
                    

   
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） 

          

（女子シングルスの部） 

          

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      

 

  



競 技 （ 大 会 ） 役 員 

大会会長  西尾 繁昭 

大会副会長  川口 孝博   平野 健次  下田 一十四 

大会委員長  下田 一十四 

大会副委員長  静岡県卓球協会常任理事 

競技委員長  小川 誠厚 

競技副委員長  永田  晁  鈴木 勉 

審判長   鈴木 宣弘 

副審判長  増田 有一郎（会計兼任） 

審判委員  予選リーグ 相互審判  トーナメント２回戦より敗者審判  

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１－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

１７　コート

スポレク　女子シングルス　５９歳以下　１位・２位決勝トーナメント

女子シングルス　５９歳以下　３位以下決勝トーナメント

１８　コート

２－３ 居山、宮川、石上、崎山

小長井、大塚、塚本、渡邉 １－３ １－４

小長井、大塚、塚本、渡邉 １－１ ３－１ 細路、中島、花村
②

細路、中島、花村 ３－２ ③

居山、宮川、石上、崎山 ２－２ ２－１ 居山、宮川、石上、崎山

３－３

小長井、大塚、塚本、渡邉

居山、宮川、石上、崎山 ２－４
③

②
①

④

細路、中島、花村

④ １－２ 小長井、大塚、塚本、渡邉
①

⑤



 

 

  

１７　コート

小長井 大塚 塚本 渡邉 　勝負 　順位

① 小長井 千恵子 （静岡クラブ） －

② 大塚 悦子 （マーキュリー） －

③ 塚本 明子 （藁科クラブ） －

④ 渡邉 悦美 （オリオン） －

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

１７　コート

居山 宮川 石上 崎山 　勝負 　順位

① 居山 みと江 （ぬまたく） －

② 宮川 和子 （ラブオール） －

③ 石上 庸子 （エクセル） －

④ 崎山 貴子 （港卓球クラブ） －

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

１８　コート

細路 中島 花村 勝負 順位

① 細路 智子 （エクセル） －

② 中島 栄子 （ＴＳＵＢＡＫＩ） －

③ 花村 理恵子 （静岡市役所） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

女子シングルス　　５９歳以下　 リーグ戦

女子シングルス　５９歳以下　①

女子シングルス　５９歳以下　②

女子シングルス　５９歳以下　③

　○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１－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

１７　コート

スポレク　女子シングルス　５９歳以下　１位・２位決勝トーナメント

女子シングルス　５９歳以下　３位以下決勝トーナメント

１８　コート

２－３ 居山、宮川、石上、崎山

小長井、大塚、塚本、渡邉 １－３ １－４

小長井、大塚、塚本、渡邉 １－１ ３－１ 細路、中島、花村
②

細路、中島、花村 ３－２ ③

居山、宮川、石上、崎山 ２－２ ２－１ 居山、宮川、石上、崎山

３－３

小長井、大塚、塚本、渡邉

居山、宮川、石上、崎山 ２－４
③

②
①

④

細路、中島、花村

④ １－２ 小長井、大塚、塚本、渡邉
①

⑤



 

　○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。１回戦は１－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

スポレク　女子シングルス　６０～６４歳　１位・２位決勝トーナメント

女子シングルス　６０～６４歳　３位以下決勝トーナメント

望月、細谷、山梨 ４－３
①

伊藤、村松、笹本 ３－３

望月、細谷、山梨
③ ④

⑦

２－３ 増田、岡田、永井

②

望月、細谷、山梨 ４－１ ２－１ 増田、岡田、永井

１－４ 辻村、小俣、泉、刑部辻村、小俣、泉、刑部

④
③

辻村、小俣、泉、刑部 １－１

１９　コート

伊藤、村松、笹本３－１
① ②

伊藤、村松、笹本 ３－２

１－３

２０　コート

１－２ 辻村、小俣、泉、刑部
⑤ ⑥

増田、岡田、永井 ２－２ ４－２



 

１８　コート

辻村 小俣 泉 刑部 　勝負 　順位

① 辻村 茂美 （ジョイフル） －

② 小俣 和代 （アミ３３９） －

③ 泉 順子 （清水ラージ） －

④ 刑部 成子 （Ｈ2O） －

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

１９　コート

増田 岡田 永井 勝負 順位

① 増田 幸子 （藤枝卓球クラブ） －

② 岡田 浩美 （優希） －

③ 永井 由紀乃 （清水ベイ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

１９　コート

伊藤 村松 笹本 勝負 順位

① 伊藤 美智子 （マーキュリー） －

② 村松 千砂 （浜松ベテラン会） －

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

１９　コート

望月   細谷 山梨 勝負 順位

① 望月   直子   （静岡ラージ） －

② 細谷 静代 （浜北クラブ） －

③ 山梨 由美子 （草薙クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

女子シングルス　６０～６４歳　①

女子シングルス　　６０～６４歳　 リーグ戦

女子シングルス　６０～６４歳　②

女子シングルス　６０～６４歳　③

女子シングルス　６０～６４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・２－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

橋本、北川、小池、安藤 ２－２

伊藤、杉山、及川、曽布川

遠藤、増田、池上、望月

21-③

23-⑦

スポレク　女子シングルス　６５～６９歳　１位・２位決勝トーナメント

女子シングルス　６５～６９歳　３位以下決勝トーナメント

藤田、小山、野沢、千葉 ３－２ ７－１ 渡邊、大場、平岡

５－１

２１/２２　コート

４－２

22-⑤

22-⑥21-⑥ ６－１

遠藤、増田、池上、望月 ４－１ ２－１

早川、田嶋、鈴木、田中 １－３

稲垣、神戸、市川、斎藤 ６－４

５－３

渡邊、大場、平岡 ７－３

橋本、北川、小池、安藤 ２－４
23-④

５－４ 伊藤、杉山、及川、曽布川
23-① 24-①

３－１ 藤田、小山、野沢、千葉

５－２ 伊藤、杉山、及川、曽布川

稲垣、神戸、市川、斎藤 ６－２ １－２ 早川、田嶋、鈴木、田中

21-①

21-②

早川、田嶋、鈴木、田中 １－１

　２３/２４　コート

稲垣、神戸、市川、斎藤

橋本、北川、小池、安藤

渡邊、大場、平岡 ７－２

遠藤、増田、池上、望月 ４－３ ２－３ 橋本、北川、小池、安藤

24-④

６－３ 稲垣、神戸、市川、斎藤

伊藤、杉山、及川、曽布川 23-⑥ 24-⑤
23-②

１－４ 早川、田嶋、鈴木、田中
24-②

４－４

藤田、小山、野沢、千葉 ３－４
23-⑤

22-①

22-②

22-③

21-④

21-⑤

22-④

21-⑦

遠藤、増田、池上、望月
23-③

３－３ 藤田、小山、野沢、千葉
24-③



 

２０　コート

早川 田嶋 鈴木 田中 　勝負 　順位

① 早川 孝子　 （ジョイフル） －

② 田嶋 清江 （ポメクラブ） －

③ 鈴木 ちよ子 （Ｔ&Ｔ） －

④ 田中 智恵子 （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
２０/２１　コート

橋本 北川 小池 安藤 　勝負 　順位

① 橋本 ますみ （Ｌ・ローザ） －

② 北川 ゆかり （ＦＦガヤッシュ） －

③ 小池 順子 （ラブオール） －

④ 安藤 道子 （双葉クラブ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
２１　コート

藤田 小山 野沢 千葉 　勝負 　順位

① 藤田 節子 （県居） －

② 小山 秀子 （Ｌ・ローザ） －

③ 野沢 由貴子 （個人） －

④ 千葉 則子 （親和会） －

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

２２　コート

遠藤 増田 池上 望月 　勝負 　順位

① 遠藤 千恵子 （草薙クラブ） －

② 増田 みち子 （島田あすなろ） －

③ 池上 民代 （Ｔ&Ｔ） －

④ 望月 礼子 （ポメクラブ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３
２２/２３　コート

伊藤 杉山 及川 曽布川 　勝負 　順位

① 伊藤 由美子 （ＦＩＮＥ） －

② 杉山 小百合 （Ｃｏｎｃｅｒｔｏ） －

③ 及川 恵子 （交流会） －

④ 曽布川 千佳子 （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

女子シングルス　　６５～６９歳　 リーグ戦

女子シングルス６５～６９歳　①

女子シングルス６５～６９歳　②

女子シングルス６５～６９歳　③

女子シングルス６５～６９歳　④

女子シングルス６５～６９歳　⑤



 

 

２３　コート

稲垣 神戸 市川 斎藤 　勝負 　順位

① 稲垣 あや子 （磐田ラリ－クラブ） －

② 神戸 知恵子 （井上卓球） －

③ 市川 優美子 （親和会） －

④ 斎藤 峰代 （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

２４　コート

渡邉 大場 平岡 勝負 順位

① 渡邉 八重子 （パンジー） －

② 大場 ちづ子 （みるく） －

③ 平岡 文代 （仲よしクラブ） －

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

女子シングルス６５～６９歳　⑥

女子シングルス６５～６９歳　⑦

女子シングルス　　６５～６９歳　 リーグ戦

　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

橋本、北川、小池、安藤 ２－２

伊藤、杉山、及川、曽布川

遠藤、増田、池上、望月

21-③

23-⑦

スポレク　女子シングルス　６５～６９歳　１位・２位決勝トーナメント

女子シングルス　６５～６９歳　３位以下決勝トーナメント

藤田、小山、野沢、千葉 ３－２ ７－１ 渡邊、大場、平岡

５－１

２１/２２　コート

４－２

22-⑤

22-⑥21-⑥ ６－１

遠藤、増田、池上、望月 ４－１ ２－１

早川、田嶋、鈴木、田中 １－３

稲垣、神戸、市川、斎藤 ６－４

５－３

渡邊、大場、平岡 ７－３

橋本、北川、小池、安藤 ２－４
23-④

５－４ 伊藤、杉山、及川、曽布川
23-① 24-①

３－１ 藤田、小山、野沢、千葉

５－２ 伊藤、杉山、及川、曽布川

稲垣、神戸、市川、斎藤 ６－２ １－２ 早川、田嶋、鈴木、田中

21-①

21-②

早川、田嶋、鈴木、田中 １－１

　２３/２４　コート

稲垣、神戸、市川、斎藤

橋本、北川、小池、安藤

渡邊、大場、平岡 ７－２

遠藤、増田、池上、望月 ４－３ ２－３ 橋本、北川、小池、安藤

24-④

６－３ 稲垣、神戸、市川、斎藤

伊藤、杉山、及川、曽布川 23-⑥ 24-⑤
23-②

１－４ 早川、田嶋、鈴木、田中
24-②

４－４

藤田、小山、野沢、千葉 ３－４
23-⑤

22-①

22-②

22-③

21-④

21-⑤

22-④

21-⑦

遠藤、増田、池上、望月
23-③

３－３ 藤田、小山、野沢、千葉
24-③

　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

橋本、北川、小池、安藤 ２－２

伊藤、杉山、及川、曽布川

遠藤、増田、池上、望月

21-③

23-⑦

スポレク　女子シングルス　６５～６９歳　１位・２位決勝トーナメント

女子シングルス　６５～６９歳　３位以下決勝トーナメント

藤田、小山、野沢、千葉 ３－２ ７－１ 渡邊、大場、平岡

５－１

２１/２２　コート

４－２

22-⑤

22-⑥21-⑥ ６－１

遠藤、増田、池上、望月 ４－１ ２－１

早川、田嶋、鈴木、田中 １－３

稲垣、神戸、市川、斎藤 ６－４

５－３

渡邊、大場、平岡 ７－３

橋本、北川、小池、安藤 ２－４
23-④

５－４ 伊藤、杉山、及川、曽布川
23-① 24-①

３－１ 藤田、小山、野沢、千葉

５－２ 伊藤、杉山、及川、曽布川

稲垣、神戸、市川、斎藤 ６－２ １－２ 早川、田嶋、鈴木、田中

21-①

21-②

早川、田嶋、鈴木、田中 １－１

　２３/２４　コート

稲垣、神戸、市川、斎藤

橋本、北川、小池、安藤

渡邊、大場、平岡 ７－２

遠藤、増田、池上、望月 ４－３ ２－３ 橋本、北川、小池、安藤

24-④

６－３ 稲垣、神戸、市川、斎藤

伊藤、杉山、及川、曽布川 23-⑥ 24-⑤
23-②

１－４ 早川、田嶋、鈴木、田中
24-②

４－４

藤田、小山、野沢、千葉 ３－４
23-⑤

22-①

22-②

22-③

21-④

21-⑤

22-④

21-⑦

遠藤、増田、池上、望月
23-③

３－３ 藤田、小山、野沢、千葉
24-③



 

　数字はコ－トＮＯ、○は試合順序。１回戦は１－１・４－１・５－１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・３－３の者が審判、以降は敗者審判。

１位

内海、杉本、大村、寺田 ４－３ ８－４ 花村、滝田、鈴木、山田
29-④

28-⑤

大石、持田、飯島、石川

２－３ 中野、鈴木、安竹、松村

３－４ 30-⑤ １０－３ 西田、小島、秋山

30-② 30-①

中野、鈴木、安竹、松村 ２－４ ５－４ 松浦、西浦、松永、川口

28-② 30-③

花村、滝田、鈴木、山田 ８－３ ６－３ 齋藤、後藤、柴田、高橋
28-⑥ 29-⑥

28-⑦
松浦、西浦、松永、川口 ５－３ ７－３ 金井、渡辺、富岡、望月

29-② 28-④

齋藤、後藤、柴田、高橋 ６－４ １－４ 佐藤、森、山口、手塚

女子シングルス　　７０～７４歳　　３位以下決勝トーナメント

２８/２９/３０　コート

佐藤、森、山口、手塚 １－３ ３－３ 大石、持田、飯島、石川

28-③
金井、渡辺、富岡、望月 ７－４ ４－４ 内海、杉本、大村、寺田

28-① 29-①

橘田、中島、熊切 ９－３ １１－３ 柳沢、大畑、小林
30-④ 29-⑤

29-③

７－１

齋藤、後藤、柴田、高橋 ６－２ １－２ 佐藤、森、山口、手塚

25-⑥

27-⑥

27-① 27-②

金井、渡辺、富岡、望月 ７－２ ９－２ 橘田、中島、熊切
25-④ 26-⑤

内海、杉本、大村、寺田 ４－１ ２－１ 中野、鈴木、安竹、松村

齋藤、後藤、柴田、高橋

26-⑥

１１－１ 柳沢、大畑、小林

５－２

１０－１ 西田、小島、秋山

松浦、西浦、松永、川口 ５－１ ６－１

橘田、中島、熊切 ９－１ ４－２ 内海、杉本、大村、寺田
27-⑤

松浦、西浦、松永、川口
27-④

25-⑦ 26-⑦

27-③

25-⑧

金井、渡辺、富岡、望月

スポレク　女子シングルス　　７０～７４歳　　１位・２位決勝トーナメント

２５/２６/２７　コート

佐藤、森、山口、手塚 １－１ ３－１ 大石、持田、飯島、石川

25-③ 26-④
西田、小島、秋山 １０－２ ８－２ 花村、滝田、鈴木、山田

25-① 25-②

26-③ 26-②

花村、滝田、鈴木、山田

柳沢、大畑、小林 １１－２

大石、持田、飯島、石川 ３－２

中野、鈴木、安竹、松村

８－１

２－２

26-① 25-⑤



 

２５　コート

佐藤 森 山口 手塚 　勝負 　順位

① 佐藤 布子 （チームフレンド） －

② 森 恵子 （安倍川クラブ） －

③ 山口 桂子 （清水ラージ） －

④ 手塚 久子 （港卓球クラブ） －

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

２５/２６　コート

中野 鈴木 安竹 松村 　勝負 　順位

① 中野 みどり （清水ベイ） －

② 鈴木 堯子 （磐田ラリ－クラブ） －

③ 安竹 すえ子 （富士ラージ） －

④ 松村 節子 （ポメクラブ） －

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

２６　コート

大石 持田 飯島 石川 　勝負 　順位

① 大石 好子 （オリ－ブ） －

② 持田 久美子 （沼津クラブ） －

③ 飯島 洋子 （松島クラブ） －

④ 石川 洋子 （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

２７　コート

内海 杉本 大村 寺田 　勝負 　順位

① 内海 容子 （藤枝卓球クラブ） －

② 杉本 みさ代 （沼津クラブ） －

③ 大村 みよ （オレンジクラブ） －

④ 寺田 雅江 （松島クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

２７/２８　コート

松浦 西浦 松永 川口 　勝負 　順位

① 松浦 恵美子 （さくら） －

② 西浦 昌子 （富士ラージ） －

③ 松永 茂子 （松島クラブ） －

④ 川口 由紀子 （静岡クラブ） －

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

女子シングルス　　７０～７４歳　　リーグ戦

女子シングルス７０～７４歳　①

女子シングルス７０～７４歳　②

女子シングルス７０～７４歳　③

女子シングルス７０～７４歳　④

女子シングルス７０～７４歳　⑤



 

　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

高橋、内山、佐野、小池
32-①

女子シングルス　　７５～７９歳　　３位以下トーナメント

松村、天野、大川、土屋 １－３

２－３ 高田、小澤、古屋、服部

３－３

スポレク　女子シングルス　　７５～７９歳　　１位・２位決勝トーナメイト

３１/３２/３３　コート

澤田、嘉茂、寺田、岩瀬 ７－２ ５－２ 向井、中塚、中澤、柳川
33-③ 32-④

松村、天野、大川、土屋

高田、小澤、古屋、服部 ２－２

谷野、木村、海野、森３－１１－１
32-②31-①

武田、大友、伊藤、前川
31-⑤ 32-⑤

向井、中塚、中澤、柳川

谷野、木村、海野、森

33-②

31-②

１－２３－２谷野、木村、海野、森
31-③33-①

澤田、嘉茂、寺田、岩瀬７－１
31-⑥

５－１

木村、山本、村田 ８－１ ６－１

４－２

高橋、内山、佐野、小池
32-③

松村、天野、大川、土屋
31-④ 33-④

武田、大友、伊藤、前川 ６－２

高田、小澤、古屋、服部２－１４－１

木村、山本、村田８－２

木村、山本、村田
34-① 35-⑤

高田、小澤、古屋、服部 ２－４

35-①
澤田、嘉茂、寺田、岩瀬 ７－４

34-④
８－３

武田、大友、伊藤、前川 ６－４ ５－４

４－４ 高橋、内山、佐野、小池
35-②

向井、中塚、中澤、柳川 ５－３ 34-⑥ 35-⑦ ６－３ 武田、大友、伊藤、前川
34-②

３４/３５　コート

向井、中塚、中澤、柳川
34-③ 35-⑥

高橋、内山、佐野、小池 ４－３ １－４ 松村、天野、大川、土屋
35-④

34-⑦

谷野、木村、海野、森 ３－４ ７－３ 澤田、嘉茂、寺田、岩瀬
34-⑤ 35-③



 

３１　コート

松村 天野 大川 土屋 勝負 順位

① 松村 けい子 （静岡クラブ） －

② 天野 時枝 （一葉会） －

③ 大川 友子 （浜北クラブ） －

④ 土屋 美智恵 （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

３１/３２　コート

髙田 小澤 古屋 服部 勝負 順位

① 髙田 敏子 （コスモラージ） －

② 小澤 光枝 （島田あすなろ） －

③ 古屋 和子 （清水ラージ） －

④ 服部 輝子 （宙） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

３２　コート

谷野 木村 海野 森　 勝負 順位

① 谷野 弘子 （浜松リリ－ズ） －

② 木村 八重子 （沼津クラブ） －

③ 海野 まさ江 （個人） －

④ 森　 治代 （オリオン） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

３３　コート

髙橋 内山 佐野 小池 勝負 順位

① 髙橋 峯佐尾 （富士ラージ） －

② 内山 正子 （磐田ラリ－クラブ） －

③ 佐野 民子 （藤枝卓球クラブ） －

④ 小池 朝子 （東部ラージ） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

３３/３４　コート

向井 中塚 中澤 柳川 勝負 順位

① 向井 恒子 （ブルーム葵） －

② 中塚 セツ子 （島田あすなろ） －

③ 中澤 和枝 （清水ラージ） －

④ 柳川 直子 （県居） －

試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

女子シングルス　　７５～７９歳　　リーグ戦

女子シングルス　７５～７９歳　⑤

女子シングルス　７５～７９歳　①

女子シングルス　７５～７９歳　③

女子シングルス　７５～７９歳　④

女子シングルス　７５～７９歳　②



 

 

３４　コート

武田 大友 伊藤 前川 勝負 順位

① 武田 美智代 （安東中央クラブ） －

② 大友 光子 （ＩＳＡＺＩ） －

③ 伊藤 露子 （掛川桔梗） －

④ 前川 和子 （個人） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

３５　コート

澤田 嘉茂　 寺田 岩瀬 勝負 順位

① 澤田 瑞穂 （入野同好会） －

② 嘉茂　 有代　 （島田あすなろ） －

③ 寺田 美津子 （オリオン） －

④ 岩瀬 成子 （卓球交流会） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

３５　コート

木村 山本 村田 勝負 順位

① 木村 君枝 （双葉クラブ） －

② 山本   弘子   （浜松ベテラン会） －

③ 村田 久美子 （すみれ会） －
試合順序　　２－３　　１－３　　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　 　 　３　　 　　

女子シングルス　　７５～７９歳　　リーグ戦

女子シングルス　７５～７９歳　⑥

女子シングルス　７５～７９歳　⑧

女子シングルス　７５～７９歳　⑦

３６　コート

高塚 藤本 野田 青柳　 一色 石川 勝負 順位

① 高塚 和子 （浜松リリ－ズ） －

② 藤本 孝子 （清卓クラブ） －

③ 野田 美代子 （一葉会） －

④ 青柳　 久子　 （卓球交流会） －

⑤ 一色 光子 （卓球交流会） －

⑥ 石川 十三子 （若葉クラブ） －

試合順序　　１－５　　２－４　　４－６　　１－３　　３－５　　２－６　　１－６　　２－５　　

審判　　　　　　２　　　　 ６　 　　　３　　 　  ５　　　 　６　  　　 １　　　 　 ２　　　　 ３　　　　  

試合順序　　３－４　　１－４　　２－３　　４－５　　３－６　　５－６　　１－２　　

審判　　　　　　１　　　　 ３　 　　　４　　 　  ６　　　 　５　  　　 １　　　　　４

優勝 準優勝 ３位

女子シングルス　　８０～８４歳　　リーグ戦

女子シングルス　８０～８４歳　



 

 

３６　コート

優勝 準優勝 ３位

２４　コート

山中 大村 西沢 　勝負 　順位

① 山中 千春 （若葉クラブ） －

② 大村 と志子 （卓球交流会） －

③ 西沢 　栄 （若葉クラブ） －

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

優勝 準優勝 ３位

女子シングルス　　８０～８４歳　　リーグ戦

女子シングルス　　８５歳以上　　リーグ戦

女子シングルス　８５歳以上

高塚 藤本 野田 青柳　 一色 石川 勝負 順位

① 高塚 和子 （浜松リリ－ズ） －

② 藤本 孝子 （清卓クラブ） －

③ 野田 美代子 （一葉会） －

④ 青柳　 久子　 （卓球交流会） －

⑤ 一色 光子 （卓球交流会） －

⑥ 石川 十三子 （若葉クラブ） －

女子シングルス　８０～８４歳　

試合順序　　２－３　　１－６　　４－５　　２－６　　１－３　　２－４　　３－４　　５－６　　１－４　　　　

審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　５　　　　 ６　　　 　１　　　　 ２　　　　 ３　　

試合順序　　２－５　　３－６　　１－５　　４－６　　３－５　　１－２

審判　　　　　　４　　　　　５　　　　 ６　 　　　１　　 　　２　　　 　３　　　　

３６　コート

西沢 大村 山中 佐口 勝負 順位

① 西沢 　栄 （若葉クラブ） －

② 大村 と志子 （卓球交流会） －

③ 山中 千春 （若葉クラブ） －

④ 佐口 充子 （浜北クラブ） －
試合順序　　２－３　　１－４　　２－４　　１－３　　３－４　　１－２
審判　　　　　　１　　　　 ２　 　　　３　　 　　４　　　 　１　　　 　３

優勝 準優勝 ３位

女子シングルス　　８５歳以上　　リーグ戦

女子シングルス　８５歳以上


