
＊参加人数は申込み人数

令和４年（第３３回）静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会

男子の部

令和４年９月２５日（日）

県草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ）

担当者氏名　（携帯TEL） 嘉茂一夫　 （090-3833-0325）

男子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 石川 猶章 イシカワ ナオアキ （North Wind）

2 山田 直才 ヤマダ ナオトシ （ＳＣＳ）

3 𠮷川 和輝 ヨシカワ カズキ （横内夢クラブ）

4 清水 進 シミズ ススム （ＫＯＩＴＯ）

男子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 勝山 隆夫 カツヤマ タカオ （井上卓球）

2 大須賀 勝 オオスガ マサル （自由クラブ）

3 稲垣 滋彦 イナガキ シゲヒコ （磐田ラリークラブ）

4 石田 裕康 イシダ ヒロヤス （浜松ベテラン会）

5 鈴木 雅弘 スズキ マサヒロ （ジョイフル）

6 吉田 欣生 ヨシダ ヨシオ （ＭＩＲＡＩ）

7 杉本 武雄 スギモト タケオ （県居）

8 和田 泰英 ワダ ヤスヒデ （清水ラージ）

男子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 石岡 斎 イシオカ ヒトシ （井上卓球）

2 大森 健良 オオモリ ケンリョウ （ジョイフル）

3 吉野 勝士 ヨシノ マサシ （さくや卓愛）

4 馬場 卓 ババ タカシ （掛川桔梗）

5 清 孝行 セイ タカユキ （富士宮卓球クラブ）

6 尾崎 澄人 オザキ スミト （パンジー）

7 上原 久司 ウエハラ ヒサシ （浜商クラブ）

8 小林 昇 コバヤシ ノボル （磐田卓友会）

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　７０～７４才）

令和４年度静岡県ランキング表（各種大会）

性別

期　　　日

大会名
ラージボール卓球大会

会　　　場

フリガナ 所　　　属

ランキング

性別・種目 種目（シングルス　６０～６４才） 参加人数（　１５人）

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　６５～６９才） 参加人数（　２２人）

ランキング

フリガナ 所　　　属

参加人数（　２７人）



男子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 市川 長太郎 イチカワ チョウタロウ （静岡ラ－ジ）

2 竹内 則之 タケウチ ノリユキ （磐田ラリークラブ）

3 田村 延弘 タムラ ノブヒロ （沼津クラブ）

4 冨樫 昭弘 トガシ アキヒロ （沼津スターマイン）

5 石井 輝男 イシイ テルオ （岡部卓球クラブ）

6 望月 康夫 モチヅキ ヤスオ （清水ラージ）

7 櫻井 晴一郎 サクライ セイイチロウ （白龍クラブ）

8 吉村 俊彦 ヨシムラ トシヒコ （さくら）

男子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 間渕 武彦 マブチ タケヒコ （浜松ベテラン会）

2 杉山 泰敏 スギヤマ ヤストシ （富士ラージ）

3 向坂 　 栄次 　 ムコウザカ エイジ （小川卓球クラブ）

4 加藤 光則 カトウ ミツノリ （パンジー）

男子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 古畑 富士夫 フルハタ フジオ （浜北クラブ）

2 内山 毅 ウチヤマ タケシ （磐田ラリークラブ）

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　７５～７９才） 参加人数（　２１人）

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　８０～８４才） 参加人数（　１５人）

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　８５才以上） 参加人数（　　６人）

ランキング

フリガナ 所　　　属



＊参加人数は申込み人数

令和４年（第３３回）静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会

女子の部

令和４年９月２５日（日）

県草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ）

担当者氏名　（携帯TEL）

女子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 大須賀 早苗 オオスガ サナエ （浜商卓友会）

2 大塚 悦子 オオツカ エツコ （マーキュリー）

3 増田 幸子 マスダ サチコ （藤枝卓球クラブ）

4 塩崎 千惠子 シオザキ チエコ （さくや卓愛）

女子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 早川 孝子 ハヤカワ タカコ （ジョイフル）

2 稲垣 あや子 イナガキ アヤコ （磐田ラリークラブ）

3 辻村 茂美 ツジムラ シゲミ （ジョイフル）

4 田畑 計江 タバタ カズエ （オリーブ）

5 遠藤 千惠子 エンドウ チエコ （清卓クラブ）

6 袴田 由加里 ハカマダ ユカリ （掛川フレンズ）

7 梅林 ちせ子 ウメバヤシ チセコ （県居）

8 渡邊 八重子 ワタナベ ヤエコ （県居）

女子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 橋本 ますみ ハシモト マスミ （Ｌ・ロ－ザ）

2 松浦 恵美子 マツウラ エミコ （さくら）

3 渡辺 文代 ワタナベ フミヨ （沼津マリン）

4 齋藤 千代子 サイトウ チヨコ （浜松リリ－ズ）

5 大石 和重 オオイシ カズエ （安東中央クラブ）

6 北川 ゆかり キタガワ ユカリ （ＦＦガヤッシュ）

7 山口 やよい ヤマグチ ヤヨイ （沼津クラブ）

8 望月 礼子 モチヅキ レイコ （静岡ＳＣＳ）

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別

期　　　日

種目（シングルス　６０～６４才） 参加人数（　１０人）

大会名
ラージボール卓球大会

会　　　場

性別・種目・参加人数

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　６５～６９才） 参加人数（　２０人）

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　７０～７４才） 参加人数（　２５人）



女子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 篠ケ谷 八重子 シノガヤ ヤエコ （ＦＦガヤッシュ）

2 松村 けい子 マツムラ ケイコ （静岡クラブ）

3 髙田 敏子 タカダ トシコ （沼津クラブ）

4 内海 容子 ウツミ ヨウコ （藤枝卓球クラブ）

5 村瀬 時江 ムラセ トキエ （富士ラージ）

6 高橋 峯佐尾 タカハシ ミサオ （富士ラージ）

7 中沢 和枝 ナカザワ カズエ （清水ラージ）

8 中野 みどり ナカノ ミドリ （清水ベイ）

女子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 谷野    弘子    ヤノ ヒロコ （浜松リリ－ズ）

2 大友 光子 オオトモ ミツコ （ＩＳＡＺＩ）

3 向井 恒子 ムカイ ツネコ （ブルーム葵）

4 稲垣 鈴江 イナガキ スズエ （卓球交流会）

女子の部

順位氏　　名　　(姓名)

1 吉井 仁 ヨシイ キミ （富士ラージ）

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　７５～７９才） 参加人数（　２０人）

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　８０～８４才） 参加人数（　　９人）

ランキング

フリガナ 所　　　属

性別・種目・参加人数 種目（シングルス　８５才以上） 参加人数（　　２人）

ランキング

フリガナ 所　　　属



＊参加人数は申込み人数

混合ダブルス

令和４年９月２５日（日）

県草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ）

担当者氏名　（携帯TEL） 嘉茂一夫　 （090-3833-0325）

年齢

順位 氏　　名　　(姓名)

清水 進 シミズ ススム （ＫＯＩＴＯ）

大塚 悦子 オオツカ エツコ （マーキュリー）

大須賀 勝 オオスガ マサル （自由クラブ）

大須賀 早苗 オオスガ サナエ （浜商卓友会）

令和４年度静岡県ランキング表（各種大会）

大会名
ラージボール卓球大会

種目

期　　　日

ランキング

フリガナ 所　　　属

年齢・参加数 １２０～１２９才

令和４年（第３３回）静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会

1

2

会　　　場

参加数（　　７組）



年齢

順位 氏　　名　　(姓名)

上原 久司 ウエハラ ヒサシ （浜商クラブ）

齋藤 千代子 サイトウ チヨコ （浜松リリーズ）

大森 健良 オオモリ ケンリョウ

辻村 茂美 ツジムラ シゲミ

馬場 卓 ババ タカシ （掛川桔梗）

倉橋 洋子 クラハシ ヨウコ （庄内クラブ）

小林 昇 コバヤシ ノボル （磐田卓友会）

渡邊 八重子 ワタナベ ヤエコ （県居）

竹内 則之 タケウチ ノリユキ （磐田ラリークラブ）

細谷 静代 ホソヤ シズヨ （浜松ベテラン会）

市川 長太郎 イチカワ チョウタロウ

望月 直子 モチヅキ ナオコ

杉本 武雄 スギモト タケオ

金尾 明美 カナオ アケミ

清 孝行 セイ タカユキ （富士宮卓球クラブ）

橋本 ますみ ハシモト マスミ （Ｌ･ローザ）

鈴木 政勝 スズキ マサカツ

柳沢 富子 ヤナギサワ トミコ

大村 眞一 オオムラ シンイチ （鹿谷クラブ）

土屋 律子 ツチヤ リツコ （浜松ベテラン会）

吉田 欣生 ヨシダ ヨシオ

増田 昌子 マスダ マサコ

池田 多喜夫 イケダ タキオ

大石 和重 オオイシ カズエ

山田 吉彦 ヤマダ ヨシヒコ

早川 孝子 ハヤカワ タカコ

加茂 雅清 カモ マサキヨ

藤田 節子 フジタ セツコ

尾崎 澄人 オザキ スミト

望月 栄子 モチヅキ エイコ

望月 正治 モチヅキ マサハル

渡辺 文代 ワタナベ フミヨ

年齢

順位 氏　　名　　(姓名)

杉山 泰敏 スギヤマ ヤストシ （富士ラージ）

向井 恒子 ムカイ ツネコ （ブルーム葵）

内山 毅 ウチヤマ タケシ （磐田ラリークラブ）

藤下 絹子 フジシタ キヌコ （浜松リリーズ）

永田   　晁   ナガタ アキラ

北川 節子 キタガワ セツコ

古畑 富士夫 フルハタ フジオ （浜北クラブ）

谷野 弘子 ヤノ ヒロコ （浜松リリーズ）
4

フリガナ 所　　　属

1

2

3 （島田あすなろ）

16 （沼津マリン）

年齢・参加数 １６０才以上 参加数（　１４組）

ランキング

13 （ジョイフル）

14 （県居）

15 （パンジー）

10

11 （ＭＩＲＡＩ）

12 （安東中央クラブ）

8

9 （清水ラージ）

5

6 （静岡ラージ）

7 （県居）

1

2

3

4

ランキング

フリガナ 所　　　属

年齢・参加数 １４０～１４９才 参加数（　３７組）

（ジョイフル）



年齢

順位 氏　　名　　(姓名)

𠮷川 和輝 ヨシカワ カズキ （横内夢クラブ）

松浦 恵美子 マツウラ エミコ （さくら）

野中 猛 ノナカ タケシ （庄内クラブ）

木村 由美子 キムラ ユミコ （ひまわりクラブ）

石垣 貢 イシガキ ミツグ （清水ベイ）

永井 由紀乃 ナガイ ユキノ （エーデルワイス）

稲垣 慈彦 イナガキ シゲヒコ

稲垣 あや子 イナガキ アヤコ

柴 厚行 シバ アツユキ （清水ラージ）

神戸 知恵子 カンベ チエコ （井上卓球）

石田 裕康 イシダ ヒロヤス

村松 千砂 ムラマツ チサ

酒井 喜代志 サカイ キヨシ

増田 幸子 マスダ サチコ

石岡 斎 イシオカ ヒトシ （井上卓球）

田畑 計江 タバタ カズエ （オリーブ）

（藤枝卓球クラブ）

8

１３０～１３９才 参加数（　２５組）

ランキング

フリガナ 所　　　属

4 （磐田ラリークラブ）

5

6 （浜松ベテラン会）

7

1

2

3

年齢・参加数



年齢

順位 氏　　名　　(姓名)

櫻井 晴一郎 サクライ セイイチロウ （白龍クラブ）

松村 けい子 マツムラ ケイコ （静岡クラブ）

向坂 栄次 ムコウザカ エイジ （小川卓球クラブ）

篠ケ谷 八重子 シノガヤ ヤエコ （ＦＦガヤッシュ）

加藤 光則 カトウ ミツノリ

影山 初枝 カゲヤマ ハツエ

田村 延弘 タムラ ノブヒロ （沼津クラブ）

内海 容子 ウツミ ヨウコ （藤枝卓球クラブ）

岡本 功 オカモト イサオ （藤枝卓球クラブ）

武田 美智代 タケダ ミチヨ （安東中央クラブ）

金指 英男 カナザシ ヒデオ （沼津スターマイン）

杉本 みさ代 スギモト ミサヨ （沼津クラブ）

冨樫 昭弘 トガシ アキヒロ

花村 真弓 ハナムラ マユミ

秋山 吉男 アキヤマ ヨシオ （白龍クラブ）

大石 好子 オオイシ ヨシコ （安東中央クラブ）

（沼津スタ－マイン）

8

5

6

7

（パンジー）

4

参加数（　２５組）

ランキング

フリガナ 所　　　属

年齢・参加数 １５０～１５９才

1

2

3


