
種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　　　　　【男子シングルス A】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

男子シングルス　一般A(イ） 内田　康裕 大阪 大阪サンフレンド 森　普之 愛知 みつのきＴＴＣ 柳生　和義 東京 卓精会 長岡　達也 大阪 大阪ナイトクラブ

男子シングルス　一般A(ロ） 香坂　亮志 東京 天狗乃舞 矢城　智宏 東京 ニッタクサンフレンド 丸山　明彦 東京 町田ぴいぱる 庄野　肇 大阪 チームやわらぎ

男子シングルス　一般A(ハ）高橋　智宏 秋田 夕凪クラブ 石津　圭佑 静岡 スズキ 和田　隆仁 大阪 和田卓球クラブ 橋本　卓央 福島 いわき卓球

男子シングルス　４０A　(イ） 吉田　健二 愛知 刈谷サタデークラブ 鎮西　直人 長野 鎌田クラブ 藤本　武司 東京 ニッタクサンフレンド 田窪　竜次 大阪 上六卓球クラブ

男子シングルス　４０A　(ロ） 喬　瑞雪 神奈川 太洋歯科 大貫　憲司 栃木 ＫＳＫ卓球クラブ 小菅　清彦 東京 西東京クラブ 大矢　朋彦 千葉 ＬＩＮＫ

男子シングルス　５０A　(イ） 不破　政和 千葉 千葉クラブ 山田　昭仁 静岡 青嵐クラブ 佐々木伸人 岩手 モーモー 山本　保 石川 ななおクラブ

男子シングルス　５０A　(ロ） 林　登志満 岐阜 Ｓ．Ｔ 奈良岡　克彦 青森 チームナラオカ 高野　賢治 新潟 卓泳会 千田　司 岩手 奥州クラブ

男子シングルス　６０A　(イ） 渡辺　洋文 群馬 かたくりＬ 日浦　孝治 徳島 チームＨＩＵＲＡ 中山　清司 東京 西東京クラブ 増田　健一 東京 卓精会

男子シングルス　６０A　(ロ） 井上　啓 静岡 井上卓球 山勢　和幸 徳島 チームＨＩＵＲＡ 横田　貞義 山口 スリースター 青木　誠 島根 斐川クラブ

男子シングルス　６５A　(イ） 濱西　隆重 高知 ピンポン館 村上　力 宮城 桔梗苦羅舞 西河　雅章 東京 個人 森政　健治 山口 白石卓球クラブ

男子シングルス　６５A　(ロ） 山内　正 愛知 ザ・安祥 三田村　則明 東京 卓楓会 渡辺　富雄 栃木 ドリームＬＣ 轡田　崇幸 新潟 新潟ドリーム

男子シングルス　７０A　(イ） 川中　正明 富山 チーム川中 田村　延弘 静岡 沼津クラブ 長江　義和 愛知 春日井クラブ 金田　勉 新潟 新潟如水会

男子シングルス　７０A　(ロ） 伊藤　孝志 秋田 スカイ倶楽部 和泉田　俊一 新潟 チーム中山 沼部　賢二 神奈川 新ゆり卓球クラブ 山中　三郎 北海道 ＨＹＳ

男子シングルス　７０A　(ハ）鈴木　敏雄 富山 柳町卓友会 櫻田　晴夫 青森 十和田熟年卓球クラブ 原田　正 福岡 博多ベテラン会 河村　吉夫 山形 山形クラブ

男子シングルス　７５A　(イ） 黒田　幸彦 宮城 仙台萩クラブ 国重　博 山口 防府ベテラン会 安久津　吉延 岩手 釜石卓球クラブ 本多　清美 愛知 チーム・ＨＮＤ

男子シングルス　７５A　(ロ） 中山　和英 徳島 クロサキ 大久保　宏 宮城 仙台萩クラブ 間渕　武彦 静岡 浜松ベテラン会 大野　栄作 富山 かたかごクラブ

男子シングルス　８０  　(イ） 奥原　靖夫 山口 下関卓協 小野塚　章司 千葉 ベガクラブ 有木　寿一 埼玉 卓楽会 西村　弘二 福岡 安永卓球クラブ

男子シングルス　８０  　(ロ） 池内　祥治 熊本 ＳＥＩＺＡＮクラブ 大盛　明信 広島 呉夢ＴＴＣ 小野寺　弘太郎 岩手 白絲クラブ 山下　雅幸 岡山 倉敷玉森

男子シングルス　８０  　(ハ）古畑　冨士夫 静岡 浜北クラブ 阿部　順 青森 弘前ラージ 小園　宏二 福岡 春日ラージ 三村　慶一 奈良 橿原市卓球協会

男子シングルス　８５ 杉山　鉄夫 山形 山形クラブ 濱　惣六 長野 岡谷雷鳥クラブ 河合　豊吉 富山 みしまのクラブ 澤西　實 千葉 市原ラージ同好会

優　　　　勝 準　　優　　勝 ３　位　入　賞 ３　位　入　賞



種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　　　　　【男子シングルス B】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

男子シングルス　一般B(イ） 瀧澤　光功 埼玉 ｉｒｕｉｒｕ　ｃｌｕｂ 佐藤　正人 群馬 あづまクラブ 橋本　誠吾 埼玉 Ｅ’ｓ 佐藤　勝哉 東京 天狗乃舞

男子シングルス　一般B(ロ） 小島　克之 埼玉 ＴＴＣ浦和土合 及川　暁 岩手 モーモー 吉田　宜 兵庫 富士通テン 山崎　卓也 愛知 みつのきＴＴＣ

男子シングルス　４０B　 河西　浩志 栃木 Ｍ－Ｓｔｅｐ 鷲見　明 栃木 桜クラブ 村上　篤 長野 鎌田クラブ 今野　正 山形 チーム山形

男子シングルス　５０B　(イ） 吉田　孝行 長野 大北愛球 高橋　忠明 栃木 Ｍ－Ｓｔｅｐ 菊池　祐 岩手 モーモー 須坂　健一 千葉 ＺＥＲＯ

男子シングルス　５０B　(ロ） 村上　慶二 長野 伊那谷ラージ 柘植　宏憲 愛知 バブル 小林　紀雄 広島 吉田クラブ 高嶺　昭一 栃木 祇園会

男子シングルス　６０B　(イ） 柴　厚行 静岡 清水ラージ 　　　　　　　【混合ダブルス】 長野 武田　徳則 愛媛 あたごクラブ 鈴江　敏夫 京都 平盛クラブ

男子シングルス　６０B　(ロ） 太田　守彦 埼玉 雅倶楽部 山本　巧 広島 呉夢ＴＴＣ 中村　辰己 埼玉 武団 佐野　敬 石川 大宗クラブ

男子シングルス　６５B　(イ） 下地　玄栄 沖縄 ティーダ 遠藤　吉昭 茨城 ターゲット 安部　貞一 秋田 北欧ラージ 水上　敏男 栃木 かもしかクラブ

男子シングルス　６５B　(ロ） 前多　一則 長野 大北愛球 岡崎　一郎 徳島 牟岐クラブ 濱田　日出夫 島根 隠岐ラージ愛好会 川平　義幸 広島 呉夢ＴＴＣ

男子シングルス　７０B　(イ） 鈴木　孝志 静岡 沼津クラブ 川﨑　明弘 茨城 水郷ラージ 佐藤　孝夫 埼玉 春日部レク卓 越田　耕三 岩手 奥州クラブ

男子シングルス　７０B　(ロ） 舩曳　静行 福岡 博多いいとも会 佐藤　幸由 福島 さわやか南相馬 保田　孝 大阪 大阪ベテラン会 秋山　宗生 香川 三宝

男子シングルス　７５B　(イ） 小野　紀一 宮城 ゼルフィス大河原 田中　賢二 群馬 高崎卓楽会 石塚　恵一 茨城 オリオンクラブ 熊谷　光男 千葉 サムディ松戸

男子シングルス　７５B　(ロ） 高橋　一夫 埼玉 小江戸ラージ 船橋　栄吉 青森 青森ミドルエイヂ卓球クラブ 広戸　英文 山口 久保ラージ 曽田　貞夫 島根 平田卓栄

優　　　　勝 準　　優　　勝 ３　位　入　賞 ３　位　入　賞

村山正毅
四角形

村山正毅
四角形

村山正毅
四角形



種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　　　　　【女子シングルス A】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

女子シングルス　一般A 鹿目　里江子 東京 Hachitaku 上田　早織 大阪 吉岡SC 伊積　さくら 東京 ニッタクサンフレンド 山本　梨布 大阪 和田卓球クラブ

女子シングルス　４０A 布村　裕子 島根 VIN-TAGE 宍戸　裕子 千葉 花野井クラブ 小野　千代 東京 卓精会 山田　智子 愛知 クローバー

女子シングルス　５０A　(イ） 馮　敏 岐阜 S.T 珍道　美晴 三重 松阪レディース 伊藤　史枝 愛知 クローバー 寺迫　育代 大阪 月うさぎ

女子シングルス　５０A　(ロ） 大津　絵美子 香川 丸亀SC 濱川　永子 高知 南四国スズキ 高野　悦子 徳島 チームHIURA 小長井　千恵子 静岡 静岡クラブ

女子シングルス　６０A　(イ） 五十嵐　久美子 山形 あつみクラブ 與口　幹 新潟 しおかぜ柏崎 北島　よし子 東京 卓精会 若泉　敦子 大阪 ONE　PIECE

女子シングルス　６０A　(ロ） 井ノ口　博子 千葉 花野井クラブ 國松　愉美 高知 國松企画 伊藤　由美子 静岡 FINE 小山　秀子 静岡 L・ローザ

女子シングルス　６５A　(イ） 延広　令子 山口 岩国クラブ 田村　則子 新潟 ぽらりす 金原　法子 北海道 個人 岡本　和子 北海道 北斗クラブ

女子シングルス　６５A　(ロ） 天野　久子 宮城 さくらクラブ 横山　裕見子 高知 ピンポン館 長尾　伸子 大分 大分LGC 宮崎　京子 愛知 マキフレンド

女子シングルス　７０A　(イ） 大江　恵美子 山口 ひかる 杉本　久美子 山形 チーム山形 永田　ミヨ子 神奈川 浜卓会 新井　陽子 秋田 秋田卓球会館

女子シングルス　７０A　(ロ） 篠ケ谷　八重子 静岡 FFガヤッシュ 仲山　正子 栃木 オオルリクラブ 会見　信子 香川 桜TTC 斉藤　秋子 新潟 卓好クラブ

女子シングルス　７０A　(ハ）平田　洋子 東京 武蔵野クラブ 鳥居　恭子 愛知 あすなろクラブ 小池　弘子 山形 鶴岡ラージ 樋口　昭代 東京 ももんが

女子シングルス　７５A　(イ） 中原　良子 山口 岩国東同好会 大掛　まさ美 東京 イーグルス 山本　洋子 千葉 市原クラブ 中道　多美子　 山口 柳友クラブ

女子シングルス　７５A　(ロ） 八木　淳子 徳島 個人 石井　美尾 兵庫 兵庫卓研 池田　章子 大阪 翡翠 滝本　暁子 北海道 函館卓栄会

女子シングルス　８０　　(イ） 珠玖　幸子 神奈川 神奈川浜卓会 長瀬　ちづ子 愛知 明誠クラブ 上野　和子 広島 三次卓球同好会 茂木　千枝 群馬 さわやかL

女子シングルス　８０　　(ロ） 原田　哲子 山口 柳友クラブ 田邊　倫子 愛知 わかくさ 川端　八千代 栃木 ブルースカイ 福富　和子 栃木 巴波クラブ

女子シングルス　８５ 依光　冨久子 東京 府中ラージ 久保田　とく 青森 東北町LB卓球協会 服部　修子 三重 ケロヨン 袴田　弘子 静岡 掛川桔梗

優　　　　勝 準　　優　　勝 ３　位　入　賞 ３　位　入　賞



種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　　　　　【女子シングルス B】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

女子シングルス　一般B 武井　絵里子 群馬 ふたば 池田　希 東京 Exceed大田 藤原　和美 東京 卓精会 須方　優 兵庫 Candy

女子シングルス　４０B 加藤　さゆり 群馬 桐栄会 小山　智子 大阪 和泉ラージクラブ 垣内　弓子 三重 エイムン 加藤　知美 愛知 GM太陽

女子シングルス　５０B　(イ） 森本　なるみ 福井 若狭そともクラブ 花岡　由美子 長野 ROKUMON 鈴木　睦子 茨城 赤塚幼稚園 浜中　香織 島根 隠岐ラージ愛好会

女子シングルス　５０B　(ロ） 足立　直子 愛知 クローバー 水口　香代 北海道 和寒卓球協会 八木　勢津 高知 四国銀行 関口　宏美 埼玉 飯能卓連

女子シングルス　６０B　(イ） 樫出　より子 埼玉 三郷SKS 鏡　陽子 徳島 チームHIURA 松本　邦子 石川 金沢大浦公民館 仲本　和美 島根 隠岐ラージ愛好会

女子シングルス　６０B　(ロ） 濱元　真由美 富山 星球会 加茂　尚子 宮城 ゼフィルス大河原 金磯　和美 徳島 名西クラブ 丸井　優子 北海道 アカシヤ

女子シングルス　６５B　(イ） 岩本　宏江 埼玉 西越LB 濱﨑　千砂子 大阪 桃源 森山　真弓 岡山 倉敷玉森 松尾　美恵子 島根 フットワーク

女子シングルス　６５B　(ロ） 木下　りえ 熊本 玉名市卓協 鎌田　順子 徳島 名西クラブ 高崎　己知江 神奈川 藤沢ラージ 中村　豊美 東京 イーグルス

女子シングルス　６５B　(ハ）古田　良子 徳島 名西クラブ 青木　栄子 愛媛 旭友クラブ 猪原　美美 福岡 香椎卓球クラブ 佐久間　寿美絵 千葉 かりん

女子シングルス　７０B　(イ） 青木　秋子 長野 アルプスクラブ 　　　　　　　【混合ダブルス】 大阪 佐野　陽子 神奈川 三ツ沢スターズ 加藤　功子 岩手 一関ラージ卓球クラブ

女子シングルス　７０B　(ロ） 野原　てる子 富山 Q-クラブ 福田　美恵子 東京 大田クラブ 岡田　富子 静岡 沼津ハーモニー 川腰　晴美 長野 アルプス

女子シングルス　７０B　(ハ）木下　秋子 石川 ななおクラブ 小島　馨 東京 小金井卓連 津田　妙子 兵庫 神戸ラージ 佐藤　靖子 青森 沖舘新卓球クラブ

女子シングルス　７５B　(イ） 土屋　加代子 東京 あきしまラージボール同好会 真田　久子 青森 むつ市卓球協会 浜崎　ナミ子 熊本 玉名市卓協 吉村　宜子 愛知 岡崎婦人クラブ

女子シングルス　７５B　(ロ） 田村　ちえ子 東京 皐月会 宮崎　富士代 島根 松江卓友会 阿曽　晴美 山形 河北ベテラン会 佐尾　寿子 岐阜 すみれ卓球

女子シングルス　７５B　(ハ）竹谷　京子 青森 トライアングル青森 伊奈　利子 愛知 愛知パルチーダ 山寺　従子 岡山 チャオくらしき 作野　美栄子 島根 松江卓友会

優　　　　勝 準　　優　　勝 ３　位　入　賞 ３　位　入　賞

村山正毅
四角形



種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　　　　【男子ダブルス A/B】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

男子ダブルス　一般A 藤川　亮 みつのきＴＴＣ 今田　悦正 チーム山形 丸山　明彦 町田ぴいぱる 安藤　卓志 安藤塾

相澤　光 本城クラブ 金子　哲士 ピンポンショップカネコ 石田　拳志郎 町田ぴいぱる 久神　挙生 安藤塾

男子ダブルス　　８０A 阿部　稔 カヴァヌーラ 田中　敬大 南国卓球ごめん 太田　昭博 秋田ノースクラブ 宮地　勝夫 Ａ・マインド

髙橋　鑑史郎 カヴァヌーラ 澤崎　栄吾 土佐中高等学校職員 近藤　征裕 秋田ノースクラブ 川島　弘行 卓球家クラブ

男子ダブルス　１００A　 林　登志満 Ｓ．Ｔ 齋藤　均 チーム山形 不破　政和 千葉クラブ 北畠　滋 大正同好会

今瀬　久典 Ｓ．Ｔ 長谷川　直紀 ＡＳＥジャパン 石田　信男 チームＭＢＳ 阿部　進 カヴァヌーラ

男子ダブルス　１２０A　 斉藤　斉 しずおか信用金庫 宅原　清治 栃木クラブ 横田　貞義 スリースター 小松　孝次 花野井クラブ

井上　啓 井上卓球 大阿久　和男 栃木クラブ 国村　章 東洋銅鈑 佐々木　正義 オアシスＴＴＣ

男子ダブルス　１３０A　 吉田　留夫 苗卓会 勝野　俊幸 しおかぜ柏崎 三田村　則明 卓楓会 鈴木　覚 県居

鈴木　則行 函ラジエイト 渡辺　道明 長岡ラージ 小田切　健晴 目黒不動クラブ 大島　有道 浜北クラブ

男子ダブルス　１４０A　 鈴木　敏雄 柳町卓友会 折田　幹夫 吉田クラブ 田中　力 中津川好卓会 吉見　康二 親球会

川中　正明 チーム川中 藤田　勝巳 ラージボール卓球びんご 石田　信利 Ｓ．フェニックス 中村　提見 サザンクロス

男子ダブルス　１５０　　 石田　公典 小金井卓連 沼尾　憲彌 かもしかクラブ 西村　正人 下松オールスターズ 大宮　修 西東京クラブ

森口　健二 尾山台クラブ 絹川　寧 かもしかクラブ 藤沢　豊 桜木クラブ 宮永　直志 東叡会

男子ダブルス　１６０ 小野塚　章司 ベガクラブ 手嶋　啓介 浜松ベテラン会 黒岩　道昌 橋本市ラージボール卓球協会 角谷　康二 碧南ラージ

磯村　章 佐倉ラージ 内山　毅 磐田ラリークラブ 児嶋　淳 橋本市ラージボール卓球協会 瀬田　富三 ゲラピンⅤ

男子ダブルス　一般B 小松　清仁 ブループラム 山口　進 大江戸ファンタジー 佐藤　正人 あづまクラブ 大村　直史 甲府クラブ

岩永　和文 ブループラム 熊倉　健太郎 ＩＨＩ 福原　祥平 あづまクラブ 斉藤　卓瑠 大月卓連

男子ダブルス　　８０B 長谷川　徹 チーム山形 岡崎　裕司 Ｓ．Ｔ．Ｃ 小出　辰也 Ａ．Ｊ．Ｃ．Ｃ 村松　禎雄 マーキュリー

今野　正 チーム山形 藤沢　大器 Ｓ．Ｔ．Ｃ 宮井　和敏 アスリート相模 増田　一憲 マーキュリー

男子ダブルス　１００B 高橋　忠明 Ｍ－Ｓｔｅｐ 村上　慶二 伊那谷ラージ 鈴木　好 ゼフィルス大河原 豊田　力 桜クラブ

河西　浩志 Ｍ－Ｓｔｅｐ 小松　幸保 ＴＴＣ岡谷 宮澤　則夫 ゼフィルス大河原 鷲見　明 桜クラブ

男子ダブルス　１２０B 片山　卓 清水ラージ 佐野　敬 大宗クラブ 山田　慎二 みみずく会 鈴江　敏夫 平盛クラブ

柴　厚行 清水ラージ 釜親　利雄 档の会 吉中　健治 みみずく会 隅谷　正昭 平盛クラブ

男子ダブルス　１３０B 保科　佳澄 五條ラージ 山本　巧 呉夢ＴＴＣ 仲保　進一郎 越前水仙クラブ 深海　房雄 かもしかクラブ

田野瀬　俊夫 五條ラージ 川平　義幸 呉夢ＴＴＣ 酒井　敏昭 福井ウエスト 斉藤　茂 笑忍俱楽部

男子ダブルス　１４０B 船橋　栄吉 青森ミドルエイヂ卓球クラブ 岡本　功 藤枝卓球クラブ 千葉　直久 ゼフィルス大河原 向谷地　長八 八戸市ラージボール卓球協会

石田　孝造 沖館新卓球クラブ 大石　猪三夫 小川卓球クラブ 小野　紀一 ゼフィルス大河原 沼崎　昭 東北町ラージボール卓球協会

青森 静岡 宮城 青森

静岡 石川 広島 京都

奈良 広島 福井 栃木

山形 福島 神奈川 静岡

栃木 長野 宮城 栃木

千葉 静岡 和歌山 愛知

東京 東京 群馬 山梨

富山 広島 岐阜 埼玉

東京 栃木 山口 東京

静岡 栃木 山口 千葉

北海道 新潟 東京 静岡

神奈川 高知 秋田 香川

岐阜 山形 千葉 神奈川

優　　　　勝 準　　優　　勝 ３　位　入　賞 ３　位　入　賞

愛知 山形 東京 宮崎



種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　 　【女子ダブルス　A/B】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

女子ダブルス　一般A 佐藤　徳子 Ｓ．Ｔ．Ｃ 石井　和佳子 さくらんぼ 伊積　さくら ニッタクサンフレンド 大野　さゆり 卓球めぐり

大槻　朋子 Ｓ．Ｔ．Ｃ 河又　佳奈子 さくらんぼ 前原　麻芳 平沼クラブ 前田　峰朋 卓球めぐり

女子ダブルス　１００A　 井ノ口　博子 花野井クラブ 成田　京子 オオルリクラブ 大枝　由佳 花野井クラブ 浮須　奈々子 厚友会

宍戸　裕子 花野井クラブ 仁平　真理子 オオルリクラブ 坂本　孝子 キャロット 川崎　弘美 富良野クラブ

女子ダブルス　１２０A　 伊藤　由美子 ＦＩＮＥ 堀尾　ひろ子 ニューリーブス 箱崎　淑子 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 高木　典子 ＴＯＹＯＫＡＷＡ

辻村　茂美 ジョイフル 近　純子 セントラル 清原　敦子 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 鳥居　恭子 あすなろクラブ

女子ダブルス　１３０A　 杉本　久美子 チーム山形 高畠　栞 白鴎クラブ 清水　和子 川越卓連 小林　邦子 オオルリクラブ

皆川　文子 チーム山形 正木　康子 ひよこクラブ 新井　雅美 川越卓連 味野和　敏子 オオルリクラブ

女子ダブルス　１４０A　 沼尾　啓子 オオルリクラブ 宮澤　百合子 尾山台クラブ 金森　米子 かたかごクラブ 河村　泰子 周南クラブ

仲山　正子 オオルリクラブ 大石　雪子 府中ラージボール卓球同好会 高田　敏枝 かたかごクラブ 山下　朱美 周南クラブ

女子ダブルス　１５０　　(イ） 冨重　英子 Ｓ．Ｏ．Ｃ 岸　和子 新潟クラブ 梅田　昭子 春日部レク卓 安藤　節子 武蔵野クラブ

矢島　美智子 ＹＴＣ 今野　通子 新潟ドリーム 高嶋　喜久子 春日部レク卓 平田　洋子 武蔵野クラブ

女子ダブルス　１５０　　(ロ） 築森　雪枝 ゆうスポーツクラブ 長瀬　ちづ子 明誠クラブ 山宮　絹代 小金井卓連 島村　延子 春日部レク卓

中原　良子 岩国東同好会 福井　米子 つばさクラブ 小島　馨 小金井卓連 中丸　順子 ＴＫＯ

女子ダブルス　１６０ 依光　冨久子 府中ラージボール卓球同好会 阿部　淳子 八代ラージ 榎　和枝 リバーサイド 高田　美枝 千葉ラージ卓球会

小池　公子 個人 竹下　正子 八代ラージ 染谷　春江 アルファー 渥美　昭子 流山クラブ

女子ダブルス　１００B 武内　真弓 藍友会 森　尚女 キャッツ 松田　美根子 佐久ＴＴＣ 武井　裕子 佐久クラブ

八木　勢津 四国銀行 辻屋　久美代 档の会 岩松　りよ子 佐久ＴＴＣ 新海　富士子 佐久ＴＴＣ

女子ダブルス　１２０B 染谷　富貴代 ＭＩＸ 鉄　恵子 大田原ＬＣ 加茂　尚子 ゼフィルス大河原 東　まゆみ Ｋ．ＳＷＥＩＴＣＨ

結城　誠子 取手楽卓クラブ 高田　久子 大田原ＬＣ 石井　宏美 ゼフィルス大河原 山田　尚子 刈谷葵クラブ

女子ダブルス　１３０B 丹藤　和子 弘前ラージ 森山　真弓 倉敷玉森 藤田　洋子 サーモンズ 田中　良子 沖館新卓球クラブ

齋藤　幸子 弘前ラージ 伊東　セツ子 さくらクラブ 曽我　洋子 グッドラリー 成田　タエ子 沖館新卓球クラブ

女子ダブルス　１４０B　(イ） 杉浦　澄代 刈谷ラージ 鎌田　順子 名西クラブ 新井　敏子 姫神 山中　満子 北上クラブ

伊奈　利子 愛知パルチーダ 川人　良子 チームＨＩＵＲＡ 平　妙子 サンライフ盛岡 鷲盛　法子 北上クラブ

女子ダブルス　１４０B　(ロ） 龍　文英 桃源 青木　秋子 アルプスクラブ 吉岡　妙子 中巨摩クラブ 小西　富子 日高市卓連

濱﨑　千砂子 桃源 浅川　昌江 鎌田クラブ 佐藤　富美子 大月卓連 早川　幸子 日高市卓連

愛知 徳島 岩手 岩手

大阪 長野 山梨 埼玉

茨城 栃木 宮城 愛知

青森 岡山 北海道 青森

東京 熊本 東京 千葉

高知 石川 長野 長野

東京 新潟 埼玉 東京

山口 愛知 東京 埼玉

山形 東京 埼玉 栃木

栃木 東京 富山 山口

千葉 栃木 千葉 北海道

静岡 北海道 福島 愛知

優　　　　勝 準　　優　　勝 ３　位　入　賞 ３　位　入　賞

福島 埼玉 東京 茨城

村山正毅
四角形

村山正毅
四角形



種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　　　　　【混合ダブルス A】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

混合ダブルス　一般A 長尾　健太郎 Ｈａｃｈｉｔａｋｕ 神保　和成 アグレス 森　普之 みつのきＴＴＣ 武田　麗 フォーネット

鹿目　里江子 Ｈａｃｈｉｔａｋｕ 柿崎　博子 井上卓球 石田　亜沙美 Ａｈｓｈ．ＴＴＣ 武田　佳那 フォーネット

混合ダブルス　　８０A 藤本　武司 ニッタクサンフレンド 水上　聡 ＴＳＣ 三島　崇明 ゆかいな仲間 小西　充 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ

小野　千代 卓精会 松村　優美 甲斐路クラブ 野坂　美樹 北斗クラブ 田中　亮子 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ

混合ダブルス　１００A　(イ） 堀田　祐雄 サタデークラブ 村上　力 桔梗苦羅舞 佐藤　和成 笠間中教員 山下　秀文 甲賀卓友会

黒坂　初枝 あすなろクラブ 村上　富貴 桔梗苦羅舞 寺門　和枝 双葉台クラブ 片山　久子 ＵＬＴＲＡー７

混合ダブルス　１００A　(ロ） 山田　昭仁 青嵐クラブ 香坂　亮志 天狗乃舞 馬場　正洋 西東京クラブ 玉田　龍一 バブル

小長井　千恵子 静岡クラブ 宮澤　喜美子 卓習会 加藤　順子 健幸クラブ 山田　智子 クローバー

混合ダブルス　１２０A　(イ） 横山　喜久雄 ＡＳＣ 永草　正人 春日井ラージ 野口　正雄 ＪＦＥ　ｃｌｕｂ 鈴木　金右エ門 あつみクラブ

大津　絵美子 丸亀ＳＣ 山口　晴美 クローバー 小林　京子 新潟クラブ 五十嵐　久美子 あつみクラブ

混合ダブルス　１２０A　(ロ） 浦野　由和 新潟クラブ 大久保　勝 ＨＹＯＧＯラージ 渡辺　富雄 ドリームＬＣ 桑田　皇人 セントラル

本間　栄子 新潟クラブ 逆瀬川　伸恵 ＨＹＯＧＯラージ 眞生田　妙子 ドリームＬＣ 大西　多美江 北クラブ

混合ダブルス　１３０A　(イ） 濱西　隆重 ピンポン館 吉原　光政 ＤＦＣ 佐藤　康則 さくらクラブ 山田　吉彦 ジョイフル

横山　祐見子 ピンポン館 南雲　秀子 桐生みどり会 天野　久子 さくらクラブ 早川　孝子 ジョイフル

混合ダブルス　１３０A　(ロ） 長谷部　卓栄 大洋クラブ 小野　貞夫 県南ラージ 桜田　幸雄 酒田クラブ 今村　敏夫 日立卓翔会

上野　節子 朋友クラブ 戸高　ヒロ子 県南ラージ 長岡　道子 山形クラブ 青山　幸江 日立レディース

混合ダブルス　１４０A　(イ） 尾関　文憲 一宮クラブ 国重　博 防府ベテラン会 井内　勲 丸井クラブ 加藤　優 個人

河路　悦子 ＡＦクラブ 大江　恵美子 ひかる 三上　徳子 来夢１００ 古市　智子 個人

混合ダブルス　１４０A　(ロ） 白石　良夫 下関ＳＬＣ 稲垣　英喜 横内夢クラブ 向坂　栄次 小川卓球クラブ 尾崎　義夫 光井クラブ

兼吉　博子 フレンド岩国 内海　容子 藤枝卓球クラブ 篠ヶ谷　八重子 ＦＦガヤッシュ 三浦　和子 あんず

混合ダブルス　１５０　　(イ） 新井　良作 植水クラブ 金沢　保久 ウイング 井上　秀司 丸亀ＳＣ 河合　豊吉 みしまのクラブ

野口　美智子 ローズクラブ 高松　冨美子 ウイング 白石　静子 懇友会 網　由利子 みしまのクラブ

混合ダブルス　１５０　　(ロ） 中山　和英 クロサキ 堀西　修 ラージポール卓球びんご 伊藤　文昭 ユーアイ 長坂　亘通 卓研会

斎浦　美智子 クロサキ 加地　幸恵 大野ファミリー 寒河江　ミツ子 個人 長坂　康子 サンクラブ

混合ダブルス　１５０　　(ハ） 渡部　洋一 会津クラブ 山内　冨裕 沖館新卓球クラブ 浅田　公彦 東京ベテラン会 越田　耕三 奥州クラブ

田崎　朝子 会津クラブ 三上　民江 青森ミドルエイヂ卓球クラブ 土屋　慶子 卓美会 菊田　二美子 奥州水沢

混合ダブルス　１６０ 杉山　泰敏 富士ラージ 笹渕　文也 北秋マスターズ 山下　雅幸 倉敷玉森 藤井　康三 多摩ラージＬ

袴田　弘子 掛川桔梗 恒谷　テル子 北秋マスターズ 河原　眞江 岡山卓球ベテラン会 尾形　トミ子 多摩ラージＬ
静岡 秋田

千葉 愛知

福島 青森 東京 岩手

茨城 大分

岡山 東京

埼玉 埼玉 香川 富山

徳島 広島

新潟 山形

山口 静岡 静岡 山口

高知 群馬 宮城 静岡

静岡 東京 東京 愛知

愛知 山口 北海道 埼玉

香川 愛知

３　位　入　賞 ３　位　入　賞

東京

愛知 宮城

東京

優　　　　勝 準　　優　　勝

茨城 滋賀

静岡 愛知 愛媛

山梨 北海道 福島

新潟 兵庫

山形 茨城

栃木 北海道

村山正毅
四角形

村山正毅
四角形

村山正毅
四角形



種　目　別　入　賞　者　一　覧 第２９回全国ラージボール卓球大会

　　　　　　　【混合ダブルスB】 平成２８年６月３０日　～　７月３日

氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属 氏　名 都道府県 所　属

混合ダブルス　一般B 鎌田　将吾 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 石田　正貴 小糸製作所 竹村　大輔 卓楓会 佐藤　勝哉 天狗乃舞

四家　早織 Ｔｅａｍ　ＳＡＮＫＹＯ 石上　庸子 エクセル 竹村　亜矢子 卓楓会 江幡　佳純 クラブ愛

混合ダブルス　　８０B 中尾　晃司 富山ブラック 稲村　数則 大北愛球 桒山　大資 しおかぜ柏崎 新井　規士 桐栄会

濱元　真由美 星球会 花岡　由美子 ＲＯＫＵＭＯＮ 前野　朝美 しおかぜ柏崎 加藤　さゆり 桐栄会

混合ダブルス　１００B 田中　幹彦 わかばクラブ 小林　紀雄 吉田クラブ 坂田　信明 釜石卓球クラブ 谷内　俊和 能美クラブ

関口　京子 ＳＫＬクラブ 藤田　美佳 安クラブ 長岡　睦美 釜石卓球クラブ 坂井　美樹 能美クラブ

混合ダブルス　１２０B 佐々木　正善 宮古かもめクラブ 作間　稔昌 ゼフィルス大河原 岡崎　一郎 牟岐クラブ 近藤　徹 五所川原市卓球協会

池田　京子 釜石卓球クラブ 半澤　みつ子 ゼフィルス大河原 鏡　陽子 チームＨＩＵＲＡ 高江　亮子 五所川原市卓球協会

混合ダブルス　１３０B　(イ） 前多　一則 大北愛球 茂木　農夫男 彗星クラブ 渡辺　孝次 酒田若浜 石井　輝男 岡部クラブ

丸山　悦子 大北愛球 高橋　千代 シリウスラージクラブ 渡辺　直子 酒田若浜 北川　ゆかり ＦＦガヤッシュ

混合ダブルス　１３０B　(ロ） 渡辺　貞三 藤沢ラージ 鈴木　則夫 湊卓友会 遠藤　正 大沢卓球クラブ 丸山　健夫 川西クラブ

赤尾　美佐子 藤沢レディース 山本　みつゑ 湊卓友会 鈴木　孝子 九十九会 池竹　八重子 川西クラブ

混合ダブルス　１４０B　(イ） 大澤　正明 みやまクラブ 宮崎　章夫 桐生新卓会 乗金　公生 フレンズおのだ 市川　又次 ブルースカイ

大澤　美代子 みやまクラブ 下山　節子 桐生新卓会 長弘　恵美子 フレンズおのだ 落合　佐和子 ブルースカイ

混合ダブルス　１４０B　(ロ） 藤木　悠紀夫 彩球ラージ 岡野　陽逸 函館卓栄会 越智　隆 リバーサイド 村田　孝雄 植水クラブ

新村　直枝 彩球ラージ 岡野　陽子 愛好会 中山　照子 リバーサイド 源川　絋子 さくらクラブ

群馬 群馬 山口 栃木

埼玉 新潟

山形 静岡

神奈川 山形

福島 静岡 東京 東京

岩手 宮城 徳島 青森

埼玉 北海道 東京 埼玉

長野 群馬

茨城 広島 岩手 石川

富山 長野 新潟 群馬

優　　　　勝 準　　優　　勝 ３　位　入　賞 ３　位　入　賞

村山正毅
四角形


