
大会期日 令和２年２月２２日（土）
会 場 石岡市運動公園体育館
主 催 茨城県卓球連盟

標記の茨城県予選会にご参加いただき誠に有り難うございました。
今回は、中国で発生した新型コロナウイルスの影響を受けて懸念された中での開催と
なりましたが、過去最多のご参加をいただき大激戦となりました。
大会結果につきましては、別添のとおりご報告いたします。
なお、茨城県代表となられた選手は、全国ラージボール卓球大会または、全日本ラー

ジボール卓球選手権大会で、ご活躍されますことを心から御期待申し上げます。

令和２年２月２３日
茨城県卓球連盟 会長 川田 進



大会期日および会場

期 日 令和２年６月２６日（金）～２８日（日）

会 場 盛岡タカヤアリーナ



大会期日および会場

期 日 令和２年７月１０日（金）～１２日（日）

会 場 いわき市立総合体育館



No. 種目 氏名 クラブ名 No. 種目 氏名 クラブ名

1 一般 藤澤知志 Bee Clover 1 一般 塙 綾奈 球友クラブ

2 一般 小堀健太 球友クラブ 2 50 北原文江 KATSUクラブ

3 一般 塙 悠太 球友クラブ 3 50 早坂多賀子 フェニックス

4 40 齋田和也 龍卓会 4 50 菊池靖子 朋友クラブ

5 40 福田泰洋 REVE 5 50 海野利子 フェニックス

6 60 鈴木秀文 取手楽卓クラブ 6 60 鈴木睦子 フェニックス

7 60 園部弘一 球友クラブ 7 60 矢野香枝 東海ラージ

8 60 永田　裕 Team K 8 65 水藤和子 日立卓翔会

9 65 舘　輝雄 岩間クラブ 9 70 小林正子 岩間クラブ

10 65 田所辰夫 球友クラブ 10 70 宮下敦美 利根町卓伸会

11 70 與澤光男 チームカワサキ 11 70 武田由枝 早尾台クラブ

12 70 村山正毅 オリオンクラブ 12 75 海野美代子 チームカワサキ

13 70 間山博夫 神栖ラージ

14 75 宇田健太郎 取手楽卓クラブ

15 85 堀江正治 チームカワサキ

No. 種目 氏名 クラブ名

塙 悠太 球友クラブ

塙 綾奈 球友クラブ

齋田和也 龍卓会

北原文江 KATSUクラブ

永田　裕 Team K

菊池靖子 朋友クラブ

園部弘一 球友クラブ

海野利子 フェニックス

舘　輝雄 岩間クラブ

鈴木睦子 フェニックス

田所辰夫 球友クラブ

矢野香枝 東海ラージ

與澤光男 チームカワサキ

水藤和子 日立卓翔会

宇田健太郎 取手楽卓クラブ

染谷富貴代 取手楽卓クラブ

村山正毅 オリオンクラブ

宮下敦美 利根町卓伸会

堀江正治 チームカワサキ

海野美代子 チームカワサキ

開催日

会　場

第33回 全国ラージボール卓球大会

男子シングルス 女子シングルス

混合ダブルス

〈茨城県代表選手〉

1 一般

2 80

3 100

大会日程及び会場

4 100

8 140

9 140

5 120

6 120

7 130

2020年6月26日（金）～6月28日（日）

盛岡タカヤアリーナ

10 160

－4－



No. 種目 氏名 クラブ名 No. 種目 氏名 クラブ名

1 一般 高橋桂太 SOLA HOUSE 1 一般 大野さゆり 卓球めぐり

2 40 中泉　仁 龍卓会 2 40 石川清美 Twinkle 

3 50 東 龍太郎 フリーダム 3 50 寺門和枝 双葉台クラブ

4 60 木村里司 ターゲット 4 60 小林禮子 筑西卓友クラブ

5 60 田中幹彦 わかばクラブ 5 60 松谷修子 みらいクラブ

6 65 斉藤秀人 Twinkle 6 60 飯田恭子 双葉台クラブ

7 65 河野貫一 球友クラブ 7 60 染谷喜代美 花水木

8 65 横山俊秀 オリオンクラブ 8 65 青山幸江 日立レディース

9 65 荒木誠一 フリーダム 9 65 佐藤千恵子 わかばクラブ

10 65 松谷　昇 みらいクラブ 10 70 笠木久美子 つくば卓球スタジオ

11 70 肥塚茂行 日立ラージ 11 70 檜山せつ子 MAMAクラブ

12 70 黒川　勇 筑西卓友クラブ 12 70 上野節子 朋友クラブ

13 75 武藤富三 大洋クラブ 13 75 綾部ナミ子 さくら会

14 75 下タ村 修 東中根団地卓友会 14 80 大友清子 東海ラージ

15 75 佐々木秀男 牛久ＳＣ 15 80 髙畠富子 オリオンクラブ

16 75 今村敏夫 日立卓翔会 16 85 川田玉江 筑西卓友クラブ

17 80 橋本健吾 東中根団地卓友会

No. 種目 氏名 クラブ名

高橋桂太 SOLA HOUSE

大野さゆり 卓球めぐり

中泉　仁 龍卓会

寺門和枝 双葉台クラブ

斉藤秀人 Twinkle 

石川清美 Twinkle 

木村里司 ターゲット

飯田恭子 双葉台クラブ

田中幹彦 わかばクラブ

関口京子 Only One

荒木誠一 フリーダム

笠木久美子 つくば卓球スタジオ

松谷　昇 みらいクラブ

松谷修子 みらいクラブ

河野貫一 球友クラブ

上野節子 朋友クラブ

今村敏夫 日立卓翔会

青山幸江 日立レディース

肥塚茂行 日立ラージ

檜山せつ子 MAMAクラブ

佐々木秀男 牛久ＳＣ

髙畠富子 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

開催日

会　場 いわき市総合体育館

男子シングルス 女子シングルス

2020年度　 全日本ラージボール卓球選手権大会

混合ダブルス

1 一般

〈茨城県代表選手〉

2

11 150

12 160

80

3

2020年7月10日（金）～7月12日（日）

100

4 120

5 120

6 130

大会日程及び会場

9 140

14010

8 140

7 130

－5－


