
第１４回本荘由利ラージボール卓球選手権大会 

記録 
 

日  時 平成２８年７月１０日（日）午前９時～

場  所 にかほ市象潟体育館

主  催 本荘由利卓球協会

種目 順位 氏名１ 所属１ 氏名２ 所属２

男子ダブルス100歳以上 優勝 山本　至 （湯沢卓連） 伊藤　孝士 （湯沢卓連）

男子ダブルス100歳以上 準優勝 小野　浩光 （フリーダムロケッツ） 近藤　晴美 （フリーダムロケッツ）

男子ダブルス100歳以上 第３位 篠木　一治 （うご卓さくら） 藤原　善宏 （うご卓さくら）

女子ダブルス100歳以上 優勝 津島　ふき子 （湯沢卓連） 由利　明子 （湯沢卓連）

男子ダブルス120歳以上 優勝 石塚　英馬 （秋田卓球会館Ｉ） 嶋田　満佐雄 （秋田卓球会館Ｉ）

男子ダブルス120歳以上 準優勝 佐藤　伸吾 （スターダスト） 佐藤　正幸 （スターダスト）

男子ダブルス120歳以上 第３位 小玉　芳春 （上新城クラブ） 田村　忠夫 （上新城クラブ）

男子ダブルス120歳以上 第３位 沢田石　隆夫 （秋田卓球会館） 佐藤　和孝 （秋田卓球会館）

女子ダブルス120歳以上 優勝 工藤　あや子 （秋田卓球会館） 佐藤　璃美子 （秋田卓球会館）

女子ダブルス120歳以上 準優勝 越後屋　温子 （こまちレディース） 菊地　裕子 （フリーダムロケッツ）

女子ダブルス120歳以上 第３位 渡部　愛子 （秋田卓球会館） 今泉　孝子 （秋田卓球会館）

女子ダブルス120歳以上 第３位 佐藤　良子 （みその） 松本　恵美子 （みその）

混合ダブルス１部 優勝 近藤　晴美 （フリーダムロケッツ） 菊地　裕子 （フリーダムロケッツ）

混合ダブルス１部 準優勝 石塚　英馬 （秋田卓球会館Ｉ） 佐藤　優子 （秋田卓球会館Ｉ）

混合ダブルス１部 第３位 篠木　一治 （うご卓さくら） 土田　ユキ子 （うご卓さくら）

混合ダブルス１部 第３位 平山　勇 （秋田卓球会館） 工藤　あや子 （秋田卓球会館）

混合ダブルス２部 優勝 小野　浩光 （フリーダムロケッツ） 越後屋　温子 （こまちレディース）

混合ダブルス２部 準優勝 相澤　康 （上新城クラブ） 笈川　順子 （上新城クラブ）

混合ダブルス２部 第３位 佐藤　壽男 （にかほラージ） 工藤　栄子 （にかほラージ）

混合ダブルス２部 第３位 関谷　マツノ （上新城クラブ） 田村　忠夫 （上新城クラブ）

混合ダブルス３部 優勝 近藤　俊一 （秋田卓球会館・OK） 大澤　揚子 （秋田卓球会館・OK）

混合ダブルス３部 準優勝 小玉　繁 （秋田卓球会館・OK） 大友　玲子 （秋田卓球会館・OK）

混合ダブルス３部 第３位 遠藤　喜代治 （にかほラージ） 佐藤　恵美子 （にかほラージ）

混合ダブルス３部 第３位 大場　久 （にかほラージ） 伊藤　精子 （にかほラージ）

 



男子ダブルス１００歳以上 

  ① ② ③ 勝点 順位 

① 
小野 浩光（フリーダムロケッツ）  

近藤 晴美（フリーダムロケッツ）  
 2-0 1-2 3 2 

② 
篠木 一治（うご卓さくら） 

藤原 善宏（うご卓さくら） 
0-2  0-2 2 3 

③ 
山本 至（湯沢卓連） 

伊藤 孝士（湯沢卓連） 
2-1 2-0  4 1 

 

男子ダブルス１２０歳以上決勝トーナメント 

石塚　英馬（秋田卓球会館Ｉ） 平山　勇（秋田卓球会館）

嶋田　満佐雄（秋田卓球会館Ｉ） 中嶋　広憲（秋田卓球会館）

大場　久（にかほラージ） 遠藤　喜代治（にかほラージ）

佐藤　正次（にかほラージ） 加藤　重男（にかほラージ）

工藤　正治（みその） 佐藤　伸吾（スターダスト）

斉藤　審（みその） 佐藤　正幸（スターダスト）

小玉　芳春（上新城クラブ） 近藤　俊一（秋田卓球会館・OK）

田村　忠夫（上新城クラブ） 小玉　繁（秋田卓球会館・OK）

菊地　幸男（にかほラージ） 沢田石　隆夫（秋田卓球会館）

加藤　富美保（にかほラージ） 佐藤　和孝（秋田卓球会館）

菅　真（湯沢卓連） 相澤　康（上新城クラブ）

古関　信夫（湯沢卓連） 佐藤　康雄（上新城クラブ）

5 11

6 12

3 9

4 10

1 7

2 8

 
 

女子ダブルス１２０歳以上決勝トーナメント 

佐藤　優子（秋田卓球会館Ｉ） 渡部　愛子（秋田卓球会館）

笈川　順子（秋田卓球会館Ｉ） 今泉　孝子（秋田卓球会館）

佐藤　良子（みその） 佐藤　市子（スターダスト）

松本　恵美子（みその） 木村　恵子（スターダスト）

佐藤　久子（由利ラージクラブ） 柴田　道子（うご卓さくら）

茂木　優子（由利ラージクラブ） 畠山　よう子（うご卓さくら）

熊地　ケン（秋田卓球会館） 土田　ユキ子（うご卓さくら）

白瀬　廣子（秋田卓球会館） 鈴木　律子（うご卓さくら）

菅原　昭子（由利ラージクラブ） 大沢　揚子（秋田卓愛会S・K）

阿部　豊子（由利ラージクラブ） 富樫　美保子（秋田卓愛会S・K）

根布谷　沙智子（上新城クラブ） 伊藤　精子（にかほラージ）

関谷　マツノ（上新城クラブ） 早川　鈴子（にかほラージ）

越後屋　温子（こまちレディース） 工藤　あや子（秋田卓球会館）

菊地　裕子（フリーダムロケッツ） 佐藤　璃美子（秋田卓球会館）

1 8

2

6 13

7 14

9

3 10

4 11

5 12

 



混合ダブルス１部決勝トーナメント 

近藤　晴美（フリーダムロケッツ） 石塚　英馬（秋田卓球会館Ｉ）

菊地　裕子（フリーダムロケッツ） 佐藤　優子（秋田卓球会館Ｉ）

嶋田　満佐雄（秋田卓球会館Ｉ） 工藤　正治（みその）

熊地　ケン（秋田卓球会館Ｉ） 佐藤　良子（みその）

佐藤　和孝（秋田卓球会館） 藤原　善宏（うご卓さくら）

今泉　孝子（秋田卓球会館） 鈴木　律子（うご卓さくら）

篠木　一治（うご卓さくら） 沢田石　隆夫（秋田卓球会館）

土田　ユキ子（うご卓さくら） 渡部　愛子（秋田卓球会館）

斉藤　審（みその） 小玉　芳春（上新城クラブ）

松本　恵美子（みその） 根布谷　沙智子（上新城クラブ）

冨樫　克雄（由利ラージクラブ） 佐藤　伸吾（スターダスト）

茂木　優子（由利ラージクラブ） 佐藤　市子（スターダスト）

伊藤　孝士（湯沢卓連） 平山　勇（秋田卓球会館）

由利　明子（湯沢卓連） 工藤　あや子（秋田卓球会館）

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

 

混合ダブルス２部決勝トーナメント 

佐藤　正幸（スターダスト） 佐藤　正次（にかほラージ）

木村　恵子（スターダスト） 早川　鈴子（にかほラージ）

加藤　重男（にかほラージ） 佐藤　康雄（秋田卓球会館）

佐々木　チヨ子（にかほラージ） 白瀬　廣子（秋田卓球会館）

田村　忠夫（上新城クラブ） 小野　浩光（フリーダムロケッツ）

関谷　マツノ（上新城クラブ） 越後屋　温子（こまちレディース）

高橋　義明（由利ラージクラブ） 渡部　悟（由利ラージクラブ）

菅原　昭子（由利ラージクラブ） 三浦　アイ子（由利ラージクラブ）

相澤　康（上新城クラブ） 斉藤　恒男（秋田卓愛会S・K）

笈川　順子（上新城クラブ） 高橋　和子（秋田卓愛会S・K）

阿部　晃大（うご卓さくら） 佐藤　壽男（にかほラージ）

佐藤　光子（うご卓さくら） 工藤　栄子（にかほラージ）

中嶋　広憲（秋田卓球会館） 菊地　幸男（にかほラージ）

佐藤　璃美子（秋田卓球会館） 板垣　景子（にかほラージ）
7 14

5 12

6 13

3 10

4 11

1 8

2 9

 



混合ダブルス３部決勝トーナメント 

鈴木　正（にかほラージ） 佐藤　龍次（由利ラージクラブ）

佐藤　久子（にかほラージ） 阿部　豊子（由利ラージクラブ）

佐藤　信悦（由利ラージクラブ） 古関　信夫（湯沢卓連）

佐々木　範（由利ラージクラブ） 津島　ふき子（湯沢卓連）

遠藤　喜代治（にかほラージ） 新田　豊（酒田富士見卓愛会）

佐藤　恵美子（にかほラージ） 寺崎　知子（酒田富士見卓愛会）

近藤　俊一（秋田卓球会館・OK） 大場　久（にかほラージ）

大澤　揚子（秋田卓球会館・OK） 伊藤　精子（にかほラージ）

高橋　正義（西目クラブ） 佐々木　平和（にかほラージ）

柴田　禮子（にかほラージ） 三浦　君子（うご卓さくら）

近藤　英雄（秋田卓愛会S・K） 小玉　繁（秋田卓球会館・OK）

富樫　美保子（秋田卓愛会S・K） 大友　玲子（秋田卓球会館・OK）

加藤　富美保（にかほラージ） 三浦　金五郎（由利ラージクラブ）

横井　チヨ（うご卓さくら） 佐藤　久子（由利ラージクラブ）

6 13

7 14

3 10

4 11

5 12

1 8

2 9

 


