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平成30年度 関東ラージボール卓球大会　上位入賞者一覧
平成30年　９月７日（金）～９日（日）　高崎アリーナ

◎男子シングルスA
１位 ２位 ３位 ３位

一般 22
宮澤　　淳・群馬 中泉　　仁・茨城 岩永　和文・埼玉 北野　真一郎・東京

（JR東日本高崎） （龍卓会） （iruiru club） （卓精会）

50歳以上 20
加藤　則昭・群馬 菊池　　晃・山梨 菊田　晴之・茨城 大矢　朋彦・千葉

（桐栄会） （甲府クラブ） （白帆クラブ） （LINK)

60歳以上 13
大阿久　和男・栃木 増田　健一・東京 板倉　静雄・東京 礎部　正雄・群馬

（栃木クラブ） （卓精会） （目黒不動クラブ） （水芭蕉）

65歳以上 23
萩埜　顕仁・栃木 松谷　　昇・茨城 橋本　藤視・山梨 辻川　嘉彦・群馬

（栃の木会） （みらいクラブ） （大月市卓球連盟） （TC城東）

70歳以上 27
太田口　和夫・千葉 後藤　義則・東京 出口　純一・神奈川 塩田　武志・栃木

（千葉クラブ） （足立夢くらぶ） （平塚スマッシュ） （TOCHIGI)

75歳以上 27
大窪　勝利・茨城 絹川　　寧・栃木 佐藤　　　弘・千葉 渡辺　為久・栃木

（日立卓翔会） （かもしかクラブ） （柏クラブ） （栃の木会）

80歳以上 22
沼尾　憲彌・栃木 阿部　安夫・神奈川 大林　廣光・千葉 安孫子　正志・埼玉

（かもしかクラブ） （個人） (ZERO) （植水クラブ）

85歳以上 8
小野塚　章司・千葉 菅沼　萬之助・東京 関口　守平・群馬 平泉　廸彦・神奈川

（ベガクラブ） （個人） （シリウス） （横浜ラージ）

◎男子シングルスB

（川崎ラージ） （つくば学園くらぶ） （かたくりL)
90歳以上 3

永井　昭爾・神奈川 相原　輝雄・茨城 湯澤　勇一郎・群馬

１位 ２位 ３位 ３位

一般 5
寺田　柾人・千葉 長岐　伸高・神奈川 黒澤　和範・茨城

（チームMBS) （FREESTROKE) （日成日立）

50歳以上 2
廣安　範行・栃木 松岡　安浩・神奈川

（矢板やしおLC) （富士クラブ）

60歳以上 6
高橋　　滋・群馬 蓮見　　聡・茨城 佐藤　角栄・群馬

（水芭蕉） （はなももクラブ） （TT下平）

65歳以上 9
高瀬　好美・群馬 岡野　俊一・茨城 平出　　秀・神奈川 舩橋　富男・茨城

（みやまクラブ） （卓遊クラブ） （藤沢ラージ） （さくら会）　　

70歳以上 18
佐藤　孝夫・埼玉 鵜沢　英三・群馬 進藤　浩二・千葉 深海　房雄・栃木

（春日部レク卓） （TT下平） （どんぐり）　　 （かもしかクラブ）

◎男子シングルス初級者

（日中卓球） （みやまクラブ） （みやまクラブ） （シリウス）

80歳以上 6
新井　邦一・群馬 石田　祐輔・群馬 増田　修治・神奈川

75歳以上 13
半田　　明・東京 池田　　功・群馬 相原　春夫・群馬 渡辺　　肇・群馬

（シリウス） （セミナリオラージ） （川崎ラージ）

１位 ２位 ３位 ３位

70歳未満 7
間瀬　浩直・東京 黒川　宗哲・東京 仲山　　成・東京

（StrikerS) （StrikerS) （StrikerS)

（流山アストロズ） （MRC) (高崎浜卓会） （わかばクラブ）
70歳以上 10

寺尾　美晴・千葉 角田　　光・群馬 鈴木　由治・群馬 遠藤　　守・茨城
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平成30年度 関東ラージボール卓球大会　上位入賞者一覧
平成30年　９月７日（金）～９日（日）　高崎アリーナ
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種目 参加数

種目 参加数

１位 ２位 ３位 ３位

◎女子シングルスA

一般 9
古谷　美桜・埼玉 長山　千尋・茨城 武井　絵里子・群馬 長谷川　成美・群馬

（iruiru club）） （朋友クラブ） （ふたば） （TTGハセガワ）

50歳以上 13
寺門　和枝・茨城 伊積　美樹恵・埼玉 大出　秀子・栃木 北原　文江・茨城

（双葉台クラブ） （親球会） （卓桜会栃木卓球センター） （KATSUクラブ）

60歳以上 16
井ノ口　博子・千葉 伊藤　悦子・東京 波戸場登美江・栃木 北島　よし子・東京

（花野井クラブ） （プレミアム） （FTC) （卓精会）

65歳以上 18
中田　幾子・東京 小林　邦子・栃木 芝原　久子・東京 笠木　久美子・茨城

（武蔵野クラブ） （オオルリクラブ） （梅島クラブ） （つくば卓球スタジオ）

70歳以上 22
平田　洋子・東京 檜山　せつ子・茨城 中島　嘉寿子・千葉 佐藤　富美子・山梨

（武蔵野クラブ） （MAMAクラブ） （かりん） （大月市卓球連盟）

75歳以上 19
永田　ミヨ子・神奈川 田　　マチ・千葉 大石　雪子・東京 寒河江ミツ子・千葉

（浜卓会） （佐倉ラージ） （府中ラージボール卓球同好会） （サムディ松戸）

80歳以上 14
伊藤　利子・東京 山﨑　和子・千葉 山田　千代子・埼玉 小椋　弘子・埼玉

（調布市卓球連盟） （ゆうゆうクラブ） （浦和レディース） （所沢レディース）

◎女子シングルスB
１位 ２位 ３位 ３位

85歳以上 6
福富　和子・栃木 伊野　弘子・東京 伊藤　芳枝・神奈川

（巴波クラブ） （ミラクル） （横浜ラージ）

一般 1
牛越　裕子・東京

（飛鳥クラブ）

50歳以上 9
原　美香子・神奈川 福田　敬子・栃木 武藤　友理子・茨城 植盛　恭子・東京

（りばてぃ） （オオルリクラブ） （筑西レディース） （皐月会）

60歳以上 6
西脇　礼子・埼玉 小倉　たか子・神奈川 塚越　けい子・群馬

（吹上卓球クラブ） （全横会） （TT下平）

65歳以上 18
佐藤　和子・群馬 渡辺　しげ子・群馬 安藤　泰子・群馬 堀越　君江・群馬

（彗星クラブ） （シリウス） （DANDELION) (高崎浜卓会）　　

70歳以上 30
落合　佐和子・栃木 影山　里子・埼玉 島田　照代・群馬 野村　久見子・埼玉

（ブルースカイ） （春日部レク卓） （秀卓会）　　 （卓楽会）

75歳以上 15
源川　紘子・埼玉 永淵　嘉代子・東京 田中　由紀子・茨城 平松　房子・東京

（植水クラブ） （多摩スポの会） （東中根団地卓友会） （多摩ラージ）

◎女子シングルス初級者
１位 ２位 ３位 ３位

80歳以上 14
並木　弘江・千葉 茂木　千枝・群馬 堤　　君代・神奈川 朝倉　静枝・埼玉

（コスモ） （さわやかL） （柏尾クラブ） （狭山フレンズ）

70歳未満 2
鈴木　敏美・群馬 清水　厚子・群馬

（MRC) （TT下平）

70歳以上 12
原田　紀美子・群馬 小川　あき子・群馬 黒須　通子・群馬 阿部　幸枝・群馬

（シリウス） （MRC) （MRC) （TT下平）
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平成30年度 関東ラージボール卓球大会　上位入賞者一覧
平成30年　９月７日（金）～９日（日）　高崎アリーナ

種目 参加数

原 澤 豪 （武井紙業クラブ） 湯澤 亮太 （秀卓会） 新妻 雅和 （吹上卓球クラブ） 葛西 憲人 （チームＭＢＳ）

北 村 智 （武井紙業クラブ） 萱間 直之 （TTGハセガワ） 林 敏 行 （吹上卓球クラブ） 大矢 朋彦 （LINK)

新 井 努 （桐栄会） 高橋 忠明 （M-step) 吉成 正之 （大田原LC) 小林 啓一 （岩間クラブ）
加藤 則昭 （桐栄会） 河西 浩志 （M-step) 大島 政浩 （大田原LC) 大津 清一 （常北クラブ）

園部 弘一 （球友クラブ） 片野 賢二 （親球会） 茂木 曉至 （桐栄会）
木村 里司 （ターゲット） 高野 洋一 （親球会） 小林 貞夫 （桐栄会）

萩埜 顕仁 （栃の木会） 後藤 義則 （足立夢くらぶ） 米 山 富 士 雄 （甲府クラブ） 吉原 光政 （DFC)
河又 秀雄 （栃の木会） 西河 雅章 （Nフレンド） 橋本 藤視 （大月市卓球連盟） 渡邉 洋文 （GRC)

塩田 武志 （TOCHIGI) 出口 純一 （平塚スマッシュ） 佐 藤 弘 （柏クラブ） 今村 敏夫 （日立卓翔会）

相馬 正三 (笑忍倶楽部) 唐澤 武司 （平塚ラージ） 田 鍋 久 （柏クラブ） 大窪 勝利 （日立卓翔会）

柿川 了一 （市原ラージ同好会） 宮川 光彦 （萩中クラブ） 沼尾 憲彌 （かもしかクラブ） 安井 邦臣 （植水クラブ）
萩原 正隆 （市原ラージ同好会） 望田 捷敏 （萩中クラブ） 絹 川 寧 （かもしかクラブ） 新井 良作 （植水クラブ）

小 野 塚 章 司 （ベガクラブ） 広井 丈夫 （植水クラブ） 石田 公典 （小金井卓連） 葉山 久二 （卓楽会）
磯 村 章 （佐倉ラージ） 安孫子正志 （植水クラブ） 芳賀 文治 （代々木クラブ） 古 谷 修 （卓楽会）

相原 輝雄 （つくば学園クラブ） 平泉 廸彦 （横浜ラージ） 伊 東 勇 （日の出）
冨 士 原 行 彦 （フリーダム） 平井 建昭 （横浜ラージ） 笠原 一郎 （いずみ卓球クラブ）

種目 参加数

和氣 貴博 （大田原LC)
武井 俊洋 （大田原LC)

大平 伸博 （大田原LC)
山口 健治 （大田原LC)

佐々木 茂 （大田原LC) 菊池 裕章 （大田原LC) 椎名 隆二 （SANO)
金山 仁志 （大田原LC) 菊地 幹雄 （大田原LC) 古 橋 三 千 男 （あづまラージ）

大 西 寛 （太陽クラブ） 長南 秀雄 （群馬ベテラン会） 釜島 康行 （城卓会）
毛利 秀昭 （萩中クラブ） 高 橋 滋 （水芭蕉） 渡辺 一敏 （城卓会）

高瀬 好美 （みやまクラブ） 相原 春夫 （みやまクラブ） 林部 進明 （上溝卓球愛好会）

関根喜代司 （秀卓会） 小池興志雄 （みやまクラブ） 菅原 正美 （相模台卓球クラブ）

丸山 昭雄 （さわやかL） 岡 田 迪 （桐生新卓会） 瀬 下 尚 （シリウス）
池 田 功 （みやまクラブ） 神山 和也 （桐生新卓会） 横 堀 實 （伊勢崎ラージ）

関口 守平 （シリウス）
新井 邦一 （シリウス）

◎男子ダブルスA
１位 ２位 ３位 ３位

130歳以上 16

140歳以上 22

150歳以上 12

一般 12

100歳以上 11

120歳以上 5

160歳以上 10

170歳以上 3

栃木神奈川茨城

130歳以上 5

140歳以上 7

150歳以上 6

一般 1

100歳以上 1

120歳以上 6

160歳以上 1

群馬

群馬埼玉茨城

神奈川群馬群馬

群馬群馬群馬

栃木

栃木

栃木栃木栃木

群馬群馬東京

◎男子ダブルスB
１位 ２位 ３位 ３位

千葉埼玉群馬群馬

埼玉栃木東京千葉

埼玉東京埼玉千葉

群馬山梨東京栃木

茨城千葉神奈川栃木

茨城栃木栃木群馬
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平成30年度 関東ラージボール卓球大会　上位入賞者一覧
平成30年　９月７日（金）～９日（日）　高崎アリーナ

種目 参加数

戸 井 田 房 晴 （尾島クラブ） 都丸 悦治 （オール東）
柏 瀬 博 （城卓会） 福原 悦朗 （オール東）

種目 参加数

長山 寛子 （双葉台クラブ） 田代 南美 （iruiru club） 吉田みゆき （GRC)
長山 千尋 （朋友クラブ） 古谷 美桜 （iruiru club） 萩原 彩香 （太田REO)

寺門 和枝 （双葉台クラブ） 井ノ口博子 （花野井クラブ） 加 藤さ ゆり （桐栄会） 高橋 洋子 （かたくりL)
北原 文江 （KATSUクラブ） 宍戸 裕子 （花野井クラブ） 吉田 恵子 （桐栄会） 長谷川成美 （TTGハセガワ）

茂木 和子 （桐生みどり会） 樫出より子 （三郷SKS) 斉藤 正江 （卓精会） 山本 暁美 （岩間クラブ）
久保田みどり （桐生みどり会） 浅川 洋子 （朝霞クラブ） 北島よし子 （卓精会） 小林 禮子 （筑西卓友クラブ）

新井 雅美 （彩卓会） 上野 節子 （朋友クラブ） 中 島 嘉 寿 子 （かりん） 辻 川 美 代 子 （みっくす）
清水 和子 （彩卓会） 島田 紀子 （双葉台クラブ） 坂本 孝子 （キャロット） 大澤美代子 （みやまクラブ）

加藤 政好 （朝霞クラブ） 宮 田 香 代 子 （小山ラージ） 横田 光子 (ドリームLC) 平田 洋子 （武蔵野クラブ）

富 山 久 美 子 （新座クラブ） 桜井チイ子 （KSK卓球クラブ） 塩田 秀子 （TOCHIGI) 中田 幾子 （武蔵野クラブ）

沼尾 啓子 （オオルリクラブ） 山﨑 和子 （ゆうゆうクラブ） 永見 綾子 （千葉レディース） 熊澤 愛子 （藤沢ラージ）
仲山 正子 （オオルリクラブ） 田 マ チ （佐倉ラージ） 置鮎 勝美 （佐倉ラージ） 今井 典子 （平塚レディース）

大石 雪子 （府中ラージボール同好会） 伊藤 利子 （調布市卓球連盟） 川 端 八 千 代 （ブルースカイ）

細田 明子 （ももんが） 山崎たみ江 （たまみ会） 関 静 枝 （ブルースカイ）

大 家 喜 久 江 （オオヤクラブ） 伊野 弘子 （ミラクル）
渥美 昭子 （流山クラブ） 小谷津千代子 （練馬ラージ）

◎男子ダブルス初級者
１位 ２位 ３位 ３位

３位

一般 3

140歳以上 3

◎女子ダブルスA

群馬群馬

100歳以上 14

120歳以上 11

130歳以上 15

１位 ２位 ３位

群馬埼玉茨城

170歳以上 3

140歳以上 18

150歳以上 9

160歳以上 5

東京千葉

栃木栃木埼玉

群馬群馬千葉茨城

茨城東京埼玉群馬

神奈川千葉千葉栃木

栃木東京東京

群馬千葉茨城埼玉

東京
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平成30年度 関東ラージボール卓球大会　上位入賞者一覧
平成30年　９月７日（金）～９日（日）　高崎アリーナ

種目 参加数

植盛 恭子 （皐月会）
牛越 裕子 （飛鳥クラブ）

遠藤 真理 （つくば卓球スタジオ）

菊田 幸子 （白帆クラブ）

北條 寿子 （大田原LC) 浅井 幸江 （球極） 齋藤 絹子 （卯の花クラブ）

小 山 田 美 子 （大田原LC) 宮下 明枝 （祇園会） 大貫 幸子 （卯の花クラブ）

泊内 久江 （武団） 五 十 嵐 節 子 （野田レディース） 峰岸 好子 （富士クラブ）
歌代 礼子 （夢華クラブ） 野 末 美 佐 子 （野田ラージ会） 滝沢 悦子 （逗子ラージ）

長 田 セ ツ 子 （春日部レク卓） 永 淵 嘉 代 子 （多摩スポの会） 坂口 輝子 （桐生新卓会）

佐藤 励子 （春日部レク卓） 三井 房子 (多摩ラージL) 権守ひさい （桐生新卓会）

市 野 千 鶴 子 （多摩ラージL) 高 瀬 喜 重 子 （多摩ラージ） 茂 木 恵 美 子 （さわやかL） 佐藤 弥生 （城卓会）
小宮美代子 （多摩ラージ） 平松 房子 （多摩ラージ） 福島 節子 （さわやかL） 柏瀬 順子 （城卓会）

朝倉 静枝 （狭山フレンズ） 磯 村 由 紀 子 （千葉ラージ卓球会）

橘木 悦子 （川越市卓球連盟） 並木 広恵 （コスモ）

種目 参加数

沼尾 昌子 （城卓会） 宝示戸比佐子 （シリウス） 姫野 洋子 （鎌倉ラージ）
玉置 時子 （城卓会） 飯島 敏子 （シリウス） 栗山 順子 （鎌倉ラージ）

◎女子ダブルスB

100歳以上 1

120歳以上 6

130歳以上 7

１位 ２位 ３位

一般 1

東京

茨城

栃木栃木栃木

神奈川千葉埼玉

１位 ２位 ３位 ３位

140歳以上 8

150歳以上 9

160歳以上 3

群馬東京栃木

群馬東京東京

◎女子ダブルス初級者

140歳以上 8

神奈川群馬群馬

千葉埼玉

群馬

３位
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平成30年度 関東ラージボール卓球大会　上位入賞者一覧
平成30年　９月７日（金）～９日（日）　高崎アリーナ

種目 参加数

岩永 和文 （iruiru club） 中 泉 仁 （龍卓会） 山口 賢治 （所沢市役所） 居城 和樹 （iruiru club)
田代 南美 （iruiru club） 長山 寛子 （双葉台クラブ） 山口 弘美 （所沢レディース） 古谷 美桜 （iruiru club)

加藤 則昭 （桐栄会） 新 井 努 （桐栄会） 磯部 正雄 （水芭蕉） 木村 里司 （ターゲット）
吉田 恵子 （桐栄会） 桑原 陽子 （桐栄会） 宮澤真咲美 （DANDELION) 後藤こずえ （ターゲット）

長 谷 部 卓 栄 （大洋クラブ） 小林 啓一 （岩間クラブ） 河又 秀雄 （栃の木会） 安部 英明 （茗渓卓球クラブ）

早 坂 多 賀 子 （フェニックス） 小林 正子 （岩間クラブ） 村田 広美 （KSK卓球クラブ） 伊藤 悦子 （プレミアム）

中 里 稔 （親球会） 河野 貫一 （球友クラブ） 太 田 口 和 夫 （千葉クラブ） 辻川 嘉彦 （TC城東）
吉川 知子 （彩卓会） 上野 節子 （朋友クラブ） 坂本 孝子 （キャロット） 辻川美代子 （みっくす）

吉原 光政 （DFC) 肥塚 茂行 （日立ラージ） 後藤 義則 （足立夢くらぶ） 米 山 富 士 雄 （甲府クラブ）
南雲 秀子 （桐生みどり会） 檜 山 せ つ 子 （MAMAクラブ） 松村 秀子 （足立夢くらぶ） 小林 之子 （甲府クラブ）

安 孫 子 正 志 （植水クラブ） 沼尾 憲爾 （かもしかクラブ） 清水 昭次 （レジェンド） 阿部 安夫 （個人）
北川 暁美 （たんぽぽ） 仲山 正子 （オオルリクラブ） 田 マ チ （佐倉ラージ） 松村 康子 （個人）

広井 丈夫 （植水クラブ） 石田 公典 （小金井卓連） 萩田 忠雄 （ニュースター） 芳賀 文治 （代々木クラブ）

小澤 勝子 （所沢レディース） 大石 雪子 （府中ラージボール同好会） 富永 和子 （ATC) 細田 明子 （ももんが）

永井 昭爾 （川崎ラージ） 平泉 廸彦 （横浜ラージ） 五 十 部 恭 助 （すすかげ２１）

髙橋 秀子 （個人） 伊藤 芳枝 （横浜ラージ） 五 十 部 伸 枝 （すすかげ２１）

湯 澤 勇 一 郎 （かたくりL)
塩澤 浩子 （フレンドＬ）

３位

一般 14

◎混合ダブルスA

100歳以上 20

120歳以上 26

130歳以上 30

１位 ２位 ３位

栃木茨城茨城

170歳以上 5

180歳以上 1

群馬

140歳以上 41

150歳以上 34

160歳以上 19

群馬

神奈川千葉栃木埼玉

群馬千葉茨城埼玉

埼玉埼玉茨城埼玉

茨城群馬群馬群馬

東京

東京栃木東京埼玉

栃木神奈川神奈川

山梨東京茨城
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平成30年度 関東ラージボール卓球大会　上位入賞者一覧
平成30年　９月７日（金）～９日（日）　高崎アリーナ

種目 参加数

寺田 柾人 （チームＭＢＳ）

戎本 文世 （チームＭＢＳ）

山口 健治 （大田原LC) 和氣 貴博 （大田原LC) 武井 俊洋 （大田原LC)
小山田美子 （大田原LC) 鉄 恵 子 （大田原LC) 田中 水代 （大田原LC)

大平 伸博 （大田原LC) 佐々木 茂 （大田原LC) 廣安 範行 （矢板やしおLC) 菊地 幹雄 （大田原LC)
北條 寿子 （大田原LC) 菊地 幸江 （大田原LC) 眞島喜久江 （日光きすげ） 大貫 幸子 （卯の花クラブ）)

小 池 興 志 雄 （みやまクラブ） 横山 俊秀 （オリオンクラブ） 石井 信好 （彩卓会）
小池 芳子 （みやまクラブ） 北野 正子 （オリオンクラブ） 羽瀬川武子 （彩卓会）

相原 春夫 （みやまクラブ） 佐藤 孝夫 （春日部レク卓） 石 井 聰 （野田ラージ会） 大 西 寛 （太陽クラブ）
有我 法子 （みやまクラブ） 佐藤 励子 （春日部レク卓） 菅原ひ さじ （野田ラージ会） 北村 好子 （萩中クラブ）

新井 邦一 （シリウス） 服部 應幸 （多摩ラージ） 神山 和也 （桐生新卓会） 望田 捷敏 （萩中クラブ）
石澤 泰子 （シリウス） 菅﨑 秋美 （個人） 新井 京子 （桐生新卓会） 渡辺 光枝 （萩中クラブ）

富谷 桑治 （北越谷ラージ） 堤 英 （柏尾クラブ） 高倉 僖八 （富士クラブ）
片柳 光子 （北越谷ラージ） 堤 君 代 （柏尾クラブ） 田村十六子 （富士クラブ）

種目 参加数

澤崎 壽幸 （はなももクラブ） 八高 昭夫 （MRC) 青木 良一 （MRC)
長 谷 川 幸 子 （はなももクラブ） 鈴木 敏美 （MRC) 小林 福江 （MRC)

渡辺 一敏 （城卓会） 寺尾 美晴 （流山アストロズ） 角 田 光 （MRC) 佐藤 満喜 （上野原卓連）

柏瀬 順子 （城卓会） 堀口 育子 （流山アストロズ） 小川あき子 （MRC) 上條 末子 （上野原卓連）

一般 1

100歳以上 4

120歳以上 9

◎混合ダブルスB
１位 ２位 ３位 ３位

栃木栃木栃木栃木

栃木栃木栃木

２位 ３位 ３位

130歳以上 8

140歳以上 25

150歳以上 10

東京千葉埼玉群馬

埼玉茨城群馬

群馬

神奈川神奈川埼玉

東京群馬東京群馬

140歳未満 3

140歳以上 14

山梨群馬

群馬

千葉

群馬茨城

160歳以上 3

◎混合ダブルス初級者
１位

千葉
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