
種　　　　目 棄権 １　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 下位１位 下位２位
A B

（男子シングルス） 60 31 7
野口　要一 竹内　隆 菊田　晴之 小林　啓一 大津　清一 飛田　勇一
（岩間クラブ）  （日製日立） （TOクラブ） （岩間クラブ） （常北クラブ） （卓親会）
永田　裕 園部　弘一 原田　政和 菊池　義弘 甲斐　基永 篠崎　修
（茨城県庁） （岩間クラブ） （JR東日本水戸） （球友クラブ） （フリーダム） （つくば学園クラブ）

６０歳以上　Aクラス 佐々木和雄 大窪　勝利 今村　敏夫 齋藤　威 酒井　茂 冨士原行彦
（多賀クラブ） （日立卓翔会） （日立卓翔会） （日立卓翔会） （オリオンクラブ） （フリーダム）

橋本　健吾 福士　房輝 上岡　秀輔 木村　次雄 高倉　勝雄 江幡　勝一
（東海ラージ） （フローラクラブ） （大洋クラブ） （古河クラブ） （東海ラージ） （寿ラージ）

相原　輝雄 河野　頴二
（つくば学園クラブ） （日立卓翔会）

秋山　正一
（フローラクラブ）

諸田　幸夫 原田　光紀 恩田　益夫 横田　勝利 西野　正巳 近藤　金道
（日立卓翔会） （永山クラブ） （フローラクラブ） （つくば学園クラブ） （東海ラージ） （かみねラージ）

綿引　邦彦 宇田健太郎 亀山　圭一 中島　章隆
（豊浦クラブ） （寺原卓球クラブ） （フローラクラブ） （かみねラージ）

（女子シングルス） 41 54 4
青山　幸江 宮内　悦子 菊池　靖子 米川　静香 吉川　陽子 竹内　知子
（日立レディース） （岩間クラブ） （東海レディース） （霞卓翔クラブ） （つくば学園クラブ）  （日製日立）

小林　正子 高橋　幸子 阿久津しげ子 笠木久美子 山本　暁美 武田　光子
（岩間クラブ） （霞卓翔クラブ） （双葉台クラブ） （つくば国際SC） （多賀クラブ） （水郷花水木）

大友　清子 檜山せつ子 中山サヨコ 山岡　静江 吉村美代子 五味美津江
（悠友クラブ） （桜花クラブ） （つくば学園クラブ） （双葉台クラブ） （オリオンクラブ） （日立卓翔会）

川上　八重 大部三千子 星野　綾子 鈴木　鈴子 加藤　国子 岸　百々代
（大塚卓友会） （千寿会） （東海ラージ） （かみねラージ） （ユーアイクラブ） （フローラクラブ）

中村　順子 酒井　恵子 後藤代志子 田口　房子 白土まり子 米川　信子
（かみねラージ） （オリオンクラブ） （桜花クラブ） （藤代レディース） （かみねラージ） （サンアクセス）

大橋　久江 玉置　寧子 片岡　君子 高畠　富子 佐藤　順子 菊池美代子
（日立レディース） （水戸レディース） （東海ラージ） （オリオンクラブ） （かみねラージ） （東海ラージ）

住谷　幸子 中村カヨ子 小野瀬房子 佐藤美智江 立原　俊江 海野美代子
（水戸レディース） （水都４４） （朋友クラブ） （日立レディース） （東海ラージ） （那珂ラージ）

種　　　　目 １　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 下位１位 下位２位
A B 棄権

（混合ダブルス） 47 48 7

菊田　晴之 野口　要一 竹内　隆 雨澤　康文 甲斐　基永 渡邉　久之
（TOクラブ） （岩間クラブ） （日製日立） （岩間クラブ） （フリーダム） （日製日立）
荒木美輪子 宮内悦子 竹内　知子 海野　利子 米川　静香 渡邉　栄子
（つくば国際SC） （岩間クラブ） （日製日立） （日立レディース） （霞卓翔クラブ） （日製日立）

小林　啓一 佐々木和雄 荒木　誠一 河野　貫一 菊池　清行 木村　里司
（岩間クラブ） （多賀クラブ） （フリーダム） （球友クラブ） （フリーダム） （フリーダム）
小林　正子 山本　暁美 笠木久美子 安藤　孝子 高橋　幸子 中山サヨコ
（岩間クラブ） （多賀クラブ） （つくば国際SC） （双葉台クラブ） （霞卓翔クラブ） （つくば学園クラブ）

亀谷　隆一 綱川　正 今村　敏夫 村山　正毅 村松　忠義 齋藤　威
（大洋クラブ） （大洋クラブ） （日立卓翔会） （オリオンクラブ） （新田原） （日立卓翔会）

山岡　静江 上野　節子 田島　悦子 村山　みよ 吉村美代子 五味美津江
（双葉台クラブ） （東海レディース） （日立卓翔会） （オリオンクラブ） （オリオンクラブ） （日立卓翔会）

永木　裕 高倉　勝雄 鈴木　貞司 江幡　勝一 小泉　真 宮崎　満朗
（SC水戸） （東海ラージ） （フローラクラブ） （寿ラージ） （那珂ラージ） （寺原卓球クラブ）

川上　八重 高倉よし子 武藤　笑子 大部三千子 海野美代子 八巻ツヤ子
（大塚卓友会） （東海ラージ） （フローラクラブ） （千寿会） （那珂ラージ） （オリオンクラブ）

相原　輝雄 高橋　八郎 秋田　実数 野沢　宏益
（つくば学園クラブ） （東海ラージ） （つくば学園クラブ） （楽々ラージ）

大谷　禮子 星野　綾子 盛谷　享子 神永マサ子
（松代クラブ） （東海ラージ） （年金者クラブ土浦） （楽々ラージ）

板倉　民夫 鴨志田千恵子 田所　辰夫 飛田　勇一 横田　勝利
（取手タートル） （日立卓翔会） （球友クラブ） （卓親会） （つくば学園クラブ）

田口　房子 大串　幸子 川崎　弘子 長谷川紀子 亀田　青依
（藤代レディース） （日立卓翔会） （じゅんクラブ） （水戸レディース） （年金者クラブ土浦）

恩田　益夫 中島　章隆 原田　光紀 小室　忠義 桑原千鶴子 菊地　正芳
（フローラクラブ） （かみねラージ） （永山クラブ） （日立卓翔会） （大みかさくら） （楽々ラージ）

大橋　久江 中村　順子 高畠　富子 小林　峰子 白土まり子 沢畠美智子
（フローラクラブ） （かみねラージ） （オリオンクラブ） （日立レディース） （かみねラージ） （楽々ラージ）

玉置　寧子 石塚　惠一 西野　正巳 宇田健太郎 小松　吉彦 平井大史郎
（水戸レディース） （オリオンクラブ） （東海ラージ） （寺原卓球クラブ） （かみねラージ） （かみねラージ）

住谷　幸子 関根津耶子 江口　文子 後藤代志子 佐藤美智江 佐藤　順子
（水戸レディース） （オリオンクラブ） （東海ラージ） （桜花クラブ） （日立レディース） （かみねラージ）

一般　

１００歳以上　Aクラス

１２０歳以上　Aクラス

参加者数

8

21

21 1

2

１４０歳以上

１５０歳以上

平成２０年度茨城県ラージボール卓球選手権大会 入賞一覧表　　　（平成２０年１０月４日（土））

６０歳以上　B－２ｸﾗｽ

7

9

12

13

0

12

0

0

1

2

0

参加者数

一般

５０歳以上　Aクラス

６０歳以上　Aクラス

７０歳以上

８０歳以上

５０歳以上　Bクラス

６０歳以上　B－１ｸﾗｽ

15

8

12

4

１００歳以上　Bクラス 7 2

１２０歳以上　B-1 クラス 21 1

１２０歳以上　B-２ クラス 20 1

0

0

0

1

0

10

11

16

21

2

1

15

15

0

1

1

3

2

0

0

0

５０歳以上　Bクラス

６０歳以上　B－１ｸﾗｽ

６０歳以上　B－２ｸﾗｽ

一般

５０歳以上　Aクラス

７０歳以上

８０歳以上


