
開催日：平成28年12月23日（祝） 会場：取手市グリーンスポーツセンター 参加者２５２人　終了１７：００

１位 ２位 １位 ２位

1 一般A
斎田和也（Twinkle ）
後藤こずえ（ターゲット）

中泉　仁（龍卓会）
菊池靖子（茨城県庁卓球クラブ）

2 １００A
木村里司（ターゲット）
飯田恭子（双葉台クラブ）

齋藤秀人（K．SSN ）
石川清美（Twinkle ）

田中幹彦（わかばクラブ）
関口京子（ＳＫＬクラブ）

3 １００B
菊田晴之（白帆クラブ）
遠藤真理（つくば国際ＳＣ）

高田　久（卓順会）
井川菊枝（卓順会）

井原　孝（土浦オレンジクラブ）
菊田幸子（白帆クラブ）

4 １００C
市村博滋（Marron　Club）
市村佳代（Marron　Club）

植木　貢（卓順会）
広瀬みどり（卓順会）

5 １２０A
松谷　昇（みらいクラブ）
松谷修子（みらいクラブ）

土肥崇志（ウイザード）
染谷喜代美（花水木）

黒川　勇（筑西卓友クラブ）
小林禮子（筑西卓友クラブ）

6 １２０B
斉藤周三（大洋クラブ）
鈴木睦子（赤塚幼稚園）

柿沼　寛（わかばクラブ）
茂田てる江（わかばクラブ）

横田勝利（松代クラブ）
亀田青依（つくば学園クラブ）

兵頭文則（右籾クラブ）
田中智恵子（桜SC）

7 １２０C
高橋金作（取手わいわいクラブ）
松井美智子（取手わいわいクラブ）

森　和雄（藤代ラージ）
村上公子（藤代ラージ）

井寺清人（牛久ＳＣ）
殿岡千恵（牛久ＳＣ）

8 １３０A
今村敏夫（日立卓翔会）
青山幸江（日立卓翔会）

長谷部卓栄（大洋クラブ）
上野節子（朋友クラブ）

荒木誠一（フリーダム）
笠木久美子（つくば国際ＳＣ）

肥塚茂行（日立ラージ）
檜山せつ子（MAMAクラブ）

9 １３０B
鴻巣充克（牛久ＳＣ）
熊倉順子（牛久ＳＣ）

北島正敏（取手楽卓クラブ）
松下道子（取手楽卓クラブ）

桜井義幸（オリオンクラブ）
村山みよ（オリオンクラブ）

居在家 功（なかクラブ）
水落眞弓（なかクラブ）

中山サヨコ（つくば学園クラブ）
武田光子（花水木）

川本　昇（フローラクラブ）
森　公子（フローラクラブ）

10 １３０C
山崎喜太郎（すずらん）
山崎悦子（すずらん）

斉藤晴二（ＳＫＬクラブ）
諏訪英子（ＳＫＬクラブ）

及川幸世（島名卓球サークル）
黄地かつ代（島名卓球サークル）

11 １４０A
佐々木秀男（牛久ＳＣ）
池田きよ子（牛久ＳＣ）

橋本健吾（東中根団地卓友会）
住谷さちこ（東中根団地卓友会）

川﨑明弘（水郷ラージ）
田中郁子（水郷ラージ）

12 １４０B
山岸昴夫（松代クラブ）
三木正子（松代クラブ）

大場徹夫（取手楽卓クラブ）
佐藤利子（取手楽卓クラブ）

人見敏夫（牛久ＳＣ）
檜山淳子（松代クラブ）

清水利夫（卓栄会）
石井友子（卓栄会）

恩田益夫（フローラクラブ）
鈴木綾子（フローラクラブ）

熊田　保（松代クラブ）
田口房子（ハーブＴ）

13 １４０C
長坂武彦（乙戸南卓球クラブ）
佐藤満子（乙戸南卓球クラブ）

藤田正行（取手セントラル）
荒井敏子（取手セントラル）

春山信彦（ラージボール水曜会）
澤崎敏子（ラージボール水曜会）

伊勢屋信宏（取手ラージ）
寺田つや子（取手わいわいクラブ）

14 １５０A
石塚恵一（オリオンクラブ）
高畠富子（オリオンクラブ）

中島章隆（東海ラージ）
大友清子（東海ラージ）

小室忠義（日立卓翔会）
小林峰子（日立レディース）

15 １５０B
小松崎 誠（オリオンクラブ）
露﨑みさお（オリオンクラブ）

16 １５０C
稲葉文夫（取手わいわいクラブ）
井之川照子（取手わいわいクラブ）

17 １６０以上
相原輝雄（つくば学園クラブ）
大谷禮子（松代クラブ）

平成２８年度 茨城県ラージボール卓球大会入賞者

３位
上位表彰 下位表彰

混合ダブルス
No. 種目

－1－



１位 ２位 １位 ２位

1 一般A 中泉　仁（龍卓会） 斎田和也（Twinkle ）

2 一般B 深山達也（なかクラブ）

3 ５０A 木村里司（ターゲット） 菊田晴之（白帆クラブ） 田中幹彦（わかばクラブ）

4 ５０B 北川貞之（卓順会） 井原　孝（土浦オレンジクラブ） 高田　久（卓順会）

5 ５０C 市村博滋（Marron　Club）

6 ６０A 齋藤秀人（K．SSN） 松谷　昇（みらいクラブ） 土肥崇志（ウイザード）

7 ６０B 秋山正一（フローラクラブ） 藤原方紀（取手楽卓クラブ） 川村文男（藤代卓信会）

8 ６０C 武藤　守（取手わいわいクラブ）

9 ６５A 長谷部卓栄（大洋クラブ） 黒川　勇（筑西卓友クラブ） 酒井　茂（オリオンクラブ）

10 ６５B 渡部四朗（ＫＬＣ） 鴻巣充克（牛久ＳＣ） 岡本好美（青空ラージ） 板倉民夫（ハーブＴ） 松平　伸（水戸あおいＬＢＣ） 佐々木 進（卓順会）

11 ６５C 渡辺富雄（取手わいわいクラブ） 竹　康志（取手ラージ）

12 ７０A 今村敏夫（日立卓翔会） 宇田健太郎（取手楽卓クラブ） 武藤富三（大洋クラブ） 佐々木秀男（牛久ＳＣ）

13 ７０B 甲田壽男（牛久ＳＣ） 横田勝利（松代クラブ） 金　哲夫（卓栄会） 恩田益夫（フローラクラブ） 請川孝治（松代クラブ） 富田　孝（右籾クラブ）

14 ７０C 藤田正行（取手セントラル） 高橋金作（取手わいわいクラブ） 井寺清人（牛久ＳＣ） 瀬尾邦彦（取手わいわいクラブ）

15 ７５A 小室忠義（日立卓翔会） 中島章隆（東海ラージ） 石塚恵一（オリオンクラブ）

16 ７５B 村田忠臣（ＫＬＣ） 人見敏夫（牛久ＳＣ） 塩田辰夫（取手ラージ） 長坂武彦（乙戸南卓球クラブ）

17 ７５C 永山政浩（取手わいわいクラブ）

18 ８０以上A 上岡秀輔（大洋クラブ）

19 ８０以上B 鈴木貞司（フローラクラブ） 岡田正中（オリオンクラブ）

上位表彰 下位表彰
３位

男子シングルス
No. 種目

－2－



１位 ２位 １位 ２位

1 一般A 柴田里余（赤塚幼稚園）

2 一般B 淡路初枝（卓順会）

3 一般C 市村佳代（Marron　Club）

4 ５０A 後藤こずえ（ターゲット） 染谷喜代美（花水木） 松谷修子（みらいクラブ）

5 ５０B 遠藤真理（つくば国際ＳＣ） 井川菊枝（卓順会） 茂田てる江（わかばクラブ） 荒槇由美（ウイザード）

6 ５０C 松井美智子（取手わいわいクラブ） 笹沼美智子（卓順会）

7 ６０A 青山幸江（日立卓翔会） 関口京子（ＳＫＬクラブ） 佐藤千恵子（わかばクラブ）

8 ６０B 水藤和子（日立友光会） 武田光子（花水木） 水落眞弓（なかクラブ） 田口房子（ハーブＴ）

9 ６０C 市川喜子（サンアクセス） 諏訪英子（ＳＫＬクラブ） 廣瀬春美（サンアクセス）

10 ６５A 笠木久美子（つくば国際ＳＣ） 和知洋子（サンアクセス） 氏橋まさ子（ウイザード）

11 ６５B 松下道子（取手楽卓クラブ） 鶴町みち子（卓栄会） 住谷幸子（宮西卓球クラブ） 村山みよ（オリオンクラブ） 池田ふみ江（KLC） 武田由枝（ユーアイＲ）

12 ６５C 黄地かつ代（島名卓球サークル） 及川幸世（島名卓球サークル） 竹　信子（取手ラージ） 原島洋子（取手わいわいクラブ） 澤崎敏子（ラージボール水曜会） 山崎悦子（すずらん）

13 ７０A 檜山せつ子（MAMAクラブ） 池田きよ子（牛久ＳＣ） 伊藤玉枝（オリオンクラブ）

14 ７０B 露﨑みさお（オリオンクラブ） 堀口トシ子（オリオンクラブ） 柊　聰子（牛久ＳＣ） 石井友子（卓栄会）

15 ７０C 神保ひさ（取手ラージ） 荒井敏子（取手セントラル） 菊池美代子（東海ラージ） 綾部ナミ子（さくら会）

16 ７５A 大友清子（東海ラージ） 高畠富子（オリオンクラブ） 小林峰子（日立レディース）

17 ７５B 大河原綾子（取手楽卓クラブ）

18 ７５C 濵田悳子（つくば学園クラブ） 井之川照子（取手わいわいクラブ）

19 ８０以上A 川田玉江（筑西レディース）

女子シングルス
No. 種目

上位表彰 下位表彰
３位

－3－


