
                    

   
令和元年度（第２６回） 

  

          
  

    静岡県民スポーツ・レクリエーション祭 

   
   

    

   ラージボール卓球競技大会 
   

    
              

  

          

          

 

日  時  令和元年 ６月 １日（土）             ８時３０分受付開始 

   

       ８時５０分開会式      ９時００分試合開始 

          

 

会  場  静岡県草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 

          

（男子シングルスの部） 

          

マナー日本一を目指して！！ 

          

          

          

 
主  催   静岡県教育委員会・静岡県レクリエーション協会  

          

 
主  管   県民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会・静岡県卓球協会 

          

 
後  援   静岡県スポ－ツ体育指導員連絡協議会・（公財）静岡県体育協会 

          

 
          静岡市教育委員会      

          

 



進行委員長 冨樫 昭弘 

進行委員 櫻井 晴一郎    河村 英一    竹内 則之 

記録委員長 嘉茂 一夫 

記録委員 松村 けい子  清 孝行  

緊急対応委員長 杉山 泰敏 

総務委員長 杉山 泰敏 

総務委員 谷野 弘子    武田 美智代    村松 千砂  橋本 ますみ  

準備体操 谷野 弘子 

 

競 技 上 の 注 意 

競技規則・競技方法及び順位決定方法 

競技規則 

現行の（財）日本卓球協会制定ラージボール卓球ルールを適用する。 

1. 試合球は、直径４４ｍｍのラージボール（プラスチック）を使用する 

2. （財）日本卓球協会が公認した表ソフトラバーを使用する。但しアンチ・ツブ高ラブー

は使用できない 

3. １ゲームは１１点先取とし、１０対１０以後は、２点先取勝ちとする 

4. １マッチは３ゲームとし、３ゲーム目のチェンジエンドは、５点先取したときとする 

5. サービスは２本交替とし、１０対１０以後は１本交替とする 

競技方法 

予選リーグを行う。その後１位・２位で決勝トーナメント戦を行う。３位以下でトーナメン

ト戦を行う 

各種目において人数が少ないときは、リーグ戦のみか、直近の年代と合同して行う場合があ

る 

順位決定方法 

1. 勝敗数で決める 

2. 勝敗が二者同じ場合は、直接対戦結果の勝者を上位とする 

勝敗が三者同じ場合は、その三者間での対戦勝ちゲ－ム数・負けゲーム数からゲームの

勝率を算出して決める 

3. ゲ－ム勝率も同じ場合は、年齢の高い者を上位とする 

マスタ－ズの大会は県外選手の出場がないため、従来通りとして日本卓球協会のルー

ルは適用しない 

  



 

 

　　○は試合順序。１回戦は１－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　　○は試合順序。１回戦は２－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

男子シングルス　５９歳以下　３位以下決勝トーナメント

石田、栗島、大石

清水、花村、鈴木、沢田

⑦
清水、花村、鈴木、沢田 ２－４ １－４

２－３

４－２

山田、増田、中山、松下 １－１

1　コート

山田、林、小出 ４－３

　２　コート

３－４

⑨

石田、栗島、大石

村松、杉山、中野、山本 ３－２

清水、花村、鈴木、沢田 ２－２

⑤ ⑥

清水、花村、鈴木、沢田

山田、増田、中山、松下
② ④

３－１ 村松、杉山、中野、山本

③
⑤

山田、林、小出
②

５－３

１－２ 山田、増田、中山、松下
①

⑦ ⑧

スポレク　男子シングルス　５９歳以下　１位・２位決勝トーナメント

山田、増田、中山、松下 １－３ ３－３ 村松、杉山、中野、山本

① ③

村松、杉山、中野、山本

５－１ ５－２ 石田、栗島、大石
④

⑥

山田、林、小出 ４－１ ２－１

　　○は試合順序。１回戦は２－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　　○は試合順序。審判は敗者審判。

１位

スポレク　男子シングルス　６０～６４歳　１位・２位決勝トーナメント

男子シングルス　６０～６４歳　３位以下決勝トーナメント

山本、榊原、山崎、中川 １－１ １－２ 山本、榊原、山崎、中川

① ③
滝浪、和田、風岡 ２－２

⑤
２－１ 滝浪、和田、風岡

３　コート

山本、榊原、山崎、中川
山本、榊原、山崎、中川 １－３ ②

④
２－３ 滝浪、和田、風岡

　３　コート

１－４



 

  

１　コート

山田 増田 中山 松下 勝負 順位

① 山田 昭仁 （井上卓球） －

② 増田 一憲 （マーキュリ－） －

③ 中山 正人 （さくら） －

④ 松下 明裕 （ＳＣＳ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

１　コート

清水 花村 鈴木 沢田 勝負 順位

① 清水 　進 （ＫＯＩＴＯ） －

② 花村 　剛 （ラブオール） －

③ 鈴木 昭一 （袋井卓球交流会） －

④ 沢田 貴彦 （駿河クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

２　コート

村松 杉山 中野 山本 勝負 順位

① 村松 禎雄 （マーキュリ－） －

② 杉山 昌弘 （Ｎｏｒｔｈ Ｗｉｎｄ） －

③ 中野 康信 （沼津ドリーム） －

④ 山本 　博 （飛誠塾） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

２　コート

山田 林 小出 勝負 順位

① 山田 直才 （ラブオール） －

② 林 正樹 （鹿谷クラブ） －

③ 小出 卓史 （さくら） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

２　コート

石田 栗島 大石 勝負 順位

① 石田 正貴 （ＫＯＩＴＯ） －

② 栗島 　淳 （ぬまたく） －

③ 大石 貴之 （豊田卓球クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

男子シングルス　　５９歳以下　 リーグ戦

男子シングルス　５９歳以下　②

男子シングルス　５９歳以下　①

男子シングルス　５９歳以下　③

男子シングルス　５９歳以下　④

男子シングルス　５９歳以下　⑤



 

 

  

３　コート

山本 榊原 山崎 中川 勝負 順位

① 山本 　昇 （清水ラージ） －

② 榊原 　勝 （清卓クラブ） －

③ 山崎 好則 （オレンジクラブ） －

④ 中川 　享 （アンビシャス） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
３　コート

滝浪 和田 風岡 勝負 順位

① 滝浪 　優 （悠々クラブ） －

② 和田 博之 （藁科クラブ） －

③ 風岡 伸彦 （仲よしクラブ） －

試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

男子シングルス　　６０～６４歳　 リーグ戦

男子シングルス　６０～６４歳 ① 

男子シングルス　６０～６４歳 ② 

　　○は試合順序。１回戦は２－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　　○は試合順序。審判は敗者審判。

１位

スポレク　男子シングルス　６０～６４歳　１位・２位決勝トーナメント

男子シングルス　６０～６４歳　３位以下決勝トーナメント

山本、榊原、山崎、中川 １－１ １－２ 山本、榊原、山崎、中川

① ③
滝浪、和田、風岡 ２－２

⑤
２－１ 滝浪、和田、風岡

３　コート

山本、榊原、山崎、中川
山本、榊原、山崎、中川 １－３ ②

④
２－３ 滝浪、和田、風岡

　３　コート

１－４



 

  

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－１・２－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

スポレク　男子シングルス　６５～６９歳　１位・２位決勝トーナメント

柴、秋山、早田、吉田 １－１ ３－１ 清、鈴木、安永、野沢

男子シングルス　６５～６９歳　３位以下決勝トーナメント

柴、秋山、早田、吉田 １－３

西原、柿平、日比、鈴木

5-③

4-③

4-④

４/５　コート

２－１

4-⑤

5-②

5-④西原、柿平、日比、鈴木 ２－２ １－２

一色、島田、片山

清、鈴木、安永、野沢

斉藤、石田、寅澤、鶴見

２－４

３－３ 清、鈴木、安永、野沢

３－４

５－３ ４－４
② ⑤

斉藤、石田、寅澤、鶴見

柴、秋山、早田、吉田

４－１

一色、島田、片山 ５－１ ５－２ 一色、島田、片山

4-①

4-②

清、鈴木、安永、野沢 ３－２ ４－２ 斉藤、石田、寅澤、鶴見

１－４

　６　コート

5-①

西原、柿平、日比、鈴木

柴、秋山、早田、吉田

④

⑥ ⑦
⑧

斉藤、石田、寅澤、鶴見 ４－３ ２－３ 西原、柿平、日比、鈴木

①

③



 

  

４　コート

柴　 秋山 早田 吉田 勝負 順位

① 柴　 厚行 （清水ラージ） －

② 秋山 雅彦 （ジャトコ） －

③ 早田 俊彦 （袋井卓球交流会） －

④ 吉田 欣生 （清水ベイ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
４　コート

西原 柿平 日比 鈴木 勝負 順位

① 西原 　剛 （ワンダースピン） －

② 柿平 　晋　 （ＫＯＩＴＯ） －

③ 日比 　薫 （清水ラ－ジ） －

④ 鈴木 政勝 （草薙クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
５　コート

清 鈴木 安永 野沢 勝負 順位

① 清　  孝行  （富士宮卓球クラブ） －

② 鈴木 哲夫 （大井川卓球クラブ） －

③ 安永 　操 （清水ラージ） －

④ 野沢 良行 （オレンジクラブ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
５　コート

斉藤 石田 寅澤 鶴見 勝負 順位

① 斉藤 　斉 （しずおか信用金庫） －

② 石田 裕康 （パンジー） －

③ 寅澤 　彰 （富士ラージ） －

④ 鶴見 雅章 （ビタミン） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
６　コート

一色 島田 片山 勝負 順位

① 一色 則行 （静岡ラージ） －

② 島田 賢一 （ＦＴＴＣ） －

③ 片山 　卓 （清水ラージ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

男子シングルス６５～６９歳　②

男子シングルス　　６５～６９歳　 リーグ戦

男子シングルス６５～６９歳　①

男子シングルス６５～６９歳　③

男子シングルス６５～６９歳　⑤

男子シングルス６５～６９歳　④



 

  

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－１・２－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

スポレク　男子シングルス　６５～６９歳　１位・２位決勝トーナメント

柴、秋山、早田、吉田 １－１ ３－１ 清、鈴木、安永、野沢

男子シングルス　６５～６９歳　３位以下決勝トーナメント

柴、秋山、早田、吉田 １－３

西原、柿平、日比、鈴木

5-③

4-③

4-④

４/５　コート

２－１

4-⑤

5-②

5-④西原、柿平、日比、鈴木 ２－２ １－２

一色、島田、片山

清、鈴木、安永、野沢

斉藤、石田、寅澤、鶴見

２－４

３－３ 清、鈴木、安永、野沢

３－４

５－３ ４－４
② ⑤

斉藤、石田、寅澤、鶴見

柴、秋山、早田、吉田

４－１

一色、島田、片山 ５－１ ５－２ 一色、島田、片山

4-①

4-②

清、鈴木、安永、野沢 ３－２ ４－２ 斉藤、石田、寅澤、鶴見

１－４

　６　コート

5-①

西原、柿平、日比、鈴木

柴、秋山、早田、吉田

④

⑥ ⑦
⑧

斉藤、石田、寅澤、鶴見 ４－３ ２－３ 西原、柿平、日比、鈴木

①

③



 
  

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－１・２－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－３・２－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

スポレク　男子シングルス　７０～７４歳　１位・２位決勝トーナメント

男子シングルス　７０～７４歳　３位以下決勝トーナメント

２－２

竹内、田嶋、紅林、森 １－１

7-①
吉村、並木、飯塚 １０－２

７/８　コート

３－１ 大村、村田、原田、岩崎

7-③ 8-③
８－２ 山田、吉野、滝井

４－２ 望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政)

田村、馬場、河村、白栁

６－１ 秋山、金指、池田、曽布川

櫻井、酒井、榊原、佐藤７－１

５－２

8-⑤

大森、市川、松永 ９－１

西澤、上原、櫻田、鈴木

望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政) ４－１

8-①
7-⑦ 8-⑦

7-④ 8-④

7-⑨
田村、馬場、河村、白栁 ５－１

7-⑩

櫻井、酒井、榊原、佐藤 ７－２

7-⑤
秋山、金指、池田、曽布川 ６－２ １－２ 竹内、田嶋、紅林、森

8-⑨

２－１ 西澤、上原、櫻田、鈴木

大村、村田、原田、岩崎 ３－２ 7-⑧ 8-⑧ １０－１ 吉村、並木、飯塚
7-② 8-②

山田、吉野、滝井 ８－１

望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政)
9-①

９－２ 大森、市川、松永
7-⑥ 8-⑥

田村、馬場、河村、白栁
10-②

大村、村田、原田、岩崎

９/１０　コート

竹内、田嶋、紅林、森 １－３ ３－３
10-①

10-③

10-⑤
大森、市川、松永 ９－３ 9-⑥ ５－４

西澤、上原、櫻田、鈴木 ２－４ ４－４
9-③

秋山、金指、池田、曽布川
9-②

山田、吉野、滝井 ８－３ 9-⑧ 15-⑦ ７－３ 櫻井、酒井、榊原、佐藤
9-⑨

櫻井、酒井、榊原、佐藤 ７－４ ６－３

西澤、上原、櫻田、鈴木
9-⑤

望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政) ４－３

田村、馬場、河村、白栁 ５－３ １０－３ 吉村、並木、飯塚
9-④

9-⑦ 10-④
秋山、金指、池田、曽布川 ６－４ ２－３

10-⑥
大村、村田、原田、岩崎 ３－４ １－４ 竹内、田嶋、紅林、森



 

  

６　コート

竹内 田嶋 紅林 森 勝負 順位

① 竹内 則之 （磐田ラリ－クラブ） －

② 田嶋 　實 （ポメクラブ） －

③ 紅林　 勝美　 （岡部クラブ） －

④ 森 隆治 （富士ラージ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

７　コート

西澤 上原 櫻田 鈴木 勝負 順位

① 西澤 哲彦 （ポメクラブ） －

② 上原 久司 （浜商クラブ） －

③ 櫻田 忠志 （清水ベイ） －

④ 鈴木 　勝 （富士ラージ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

７　コート

大村 村田 原田 岩崎 勝負 順位

① 大村 眞一 （蜆塚クラブ） －

② 村田 一男 （すみれ会） －

③ 原田 文男 （清水ラ－ジ） －

④ 岩崎 幸男 （草薙クラブ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

８　コート

望月 志太 鈴木(清) 鈴木(政) 勝負 順位

① 望月 康夫 （清水クラブ） －

② 志太 治美 （リーガル） －

③ 鈴木 清司 （バラ－ド） －

④ 鈴木 政幸 （掛川桔梗） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

８　コート

田村 馬場 河村 白栁 勝負 順位

① 田村 延弘 （沼津クラブ） －

② 馬場 　卓 （掛川桔梗） －

③ 河村 英一 （藤枝卓球クラブ） －

④ 白栁 育邦 （オレンジクラブ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

男子シングルス　　７０～７４歳　　リーグ戦 　

男子シングルス ７０～７４歳 ①

男子シングルス ７０～７４歳 ②

男子シングルス ７０～７４歳 ③

男子シングルス ７０～７４歳 ④

男子シングルス ７０～７４歳 ⑤



 

  

９　コート

秋山 金指 池田 曽布川 勝負 順位

① 秋山 吉男 （草薙クラブ） －

② 金指 英男 （沼津スタ－マイン） －

③ 池田 多喜夫 （松島クラブ） －

④ 曽布川 　保 （オレンジクラブ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

９　コート

櫻井 酒井 榊原 佐藤 勝負 順位

① 櫻井 晴一郎 （白龍クラブ） －

② 酒井 喜代志 （藤枝卓球クラブ） －

③ 榊原 　丘 （安東中央クラブ） －

④ 佐藤 孝夫 （清水ラ－ジ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

１０　コート

山田 吉野 滝井 勝負 順位

① 山田 吉彦 （ジョイフル） －

② 吉野 勝士 （さくや卓愛） －

③ 滝井 健二 （悠々クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

１０　コート

大森 市川　 松永 勝負 順位

① 大森 健良 （ジョイフル） －

② 市川　 　正　 （清水ベイ） －

③ 松永 礼司 （大富卓球クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

１０　コート

吉村 並木  飯塚 勝負 順位

① 吉村 俊彦 （さくら） －

② 並木  富蔵  （富士ラージ） －

③ 飯塚 正司 （清水ベイ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

男子シングルス ７０～７４歳 ⑥

男子シングルス　　７０～７４歳　　リーグ戦 　

男子シングルス ７０～７４歳 ⑦

男子シングルス ７０～７４歳 ⑧

男子シングルス ７０～７４歳 ⑨

男子シングルス ７０～７４歳 ⑩



 

  

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－１・２－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－３・２－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

スポレク　男子シングルス　７０～７４歳　１位・２位決勝トーナメント

男子シングルス　７０～７４歳　３位以下決勝トーナメント

２－２

竹内、田嶋、紅林、森 １－１

7-①
吉村、並木、飯塚 １０－２

７/８　コート

３－１ 大村、村田、原田、岩崎

7-③ 8-③
８－２ 山田、吉野、滝井

４－２ 望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政)

田村、馬場、河村、白栁

６－１ 秋山、金指、池田、曽布川

櫻井、酒井、榊原、佐藤７－１

５－２

8-⑤

大森、市川、松永 ９－１

西澤、上原、櫻田、鈴木

望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政) ４－１

8-①
7-⑦ 8-⑦

7-④ 8-④

7-⑨
田村、馬場、河村、白栁 ５－１

7-⑩

櫻井、酒井、榊原、佐藤 ７－２

7-⑤
秋山、金指、池田、曽布川 ６－２ １－２ 竹内、田嶋、紅林、森

8-⑨

２－１ 西澤、上原、櫻田、鈴木

大村、村田、原田、岩崎 ３－２ 7-⑧ 8-⑧ １０－１ 吉村、並木、飯塚
7-② 8-②

山田、吉野、滝井 ８－１

望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政)
9-①

９－２ 大森、市川、松永
7-⑥ 8-⑥

田村、馬場、河村、白栁
10-②

大村、村田、原田、岩崎

９/１０　コート

竹内、田嶋、紅林、森 １－３ ３－３
10-①

10-③

10-⑤
大森、市川、松永 ９－３ 9-⑥ ５－４

西澤、上原、櫻田、鈴木 ２－４ ４－４
9-③

秋山、金指、池田、曽布川
9-②

山田、吉野、滝井 ８－３ 9-⑧ 15-⑦ ７－３ 櫻井、酒井、榊原、佐藤
9-⑨

櫻井、酒井、榊原、佐藤 ７－４ ６－３

西澤、上原、櫻田、鈴木
9-⑤

望月、志太、鈴木(清)、鈴木(政) ４－３

田村、馬場、河村、白栁 ５－３ １０－３ 吉村、並木、飯塚
9-④

9-⑦ 10-④
秋山、金指、池田、曽布川 ６－４ ２－３

10-⑥
大村、村田、原田、岩崎 ３－４ １－４ 竹内、田嶋、紅林、森



 
  

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－２・２－１・７－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－３・２－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

２－４ １－４ 稲垣、梶、加藤、鈴木
15-⑤

14-③
服部、髙野、藤本、小林 ４－３ ２－３ 向坂、形村、石川、山本

６－３ 冨樫、増田、石川、阿部
14-②

14-⑦

池田、井上、高橋、土橋 ３－４ ７－３ 杉山、服部、松永
14-⑤ 15-③

向坂、形村、石川、山本

15-②
市川、清水、内海、片瀬 ５－３ 14-⑥ 15-⑥

稲垣、梶、加藤、鈴木 １－３ ３－３ 池田、井上、高橋、土橋
15-①

冨樫、増田、石川、阿部 ６－４
14-④

５－４ 市川、清水、内海、片瀬
14-① 15-④

岡本、山本、柏原 ８－３ ４－４ 服部、髙野、藤本、小林

向坂、形村、石川、山本

スポレク　男子シングルス　７５～７９歳　１位・２位決勝トーナメント

11-③
池田、井上、高橋、土橋 ３－２ １－２ 稲垣、梶、加藤、鈴木

11-④ 13-④
冨樫、増田、石川、阿部 ６－２ ８－２ 岡本、山本、柏原

11-②
２－１

服部、髙野、藤本、小林
12-① 13-②

市川、清水、内海、片瀬
13-③

６－１ 冨樫、増田、石川、阿部
11-⑤

７－１ 杉山、服部、松永

　１４/１５　コート

12-⑤
市川、清水、内海、片瀬 ５－１

岡本、山本、柏原

１１/１２/１３　コート

13-①

男子シングルス　７５～７９歳　３位以下決勝トーナメント

池田、井上、高橋、土橋
11-①

７－２

12-③
服部、髙野、藤本、小林 ４－１

向坂、形村、石川、山本 ２－２

５－２
12-④

８－１

11-⑥

稲垣、梶、加藤、鈴木 １－１ ３－１

４－２

12-②
杉山、服部、松永



 

  

１１　コート

稲垣 梶 加藤 鈴木 勝負 順位

① 稲垣 英喜 （横内夢クラブ） －

② 梶 信行 （県居） －

③ 加藤 隆久 （掛川桔梗） －

④ 鈴木 　明 （悠々クラブ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
１１/１２　コート

向坂 形村 石川 山本 勝負 順位

① 向坂  栄次  （小川卓球クラブ） －

② 形村 勝利 （安東中央クラブ） －

③ 石川   謙二   （清水ベイ） －

④ 山本 裕好 （清水ラ－ジ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

１２　コート

池田 井上 高橋 土橋 勝負 順位

① 池田 邦男 （清水ベイ） －

② 井上 敬介 （蜆塚クラブ） －

③ 高橋 　 　理 　 （富士ラ－ジ） －

④ 土橋 久明 （長田卓友会） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
１３　コート

服部 髙野 藤本 小林 勝負 順位

① 服部  健一  （白龍クラブ） －

② 髙野  敏和  （一葉会） －

③ 藤本 征三郎 （清卓クラブ） －

④ 小林 詔一 （富士ラージ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
１３/１４　コート

市川 清水 内海 片瀬 勝負 順位

① 市川　 長太郎　（静岡ラ－ジ） －

② 清水 三敏 （綜合設備計画） －

③ 内海 忠良 （藤枝卓球クラブ） －

④ 片瀬　   勝義　   （一葉会） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

男子シングルス　　７５～７９歳　 リーグ戦

男子シングルス　７５～７９歳　①

男子シングルス　７５～７９歳　②

男子シングルス　７５～７９歳　③

男子シングルス　７５～７９歳　④

男子シングルス　７５～７９歳　⑤



 

 

 

  

１４　コート

冨樫 増田 石川 阿部 勝負 順位

① 冨樫  昭弘  （沼津スタ－マイン） －

② 増田 有一郎 （安東中央クラブ） －

③ 石川 文彦 （大富卓球クラブ） －

④ 阿部 　貢 （清水ラ－ジ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

１５　コート

杉山 服部 松永 勝負 順位

① 杉山  泰敏  （富士ラージ） －

② 服部 剛一 （清水ベイ） －

③ 松永 　孝 （親和会） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

１５　コート

岡本 山本 柏原 勝負 順位

① 岡本　  　功　  （藤枝卓球クラブ） －

② 山本　     　豊　     （清水ラ－ジ） －

③ 柏原 隆夫 （Ｔ＆Ｔ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

男子シングルス　７５～７９歳　⑧

男子シングルス　　７５～７９歳　 リーグ戦

男子シングルス　７５～７９歳　⑦

男子シングルス　７５～７９歳　⑥

　　○は試合順序。１回戦は４－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　　○は試合順序。審判は敗者審判。

１位

１６　コート
３－３

内山、奥山、高須 １－３ ③
⑥

２－３

永田、鶴見、山田

男子シングルス　８０～８４歳　３位以下決勝トーナメント

①

３－２ １－２ 内山、奥山、高須
⑦

間渕、神代、伊東

スポレク　男子シングルス　８０～８４歳　１位・２位決勝トーナメント

１６　コート

間渕、神代、伊東 ２－２ ２－１

３－１ 永田、鶴見、山田

②
④ ⑤

間渕、神代、伊東

内山、奥山、高須 １－１

永田、鶴見、山田



 
  

１５　コート

内山 奥山　 高須 勝負 順位

① 内山　  　毅　  （磐田ラリークラブ） －

② 奥山　 雅弘　 （ＺＥＲＯ） －

③ 高須 喜隆 （卓球交流会） －

試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

１６　コート

間渕 神代 伊東 勝負 順位

① 間渕　 武彦　 （浜松ベテラン会） －

② 神代 醇一 （島田あすなろ） －

③ 伊東 敏郎 （一葉会） －

試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

１６　コート

永田 鶴見 山田 勝負 順位

① 永田 　晁 （島田あすなろ） －

② 鶴見 忠義 （掛川桔梗） －

③ 山田 松夫 （親和会） －

試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

１６　コート

古畑 坂本 　 内山 勝負 順位

① 古畑 富士夫 （浜北クラブ） －

② 坂本 　 貞俊 　 （浜松ベテラン会） －

③ 内山 益利 （個人） －

試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

優勝 準優勝 ３位

男子シングルス　　8５歳以上　 リーグ戦

男子シングルス　８５歳以上　

男子シングルス　　８０～８４歳　 リーグ戦

男子シングルス　８０～８４歳　①

男子シングルス　８０～８４歳　②

男子シングルス　８０～８４歳　③

　　○は試合順序。１回戦は４－１の者が審判、以降は敗者審判。

優勝 ３位
準優勝 ３位

　　○は試合順序。審判は敗者審判。

１位

１６　コート
３－３

内山、奥山、高須 １－３ ③
⑥

２－３

永田、鶴見、山田

男子シングルス　８０～８４歳　３位以下決勝トーナメント

①

３－２ １－２ 内山、奥山、高須
⑦

間渕、神代、伊東

スポレク　男子シングルス　８０～８４歳　１位・２位決勝トーナメント

１６　コート

間渕、神代、伊東 ２－２ ２－１

３－１ 永田、鶴見、山田

②
④ ⑤

間渕、神代、伊東

内山、奥山、高須 １－１

永田、鶴見、山田



 

 

前回参加者 

斉藤   信作   （沼津ドリ－ム 44） 
 

小原 邦彦 （チームフレンド） 

石井   邦夫   （磐田ラリークラブ） 
 

山本 勇吉 （悠々クラブ） 
 

秋山 嗣雄 （双葉クラブ） 
 

飯島  巌 （松島クラブ） 

末松 伊和男 （一葉会） 
 

深澤 勝平 （掛川桔梗） 
        

中野 治夫 （Ｍ．Ｉ．Ｘ） 
    

     
松永 和雄 （松島クラブ） 

中村 照行 （清水ラ－ジ） 
 

山内 昭司 （土星クラブ） 

村上 明弘 （香陵ラージクラブ） 
    

曽我   忠彦   （磐田ラリークラブ） 
 

新井 鍋重 （沼津ハーモニー） 
       

青木  壽 （東部ラージクラブ） 
    

望月  洸 （清水ベイ） 
    

和田 博光 （フレッシュ） 
    

日吉 敏雄 （沼津ドリ－ム 44） 
    

瀬戸  哮 （上野クラブ） 
 

栗島  淳 
 

       

       

石井 輝男 （岡部クラブ） 
    

川 久

保 

正行 （富士卓） 
    

中野 義男 （悠々クラブ） 
    

北野 敏雄 （卓球教室） 
    

榊原 昌宏 （長田クラブ） 
 

    

 

１８　コート

古畑 坂本 　 内山 勝負 順位

① 古畑 富士夫 （浜北クラブ） －

② 坂本 　 貞俊 　 （浜松ベテラン会） －

③ 内山 益利 （個人） －

試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

男子シングルス　　8５歳以上　 リーグ戦

男子シングルス　８５歳以上　


