮原 土居 松田 佐久間 小林

２　位 新浜卓球クラブ-Ｂ 増田 増田 飯田 中島 加藤

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 クリーククラブ 堀木 宮田 堀木 辻井 今野 藤浦

１　位 マイ卓 馬場 我妻 倉田 青山 丹羽

２　位 ＪＦＳ植村塾 坂村 宮沢 川口 小澤 坂村 神永

１　位 そら豆 石井 池田 佐藤 藤田

２　位 メイヤング-Ａ 大井 澤田美 松田 松本公 松本か

１　位 国分高校-Ａ 黒岩 若林 横川 山野 立野 可児

２　位 手児奈会-Ｂ 三好 浅野 山根 野本 藤川

１　位 大野カメラード 森野 森野 渡辺 増渕 独古 小野寺

２　位 ＴＬＣ-Ａ 伊藤 坂上 栗田 古内 小野

１　位 ＴＬＣ-Ｂ 伊藤 大友 賀川 中島 浦

２　位 ミラクル 青山 松井 古川 高島 島津

１　位 ＦＳＣ 高橋 高橋幹 高橋理 高橋英 橋間 小島

２　位 ＯＴＣ 上田 木城 近藤 染谷 岡本

１　位 ＴＨＩＮＫ 米沢 米沢 篠塚 成田 築尾 狩谷

２　位 メイヤング-Ｂ 大井 江崎 澤田幸 塚崎 仲村

１　位 大町クラブ-Ａ 林 阿部 湯浅 柴崎 吉岡

２　位 球友会-Ａ 福崎 福井 野賀 村岡
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第４６回　フレンドカップ・市内登録団体リーグ戦「前期」
〈 試合結果 〉
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