
平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子サーティ (その 1)

1 荻原 典和 (北海道アスティーダ・北海道)①
2 森部 達 (松 島 体 協・香川県)④
3 関野 和則 (ボンバーズ・千葉県)③
4 石橋 保 (RisingNiigata・新潟県)②

グループ 1

5 大和 大輔 (な つ ま 屋・大分県)③
6 相澤 光 (本城クラブ・愛知県)①
7 湯淺 浩二 (北斗クラブ・京都府)②

グループ 2

8 舟山 健介 (TEAM NEXUS・山形県)②
9 藤井 貴文 (ウイニングクラブ・東京都)①
10 髙塚 雅大 (W i s h・静岡県)③

グループ 3

2

101

0

201

11 江藤 真伍 (藤ミレニアム・大阪府)①
12 栗島 雄介 (ファースト・埼玉県)棄
13 石村 直人 (福光卓友会・富山県)②

グループ 4

14 平松 卓人 (T S 平 松・岡山県)①
15 枝村 幸紀 (桜 ク ラ ブ・栃木県)②
16 重 啓介 (T.T.Sヒライ・福岡県)③

グループ 5

2

202 0

301

17 岸川 一星 (GROUND ZERO・東京都)①
18 西田 誠広 (福山市職労連合・広島県)②
19 濱口 尚紀 (TENRYU・岐阜県)③

グループ 6

20 大和 修 (ギガフォレスト・福岡県)③
21 田中 宏明 (A . J . C . C・神奈川)②
22 岩城 禎 (緑 の 館・奈良県)①

グループ 7

0

203

23 原 雅彦 (新日鐵住金名古屋A・愛知県)②
24 桑原 勇希 (岡谷市役所・長野県)①
25 武藤 智史 (立松卓球スクール・兵庫県)③

グループ 8

26 秋草 陽介 (鳩ヶ谷クラブ・埼玉県)①
27 松崎 寛也 (東徳島医療センター・徳島県)③
28 原 亨 (福 卓 会・福島県)②

グループ 9

2

204

0

302

伊藤 政克 (三菱重工名古屋・愛知県) 29②
園田 数純 (チームヒゴ鏡・熊本県) 30③
柳沢 邦治 (鶴 谷 病 院・群馬県) 31①

グループ 10

川本 浩司 (M T・大阪府) 32①
北川 友通 (エレッズ旭川・北海道) 33③
木村 薫 (弘前卓球協会・青 森) 34②

グループ 11

加藤 雅也 (Y校卓球会・神奈川) 35①
大神 幸雄 (ユーアイクラブ・福岡県) 36③
田中 栄一 (シェイクハンド・京都府) 37②

グループ 12

L

1022

205

高橋 智宏 (夕凪クラブ・秋田県) 38①
伴 信行 (M i n d・三重県) 39②
佐伯 恭兵 (プ チ タ ミ・愛媛県) 40③

グループ 13

安野 祐介 (フェニックス卓球クラブ・福井県) 41②
横山 友一 (Y.Y LINK・岡山県) 42①
四海 晋介 (西桂CLUB・山梨県) 43③

グループ 14

0

206

0

303

千賀 論 (J OKER・岐阜県) 44①
橋本 孝 (水戸信用金庫・茨城県) 45②
塩野 太護 (田 阪 卓 研・滋賀県) 46③

グループ 15

荒木 基亮 (ヨシダTTS・広島県) 47①
熊谷 遼三 (北広島市役所・北海道) 48②
加賀 慎也 (とりやクラブ・石川県) 49③

グループ 16

0

207

髙木和健一 (千代田クラブ・東京都) 50①
釣谷 隆 (S N T K・山口県) 51③
嶋田 哲哉 (亀田クラブ・新潟県) 52②

グループ 17

田村 夕 (ア ス モ・静岡県) 53②
田中 直記 (親 球 会・埼玉県) 54①
大岩 慎治 (浦添卓球同好会・沖縄県) 55③

グループ 18

0

103

田中 雄仁 (育英高校職員・兵庫県) 56①
豊永 大地 (南国卓球ごめん・高知県) 57②
高好 裕己 (TT LINK・岩手県) 58③

グループ 19

0

208

0

304
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子サーティ (その 2)

59 松山 満 (Y.Y LINK・岡山県)①
60 後藤 健作 (コ ザ O B・沖縄県)③
61 北村 智 (武井紙業クラブ・群馬県)②

グループ 20

62 鈴木 正登 (トーアエイヨー・福島県)①
63 松木新太朗 (Ships沼垂・新潟県)②
64 石川 浩平 (さくらT.C・愛知県)③

グループ 21

65 三田村宗明 (リトルキングス・神奈川)①
66 山浦 崇志 (マ キ タ・香川県)③
67 原田 学 (久御山明伸館・京都府)②

グループ 22

1

104

2

209

68 根反 貴之 (仙台卓球センタークラブ・宮城県)②
69 山本 尚史 (M T・大阪府)③
70 安保 慧太 (北海道アスティーダ・北海道)①

グループ 23

71 高田 正敏 (日 産 追 浜・東京都)①
72 木村 拓人 (宇土クラブ・大分県)③
73 向井 弓貴 (美里卓球クラブ・三重県)②

グループ 24

2

210

1

305

74 藤森 勇貴 (ALLSTAR&ふじもりTTC・兵庫県)①
75 堀 祐己 (档 の 会・石川県)③
76 大須賀 匠 (自由クラブ・静岡県)②

グループ 25

77 佐々木光彦 (宮古クラブ・岩手県)①
78 深沢 翔 (ウイニングクラブ・山梨県)③
79 伊東 達也 (SHIPスポーツ・島根県)②

グループ 26

0

211

80 西沢 銘 (TTC浦和・土合・埼玉県)①
81 栗原 強 (T.T.Sヒライ・福岡県)③
82 金森 武晴 (B LANK .・富山県)②

グループ 27

83 笹木 直人 (TENRYU・岐阜県)①
84 水野 裕章 (個 人・高知県)③
85 上原 幸貴 (日 製 日 立・茨城県)②

グループ 28

0

212 2

306

佐藤 信彦 (埼玉縣信用金庫・埼玉県) 86①
中村 鉄郎 (ぐらっプラー・和歌山県) 87③
小野 亨 (糸魚川クラブ・新潟県) 88②

グループ 29

大塚 裕貴 (流山アストロズ・千葉県) 89①
荒 秀典 (エレッズ旭川・北海道) 90②
大山健太郎 (H・Mクラブ・福岡県) 91③

グループ 30

2

213

大村 拓己 (ウイニングクラブ・東京都) 92②
伊藤 修作 (TEAM NEXUS・山形県) 93③
小川 肇 (みつのきTTC・愛知県) 94①

グループ 31

勝 健真 (W I N S・奈良県) 95①
福重 元気 (京セラ川内・鹿児島県) 96③
垣原 秀和 (福山市職労連合・広島県) 97②

グループ 32

0

2141

307

吉澤 直哉 (桜 ク ラ ブ・栃木県) 98③
井上 裕介 (O K T・岡山県) 99①
小椋 浩樹 (佐久総合病院・長野県) 100②

グループ 33

飯田 英樹 (NEX’TAGE・京都府) 101①
安本 則智 (W i s h・静岡県) 102③
小野 紘輔 (JR東日本秋田・秋田県) 103②

グループ 34

0

215

中村 昌司 (S N T K・山口県) 104③
青木 賢 (リコー厚木・神奈川) 105②
浅里 亮太 (Crossover・滋賀県) 106①

グループ 35

森川 明浩 (R I Z E・熊本県) 107②
鈴木 将行 (豊田自動織機・愛知県) 108①
神馬 祐介 (卓 心 会・北海道) 109棄

グループ 36

0

105

田野邊 雄 (鶴 谷 病 院・群馬県) 110①
矢野 裕大 (三島ウィングス・愛媛県) 111③
石川 貴弘 (T F C・新潟県) 112②

グループ 37
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子フォーティ (その 1)

1 岡野 康幸 (太平洋工業・岐阜県)①
2 山下 貴司 (八 西 会・愛媛県)④
3 福井 義隆 (北斗クラブ・京都府)②
4 初田 純 (ルシファー・東京都)③

グループ 1

5 今谷 泰久 (倉 敷 化 工・岡山県)②
6 久家 稔弘 (秀 卓 会・群馬県)①
7 富樫 哲弥 (金丸クラブ・山形県)③

グループ 2

8 佐藤 明宏 (卓 心 会・北海道)①
9 山本 圭介 (ギガフォレスト・福岡県)②
10 水上 勝博 (卓剛クラブ・山梨県)③

グループ 3

0

101 0

201

11 齋藤 隆二 (東北電力㈱・新潟県)①
12 梅田 広司 (さんびるクラブ・島根県)③
13 村上 充 (K N D・大阪府)②

グループ 4

14 水口 和也 (美しが丘クラブ・神奈川)①
15 可児俊二郎 (犬山クラブ・愛知県)②
16 平田 吉史 (G O T O・長崎県)③

グループ 5

0

202 1

301

17 新藤 和則 (卓 酔 会・栃木県)①
18 鎮西 直人 (鎌田クラブ・長野県)②
19 植松 伸晃 (㈱牧野電気・北海道)③

グループ 6

20 佐々木健志 (三菱重工クラブ・愛知県)③
21 五十嵐一裕 (Three First・埼玉県)②
22 田中 則彦 (みどりが丘クラブ・岩手県)①

グループ 7

1

203

23 荒木 和敬 (荒木卓球クラブ・福岡県)①
24 嘉屋重正弘 (コカ・コーラウエスト・広島県)②
25 樗澤 政幸 (㈱ダイセル・新潟県)③

グループ 8

26 中村 宏 (卓 修 会・千葉県)①
27 山本 直樹 (彦 卓 会・滋賀県)②
28 大石 孝弘 (飛 誠 塾 R・静岡県)③

グループ 9

1

204

2

302

笹岡 光央 (RisingNiigata・新潟県) 29①
窪田 就彦 (個 人・栃木県) 30③
山本 真史 (さくら卓研・徳島県) 31②

グループ 10

齊藤 修 (夕凪クラブ・秋田県) 32①
飛松 崇泰 (淡路TTC・兵庫県) 33②
守本 朝信 (名古屋卓球クラブ・愛知県) 34③

グループ 11

田中 大起 (美鷹クラブ・東京都) 35①
山際 昌彦 (H T C・広島県) 36②
楠本 宗孝 (琉球アスティーダ・沖縄県) 37③

グループ 12

2

1021

205

廣瀬 国博 (初喜TTC・福岡県) 38②
菊地 宏中 (川口市役所・埼玉県) 39①
野々村雄介 (鳥工ドリームス・鳥取県) 40③

グループ 13

松下 幸治 (堺 市 役 所・大阪府) 41②
瀧野 敦靖 (EPOCHAL・富山県) 42①
鈴木 敏也 (いわき卓球・福島県) 43③

グループ 14

2

2060

303

大槻 満 (西京味噌いかる・京都府) 44①
水流 研一 (別府市役所・大分県) 45②
渡辺 拓 (岡 本 物 流・茨城県) 46③

グループ 15

北井 守 (档 の 会・石川県) 47②
川辺 章貴 (ト ラ イ ス・三重県) 48③
羽場 誠 (関西クラブ・岡山県) 49①

グループ 16

0

207

望月 耕二 (しずおか信用金庫・静岡県) 50①
石井 徹 (青嵐クラブ・神奈川) 51②
疋田 正樹 (R I Z E・熊本県) 52③

グループ 17

谷本 満 (尽誠クラブ・香川県) 53②
相場 一穂 (奈良県庁クラブ・奈良県) 54③
我妻 隆志 (皐月クラブ・宮城県) 55①

グループ 18

0

103

加藤 祐介 (鳩ヶ谷クラブ・埼玉県) 56①
菅原 雅幸 (札幌市役所・北海道) 57②
窪田 真二 (濱谷卓球クラブ・山口県) 58③

グループ 19

2

208

1

304
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501



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子フォーティ (その 2)

59 渡部 将史 (琉球アスティーダ・沖縄県)①
60 長谷川桂志 (Y校卓球会・神奈川)②
61 坂本 幸也 (むつ卓翔会・青 森)③

グループ 20

62 堀 卓央 (ド リ ー ム・静岡県)①
63 日暮 晋一 (逆井クラブ・千葉県)②
64 上原 誠司 (丸 亀 S C・香川県)③

グループ 21

65 柳 延恒 (TEAM SATO・兵庫県)①
66 田中 雄介 (RisingNiigata・新潟県)②
67 岸本 隆治 (愛 球 会・鳥取県)③

グループ 22

0

104

0

209

68 長谷川祐亀 (川口市役所・埼玉県)③
69 森中 啓輔 (S O N Y・長崎県)②
70 向 敬一郎 (OVERLIGHT・石川県)①

グループ 23

71 三島 崇明 (翔くんとゆかいな仲間達・北海道)①
72 有間 博幸 (MAY YOUNG・東京都)③
73 草間 隆太 (西 卓・愛知県)②

グループ 24

0

210 0

305

74 小田桐憲仁 (富士大学職員・岩手県)①
75 植田 清仁 (かぼすくらぶ・大分県)③
76 東 洋介 (Z 団・岐阜県)②

グループ 25

77 渡辺 輝彦 (美鷹クラブ・東京都)①
78 山﨑 桂司 (岡山親卓会・岡山県)③
79 前川 忠彦 (W I N S・大阪府)②

グループ 26

2

211

80 山本 幸夫 (中野市体協・長野県)③
81 金井 潤 (D F C・群馬県)①
82 西内 栄作 (吾北体育会 Z・高知県)②

グループ 27

83 渡部 浩史 (Grenze四日市・三重県)②
84 平岡 靖之 (西京味噌いかる・京都府)①
85 五十嵐敏也 (金丸クラブ・山形県)③

グループ 28

1

105

86 大貫 譲司 (卓 心 会・栃木県)①
87 林 充俊 (福岡卓楽会・福岡県)②
88 横井 隆秀 (卓爺クラブ・島根県)③

グループ 29

0

212

1

306

枝広 一志 (関西クラブ・岡山県) 89①
前田 友和 (二本松卓球クラブ・福島県) 90②
斉藤 貴志 (B . B . T C・新潟県) 91③

グループ 30

向山 収 (日 産 追 浜・神奈川) 92①
田中 英樹 (ev e r f r e e・滋賀県) 93②
成冨 勝 (早 岐 卓 愛・長崎県) 94③

グループ 31

0

213

西村 雅裕 (Z E R O・静岡県) 95②
藤井 慎一 (瑞穂クラブ・茨城県) 96③
親泊 靖 (華 風 紫・沖縄県) 97①

グループ 32

浅田 雅俊 (西京味噌いかる・京都府) 98②
大城 幸夫 (F r e e d om・山梨県) 99③
端崎 秀一 (菁 莪・富山県) 100①

グループ 33

2

2140

307

田辺 義朗 (若狭TTC・福井県) 101②
中島 健司 (小野田青友会・山口県) 102①
草道 俊夫 (SEIZANクラブ・熊本県) 103③

グループ 34

山口 賢治 (所沢市役所・埼玉県) 104①
馬場 辰巳 (三友クラブ・奈良県) 105②
江東 拓哉 (五色園クラブ・愛知県) 106③

グループ 35

2

215

吉野 一彦 (石田卓球クラブ・福岡県) 107③
重川 仁義 (MAZDA・広島県) 108①
風間 康二 (蒼柴クラブ・新潟県) 109②

グループ 36

大越 弘之 (卓 修 会・千葉県) 110①
矢野 裕希 (チーム刈るぞO・愛媛県) 111②
林 智宏 (S I M S・岐阜県) 112③

グループ 37

2

106

緒方 昭範 (新日鐵住金大阪・大阪府) 113①
芳賀 透匡 (夕凪クラブ・秋田県) 114④
長岡日出樹 (北海道警察・北海道) 115③
橋本 圭也 (卓 楓 会・東京都) 116②

グループ 38

2

216

1

308

0

403

2

404

3–0
502



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子フィフティ (その 1)

1 山田 昭仁 (青嵐クラブ・静岡県)①
2 森田 哲司 (A C E・奈良県)②
3 塩田 晋宏 (卓 心 会・栃木県)③

グループ 1

4 川原 尚美 (ユーアイクラブ・福岡県)①
5 舟渡 勝 (芽室町卓球協会・北海道)③
6 勝又 重信 (平塚卓栄会・神奈川)②

グループ 2

7 村上 英宏 (高田クラブ・岩手県)①
8 庄 克紀 (龍 卓 会・兵庫県)②
9 松坂 浩司 (チームN・E・O・島根県)③

グループ 3

2

101 0

201

10 召田 祐治 (PBT青木・長野県)①
11 横山 義人 (卓 楓 会・東京都)②
12 田島 弘昭 (川崎重工業・岐阜県)③

グループ 4

13 大栗 寛 (徳 島 銀 行・徳島県)②
14 熊澤 晃 (三次卓球同好会・広島県)③
15 森永 隆二 (かぼすくらぶ・大分県)①

グループ 5

0

202 0

301

16 山鹿 泰史 (オール長大・長崎県)①
17 新井 直司 (親 球 会・埼玉県)③
18 高瀬 光弘 (Y K K・富山県)②

グループ 6

19 吉山 明志 (明誠クラブ・愛知県)②
20 川村 設夫 (あづまクラブ・群馬県)③
21 樫原 浩之 (ナカタFC・和歌山県)①

グループ 7

2

203

22 西田 和歳 (阿知須クラブ・山口県)②
23 伊藤 晃一 (RisingNiigata・新潟県)①
24 白須 英教 (大月市卓球連盟・山梨県)③

グループ 8

25 松尾 真 (T O W A・京都府)①
26 成田 誠 (名護宇茂佐クラブ・沖縄県)②
27 安達 信一 (㈱プラスチック・ホンダ・秋田県)③

グループ 9

2

204 1

302

小野 守 (梅屋敷卓球クラブ・神奈川) 28①
鎌倉 昇 (A m u s e・大阪府) 29③
吉田 秀明 (ヨシダTTS・広島県) 30②

グループ 10

朽木 秀雄 (山形クラブ・山形県) 31①
佐藤 成生 (韮山産業クラブ・静岡県) 32②
高野 賢治 (卓 泳 会・新潟県) 33③

グループ 11

松本 直也 (松山大学職員・愛媛県) 34①
川上 正洋 (楽 卓 会・埼玉県) 35③
下地 和彦 (華 風 紫・沖縄県) 36②

グループ 12

1

1021

205

今西 雅昭 (都 ク ラ ブ・京都府) 37①
長尾 生野 (犬山クラブ・愛知県) 38③
芝田 幸浩 (若狭TTC・福井県) 39②

グループ 13

天津 兼重 (福岡卓球クラブ・福岡県) 40①
佐藤 卓司 (T H I N K・千葉県) 41②
三上 泰世 (N S T・青 森) 42③

グループ 14

0

2060

303

浜瀬 充弘 (岡山親卓会・岡山県) 43①
吉川 薫 (平塚卓栄会・神奈川) 44②
金谷 敏春 (野洲クラブ・滋賀県) 45③

グループ 15

原 晃 (福 卓 会・福島県) 46①
堺 正哉 (古河電気工業株式会社・三重県) 47②
中田 仁之 (モ ク レ ン・熊本県) 48③

グループ 16

2

207

中村 勉 (ゴ ル ベ テ・東京都) 49①
萩原 敏郎 (伊佐市卓球協会・鹿児島県) 50③
香川 浩幸 (厚 友 会・北海道) 51②

グループ 17

田中 秀樹 (A S C・香川県) 52③
川村 明禎 (トランテックス・石川県) 53①
住田 賢一 (木曽川クラブ・愛知県) 54②

グループ 18

0

103

金村 功作 (アプロディール・兵庫県) 55①
羽賀 仁昭 (フリーダムクラブ・茨城県) 56②
貞方 知己 (G O T O・長崎県) 57③

グループ 19

0

2082

304

0

401

0

402

2–3
501



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子フィフティ (その 2)

58 花木 友明 (琉球卓球クラブ・沖縄県)①
59 岸田 明理 (韮山産業クラブ・静岡県)③
60 山本 春彦 (代々木クラブ・東京都)②

グループ 20

61 清水 栄治 (高倉クラブ・神奈川)①
62 中島 吉浩 (山城クラブ・京都府)②
63 上田 広司 (星 球 会・富山県)③

グループ 21

64 佐々木守道 (室蘭栄高校・北海道)②
65 伊藤 幸弘 (春日井クラブ・愛知県)①
66 長野 智夫 (水都倶楽部・愛媛県)③

グループ 22

1

104 0

209

67 松村 隆弘 (山梨信用金庫・山梨県)①
68 村上 英裕 (太陽クラブ・宮崎県)②
69 中川 雅文 (アプロディール・大阪府)③

グループ 23

70 田邊 直巳 (三次卓球同好会・広島県)①
71 當房 和己 (鹿大OBクラブ・鹿児島県)③
72 滝本 勝幸 (一関クラブ・岩手県)②

グループ 24

1

210 2

305

73 有田 健治 (ブルーウェーブ・福岡県)②
74 大水 勝幸 (個 人・奈良県)③
75 小林 純一 (関西クラブ・岡山県)①

グループ 25

76 高橋 剛 (十日町クラブ・新潟県)③
77 榎並 昭二 (卓 心 会・栃木県)①
78 村田 仁 (菰野クラブ・三重県)②

グループ 26

2

211

79 袴田 哲志 (ス ズ キ・静岡県)③
80 加藤 学 (福 卓 会・福島県)②
81 大野 忠義 (無 限 塾・大分県)①

グループ 27

82 三野 浩一 (とりやクラブ・石川県)③
83 若林八十二 (昭友クラブ・東京都)①
84 咲花 淳聡 (協和発酵バイオ・山口県)②

グループ 28

0

105

85 中山 隆志 (鳴門クラブ・徳島県)③
86 大谷 卓 (朝日クラブ・埼玉県)②
87 延地 栄治 (小浜クラブ・兵庫県)①

グループ 29

0

212

1

306

西田 忠洋 (チームN・E・O・島根県) 88①
河本 雅史 (フリーダムクラブ・茨城県) 89③
狩野 浩和 (ポラテクノ・新潟県) 90②

グループ 30

佐々木信之 (苗 卓 会・北海道) 91②
東 龍太郎 (名西クラブ・徳島県) 92③
岡部 利夫 (明誠クラブ・愛知県) 93①

グループ 31

手原 義巳 (彦 卓 会・滋賀県) 94②
酒井 文彰 (あづまクラブ・群馬県) 95①
村岡 伸欣 (モ ク レ ン・熊本県) 96③

グループ 32

1

1061

213

中太 隆明 (親 球 会・埼玉県) 97①
久保 健二 (T R Y・大阪府) 98②
盛田 哲史 (E n j o y・鳥取県) 99③

グループ 33

平井 荘一 (T.T.Sヒライ・福岡県) 100①
木村 一久 (大館市卓球協会・秋田県) 101②
森山 直明 (飯山クラブ・長野県) 102③

グループ 34

0

2140

307

松波 昌史 (富 卓 会・岐阜県) 103①
岡野 淳一 (市川市役所・千葉県) 104②
郷田富士美 (FKクラブ・福岡県) 105③

グループ 35

浦入賢一郎 (Panasonic・京都府) 106③
武田 光史 (北海道アスティーダ・北海道) 107②
𠮷田 勝義 (ゼフィルス大河原・宮城県) 108①

グループ 36

2

215

渡邊 均 (Y . Y R・岡山県) 109①
富樫 和則 (平塚卓栄会・神奈川) 110③
小笠原大知 (あいはらスクール・香川県) 111②

グループ 37

高橋 正智 (RisingNiigata・新潟県) 112③
石川 猶章 (NorthWind・静岡県) 113②
河合 秀二 (卓 楓 会・東京都) 114①

グループ 38

1

107

大島 淳 (セ キ レ イ・兵庫県) 115②
増田 穂積 (APPLAUSE・長崎県) 116①
會田 清純 (東沢クラブ・山形県) 117③

グループ 39

0

216

1

3081
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0
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ローシックスティ (その 1)

1 坂本 憲一 (豊前JTC・福岡県)①
2 丹羽 俊雄 (個 人・兵庫県)③
3 増山 之雄 (境・鶴谷病院・群馬県)②
4 藤田 和弘 (clubZONE・愛媛県)④

グループ 1

5 安嶋 哉也 (日 産 追 浜・神奈川)②
6 小島 正博 (名古屋卓球クラブ・愛知県)①
7 目谷 幸雄 (ぬかクラブ・石川県)③

グループ 2

8 前田 洋二 (オレンジクラブ・山口県)①
9 山本 満 (M P C・北海道)②
10 北沢 克己 (鴨沂クラブ・京都府)③

グループ 3

0

101 0

201

11 小林 茂仁 (阿木卓遊会・岐阜県)②
12 岩野 克行 (謙 信 上 越・新潟県)③
13 三上 勝幸 (黒石市卓球協会・青 森)①

グループ 4

14 本橋 道直 (一球クラブ・埼玉県)①
15 吉田 俊彦 (早 岐 卓 愛・長崎県)②
16 吉中 健治 (みみずく会・広島県)③

グループ 5

0

202 0

301

17 菅谷 誠一 (瑞穂クラブ・茨城県)①
18 峯村 洋 (卓 愛 会・長野県)②
19 山下 秀文 (甲賀卓友会・滋賀県)③

グループ 6

20 桃井 修 (卓 研・秋田県)③
21 谷口 英二 (秋 山 卓 球・福岡県)①
22 平野 司 (栃木クラブ・栃木県)②

グループ 7

1

203

23 長谷川豊信 (卓 精 会・東京都)①
24 渡部 誠治 (球 心 会・島根県)③
25 古谷 昭夫 (松 崎 卓 球・静岡県)②

グループ 8

26 旅田 和彦 (坂 出 卓 研・香川県)①
27 平岡 譲二 (無 限 塾・大分県)②
28 大山 正博 (大阪ナイトクラブ・大阪府)棄

グループ 9

1

204

0

302

佐野 秀雄 (友 卓 会・神奈川) 29①
山森 良一 (幸 卓 会・愛知県) 30②
加藤 建夫 (リ ケ ン・新潟県) 31③

グループ 10

田尻 俊彦 (PINGPONG矢掛・岡山県) 32①
山田 泰彦 (ゴ ル ベ テ・東京都) 33②
植田 国男 (A C E・奈良県) 34③

グループ 11

斎藤 修司 (一関クラブ・岩手県) 35①
御厨 正史 (S w i n g・熊本県) 36③
沼田 辰己 (札幌ウエスト・北海道) 37②

グループ 12

1

1020

205

吉井 幸男 (パシフィックスポーツクラブ・千葉県) 38②
森 久義 (木曜クラブ・静岡県) 39①
岡澤 威司 (みなみクラブ・徳島県) 40③

グループ 13

杉原 光治 (笑 福・大阪府) 41①
三浦 義彦 (卓 毘 会・山形県) 42③
安田 隆 (EPOCHAL・富山県) 43②

グループ 14

0

206

1

303

塩谷 全徳 (グリーンクラブ・和歌山県) 44①
渡邉 徹 (西川クラブ・新潟県) 45②
高尾 益義 (山梨MTC・山梨県) 46③

グループ 15

髙藤 和明 (遠軽クラブ・北海道) 47③
平澤 則英 (高倉クラブ・神奈川) 48①
牟禮 洋 (卓到クラブ・鹿児島県) 49②

グループ 16

0

207

世界 章彦 (本城フェニックス・愛知県) 50①
菅野 淳一 (須賀川スポ少・福島県) 51③
長谷川峰明 (東浦和卓球センター・埼玉県) 52②

グループ 17

上松 省三 (秋 山 卓 球・福岡県) 53①
三谷 彰良 (福山ラケットクラブ・広島県) 54③
岩佐 一德 (香 川 県 庁・香川県) 55②

グループ 18

2

103

具志堅 一 (双葉苦楽部・東京都) 56①
秋山 龍作 (西台クラブ・京都府) 57③
北川 芳幸 (本田技研工業㈱・三重県) 58②

グループ 19

2

208

0

304

0

401

2

402
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ローシックスティ (その 2)

59 江浜 勲 (日 産 追 浜・神奈川)①
60 北川 達男 (彦 卓 会・滋賀県)②
61 佐藤 光一 (山形クラブ・山形県)③

グループ 20

62 立花 信也 (卓球交流会・静岡県)①
63 阿部 正彦 (モ ク レ ン・熊本県)②
64 浜田 武次 (マイスター・埼玉県)③

グループ 21

65 定森 琢磨 (ままかりクラブ・岡山県)①
66 前沢 一雪 (北海道アスティーダ・北海道)②
67 藤井 貢 (星 球 会・富山県)③

グループ 22

0

104 0

209

68 弘光 利彦 (四 国 銀 行・高知県)①
69 井上 徳彦 (鴨沂クラブ・京都府)②
70 杉本 建三 (宇佐クラブ・大分県)③

グループ 23

71 増田 健一 (卓 精 会・東京都)②
72 酒井 篤 (古河電気工業株式会社・三重県)①
73 荒木 俊 (TMクラブ・宮城県)③

グループ 24

2

210 0

305

74 田中 清文 (山梨MTC・山梨県)②
75 生駒 博之 (福山ラケットクラブ・広島県)①
76 水野 良彦 (名古屋卓球クラブ・愛知県)③

グループ 25

77 鈴木 倫明 (個 人・秋田県)③
78 金久保 毅 (横河電機クラブ・石川県)②
79 勝見 勝博 (笑 福・大阪府)①

グループ 26

2

211

80 椿 保範 (チームN・E・O・島根県)①
81 高松 信弘 (藤 ク ラ ブ・神奈川)②
82 小橋 秀樹 (坂 出 卓 研・香川県)③

グループ 27

83 定岡 正直 (チームDREAM・東京都)①
84 山崎 和博 (フリーダム・新潟県)②
85 柴田 芳孝 (雲仙クラブ・長崎県)③

グループ 28

1

105

86 小松 繁 (城東クラブ・兵庫県)②
87 林 賢治 (八日市場クラブ・千葉県)①
88 前田 寿 (三菱マテリアル・福岡県)③

グループ 29

2

212

1

306

平野 泰幸 (甲賀卓友会・滋賀県) 89②
西條 勇 (ひまわりクラブ・福島県) 90③
柳 敏夫 (ローリガン・埼玉県) 91①

グループ 30

横山 彰 (倉 敷 化 工・岡山県) 92②
三浦 洋 (謙 信 上 越・新潟県) 93③
石丸 雅幸 (名 人 会・岐阜県) 94①

グループ 31

2

213

飯田 敬則 (大正同好会・神奈川) 95②
山勢 和幸 (チームHIURA・徳島県) 96①
河内 勇夫 (髙森卓球クラブ・福岡県) 97③

グループ 32

入尾 範之 (犬山クラブ・愛知県) 98③
髙井 和義 (チームAnjoh・群馬県) 99②
小谷 満 (龍 卓 会・兵庫県) 100①

グループ 33

2

214

0

307

秋山科素巳 (秋 山 卓 球・福岡県) 101②
德永 惣平 (オレンジクラブ・山口県) 102①
藤原 英明 (卓 愛 会・長野県) 103③

グループ 34

河島 国男 (九 十 九・東京都) 104①
仲田 敬一 (平盛クラブ・京都府) 105③
森 哲 (下剋上琴似・北海道) 106②

グループ 35

1

215

片山 一郎 (スリースター・茨城県) 107②
山本 光信 (松 崎 卓 球・静岡県) 108③
橘 和明 (天理クラブ・奈良県) 109①

グループ 36

高橋 英治 (三島ウィングス・愛媛県) 110①
松田 久信 (花 卓 会・岩手県) 111③
閑納 尚志 (あ す な ろ・長崎県) 112②

グループ 37

1

106

佐伯 孝司 (ヨシダＴＴＳ・広島県) 113①
荒木 辰雄 (卓愛レジェンド・福井県) 114③
小池 正明 (栃木クラブ・栃木県) 115②

グループ 38

0

2161

308

0

403

1

404

0–3
502



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ハイシックスティ (その 1)

1 三田村則明 (卓 楓 会・東京都)①

2 山本 典昭 (兵庫ベテラン会・兵庫県)②

3 牧 六郎 (須坂金曜会・長野県)③

グループ 1

4 山内 正 (ザ ・ 安 祥・愛知県)①

5 佐藤 芳洋 (山梨MTC・山梨県)②

6 安達 廣 (ひまわりクラブ・福島県)③

グループ 2

7 吉田 留夫 (苗 卓 会・北海道)②

8 荒木 誠一 (フリーダムクラブ・茨城県)①

9 井上 正雄 (宗像ベテラン・福岡県)③

グループ 3

1

101 2

201

10 北上 富夫 (青葉クラブ・埼玉県)①

11 竹内 芳夫 (新発田クラブ・新潟県)②

12 米田 巧 (坂 出 卓 研・香川県)③

グループ 4

13 大林 孝 (西京味噌いかる・京都府)棄

14 石岡 斉 (井 上 卓 球・静岡県)①

15 竹田 幸雄 (球 心 会・島根県)②

グループ 5

2

202 0

301

16 森川 正和 (ベテラン会・岩手県)①

17 児子 修二 (team SMASH・岡山県)②

18 中山 幸男 (卓 心 会・栃木県)③

グループ 6

19 中井 辰男 (阿児卓友会・三重県)②

20 駒木根保良 (代々木クラブ・東京都)①

21 左少富士夫 (臼杵市卓球連盟・大分県)③

グループ 7

1

203

22 蜂谷 剛 (大正同好会・神奈川)①

23 首藤 雄二 (昴 ・福岡県)②

24 岡嶋 義明 (卓 志 会・石川県)③

グループ 8

25 勝 英雄 (清友クラブ・大阪府)①

26 細田 晋二 (SC松山アカデミー・愛媛県)②

27 片山 啓 (カ イ ハ ラ・広島県)③

グループ 9

0

204

0

302

吉田 雄三 (ヨシダスポーツ・高知県) 28①

髙草木辰夫 (卓 杳 会・群馬県) 29②

森下 健次 (西大和クラブ・奈良県) 30③

グループ 10

金子 貞雄 (なめりかわTTC・富山県) 31③

田村 均 (マイスター・埼玉県) 32②

川又 和雄 (石狩クラブ・北海道) 33①

グループ 11

1

205

新上 正勝 (寺西クラブ・広島県) 34②

渡邊 眞志 (友華クラブ・京都府) 35③

林 孝治 (恵那クラブ・岐阜県) 36①

グループ 12

平井 千民 (寅喜知クラブ・東京都) 37①

芦塚 秀明 (P S T・長崎県) 38③

加藤 三治 (新潟如水会・新潟県) 39②

グループ 13

1

2060

303

岩本 隆司 (オレンジクラブ・山口県) 40②

岩堀 利康 (F o u r - U・福井県) 41③

米澤 哲郎 (中原クラブ・神奈川) 42①

グループ 14

石橋 順一 (T・Cross・福岡県) 43②

岡見 要 (近江クラブ・滋賀県) 44③

小田 幸士 (津島クラブ・愛知県) 45①

グループ 15

2

207

村上 力 (桔梗苦羅舞・宮城県) 46②

畠中 秀一 (淡 路 S C・大阪府) 47③

出田 秀人 (サザンクロス・東京都) 48①

グループ 16

長尾 正之 (ナガオスポーツクラブ・北海道) 49①

福本 秀夫 (袖ヶ浦クラブ・千葉県) 50②

桝田 利晃 (SEIBIPerfectEnergy・岡山県) 51③

グループ 17

2

208

2

304

2

401

1

402

3–1
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ハイシックスティ (その 2)

52 甚野 道雄 (県北卓友会・福島県)②

53 上東 俊雄 (和歌山卓球クラブ・和歌山県)③

54 高橋 英與 (双葉苦楽部・東京都)①

グループ 18

55 木内 忠男 (チームTAISHO・埼玉県)①

56 大友 一郎 (無 名 会・福岡県)③

57 島津 富夫 (星 球 会・富山県)②

グループ 19

1

209

58 弦間 清春 (山梨MTC・山梨県)③

59 渡辺 道明 (長岡ラージ・新潟県)②

60 篠原 敏雄 (三島ウィングス・愛媛県)①

グループ 20

61 政本 尚 (清友クラブ・奈良県)①

62 竹中 省三 (明誠アスリート・愛知県)②

63 松谷 勝 (E n j o y・鳥取県)③

グループ 21

2

210

0

305

64 井津 雅治 (友 卓 会・東京都)①

65 勝野 勲 (川 重 O B・岐阜県)③

66 髙山 成人 (臼杵市卓球連盟・大分県)②

グループ 22

67 前田 暁雄 (都 ク ラ ブ・京都府)①

68 曽我部秀秋 (清 田 南・北海道)②

69 深瀬 昌宏 (卓 龍 会・群馬県)棄

グループ 23

0

211

70 齋藤 正治 (紫原クラブ・大阪府)②

71 鶴田 輝夫 (ザ ・ 安 祥・愛知県)③

72 渡部 彰 (相模原ベテラン会・神奈川)①

グループ 24

73 横田 貞義 (オレンジクラブ・山口県)①

74 佐藤 正夫 (卓愛みその・秋田県)②

75 家老 鉄男 (卓和クラブ・新潟県)③

グループ 25

1

212 0

306

広浜 泰久 (神馬クラブ・東京都) 76①

大田 勉 (レインボークラブ・長崎県) 77③

加藤 信明 (大阪ナイトクラブ・大阪府) 78②

グループ 26

伊庭 一博 (新津クラブ・新潟県) 79②

牧野 修 (吉備卓心会・岡山県) 80③

藤 忠明 (楓 柚 会・千葉県) 81①

グループ 27

1

213

斎藤 龍二 (藤 ク ラ ブ・神奈川) 82①

菅野 平吉 (保原クラブ・福島県) 83②

林 茂 (セントラル・北海道) 84③

グループ 28

平田 俊雄 (鶴城クラブ・愛知県) 85③

後藤 隆一 (坂 出 卓 研・香川県) 86②

時岡 重信 (舞高クラブ・京都府) 87①

グループ 29

2

2140

307

石黒 一行 (パッション 9・兵庫県) 88③

上木 愼二 (広島クラブ・広島県) 89②

菅原 和之 (青葉クラブ・埼玉県) 90①

グループ 30

杉野 卓男 (フリーダムクラブ・茨城県) 91①

桜井 規詞 (ぬかクラブ・石川県) 92②

中根 英昭 (ヨシダスポーツ友の会・高知県) 93③

グループ 31

0

215

髙松 豊明 (卓 愛 会・長野県) 94③

太田 良知 (健 卓 会・北海道) 95①

畠山講史郎 (大勤クラブ・東京都) 96②

グループ 32

髙田 信喜 (湖 西 卓 研・滋賀県) 97③

高田 伸男 (マイスター・栃木県) 98①

古川 正章 (小郡クラブ・福岡県) 99②

グループ 33

0

102

大畑 正 (球 心 会・島根県) 100①

小野 信雄 (一関クラブ・岩手県) 101③

阪本 徹夫 (伊勢卓友会・三重県) 102②

グループ 34

0

2162

308

2

403

1

404
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ローセブンティ (その 1)

1 鈴木 和久 (逗子クラブ・神奈川)①

2 松井 克彦 (ウイングス・奈良県)②

3 続 博 (西合志ひまわり・熊本県)③

グループ 1

4 田中 勝 (ウインクル・富山県)①

5 白川 仲男 (福山ラケットクラブ・広島県)③

6 奥村 康史 (舞高クラブ・京都府)②

グループ 2

7 鈴木 章 (中央クラブ・山梨県)①

8 伊藤 秀行 (すみれ卓球クラブ・福島県)③

9 中村 光春 (ハ チ ハ チ・愛知県)②

グループ 3

1

101 0

201

10 松富 幸春 (档 の 会・石川県)①

11 日馬 定一 (神戸市役所・兵庫県)③

12 宮森孝次郎 (上 尾 大 石・埼玉県)②

グループ 4

13 古川 敏明 (サザンクロス・東京都)①

14 国分 稔 (松 阪 協 会・三重県)②

15 溝口 一正 (匠 無 双・福岡県)③

グループ 5

1

202 1

301

16 金田 勉 (新潟如水会・新潟県)①

17 稲田 豊久 (宇多津クラブ・香川県)③

18 勝田 祐輔 (梟 ク ラ ブ・千葉県)②

グループ 6

19 新宮 義久 (やつなみクラブ・岡山県)棄

20 山田 民幸 (草津マスターズ・滋賀県)②

21 萩谷 幸一 (フリーダムクラブ・茨城県)①

グループ 7

2

203

22 松野 孝司 (ITSUKIクラブ・静岡県)②

23 金野 享 (O H T A・岩手県)①

24 大野 真一 (みのり倶楽部・福井県)③

グループ 8

25 宮本 煌 (博多ベテラン会・福岡県)②

26 喜多 信夫 (PROJECT-K・大阪府)①

27 佐藤 廣幸 (卓 友 会・北海道)③

グループ 9

1

204

2

302

新田 耕造 (兵庫ベテラン会・兵庫県) 28①

西村 幸吉 (八重山卓球連盟・沖縄県) 29③

尾池 孟 (森 友 会・群馬県) 30②

グループ 10

渡辺 昂史 (代々木クラブ・東京都) 31②

岩﨑 健三 (サンスポーツクラブ・広島県) 32①

菅原 淳一 (旭川卓闘会・北海道) 33③

グループ 11

2

205

吉開 啄夫 (国際卓愛会・福岡県) 34①

笠原大二郎 (ツ キ ノ ワ・岐阜県) 35③

和泉田俊一 (チーム中山・新潟県) 36②

グループ 12

大和屋順一 (わかくさクラブ・奈良県) 37①

長澤 勝利 (美郷クラブ・秋田県) 38③

荻野 昭人 (相模クラブ・神奈川) 39②

グループ 13

1

2061

303

野口 憲一 (上 尾 大 石・埼玉県) 40①

猪木 宗器 (卓 楽 会・愛媛県) 41②

有馬 宜照 (宇部ドリーム・山口県) 42③

グループ 14

竹田 元一 (AFクラブ・愛知県) 43②

小林 友雄 (三条クラブ・新潟県) 44③

上野 雄一 (博多ベテラン会・福岡県) 45①

グループ 15

2

207

宮川 實 (横浜ベテラン会・神奈川) 46①

竹内 好也 (NTT京都クラブ・京都府) 47②

関 敬二 (TEAM-K・大分県) 48③

グループ 16

冨金原 修 (チームDREAM・東京都) 49①

庭田 哲夫 (新 卓 会・青 森) 50②

草間 秀治 (安曇野卓友クラブ・長野県) 51③

グループ 17

0

208

1

304

1

401

2

402

2–3
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ローセブンティ (その 2)

52 中沢 信介 (平沼クラブ・東京都)①

53 多賀 義雄 (花木クラブ・富山県)棄

54 大山 秀平 (一関クラブ・岩手県)②

グループ 18

55 樋本 正 (エンデバー・大阪府)①

56 赤岡 英司 (星 球 会・北海道)棄

57 桒野 敏由 (博多ベテラン会・福岡県)②

グループ 19

1

209

58 池ケ谷登喜雄 (FLICKCLUB・静岡県)②

59 宮嵜 邦男 (裾花クラブ・長野県)棄

60 塩田 武志 (TOCHIGI・栃木県)①

グループ 20

61 奥田 昭和 (代々木クラブ・千葉県)②

62 田島 茂樹 (打越クラブ・愛知県)①

63 室 睦宏 (ピンポンパン・広島県)③

グループ 21

1

210 0

305

64 田向 利行 (コ パ ン・京都府)①

65 木村 良一 (伊勢崎クラブ・群馬県)②

66 大迫 光徳 (だいとくクラブ・鹿児島県)③

グループ 22

67 木村 諭 (新潟如水会・新潟県)②

68 河内 勉 (ブルーグリーン・東京都)①

69 橘 一彦 (宇和島クラブG・愛媛県)③

グループ 23

1

211

70 神山 哲 (高倉クラブ・神奈川)②

71 井口 武志 (会津クラブ・福島県)③

72 岩田 正秀 (津島クラブ・愛知県)①

グループ 24

73 坂田 正義 (わかくさクラブ・奈良県)①

74 西村 満春 (ピンポン備前・岡山県)②

75 吉田 克巳 (上 尾 大 石・埼玉県)③

グループ 25

0

212 1

306

中村 提見 (サザンクロス・埼玉県) 76①

西田 富夫 (岐阜ドリーム・岐阜県) 77②

新宅 義憲 (香月クラブ・福岡県) 78③

グループ 26

竹田 克己 (球 心 会・島根県) 79②

河田 修三 (NTT京都クラブ・京都府) 80③

宮尾伊三男 (新潟如水会・新潟県) 81①

グループ 27

0

213

高橋 光喜 (HAZAWA・神奈川) 82①

上田 一男 (西合志ひまわり・熊本県) 83③

小松恭四郎 (TTC波多・高知県) 84②

グループ 28

木村 明久 (川西ギャラントム・兵庫県) 85①

尾崎 正延 (友 卓 会・東京都) 86②

佐藤 康則 (イースタンクラブ・宮城県) 87棄

グループ 29

0

2141

307

吉川 明義 (速見クラブ・大分県) 88②

船木 次郎 (流 星・三重県) 89③

渡辺 元和 (卓 伸 会・埼玉県) 90①

グループ 30

細谷 勉 (山梨MTC・山梨県) 91①

島田宗一郎 (草津マスターズ・滋賀県) 92③

小林 寿 (横河電機クラブ・石川県) 93②

グループ 31

1

215

宮脇 孝 (北 ク ラ ブ・北海道) 94①

森下 優 (倉田クラブ・岡山県) 95③

伊庭 一義 (新津クラブ・新潟県) 96②

グループ 32

中村 拓 (名古屋マスターズ・愛知県) 97①

柴沼 潤一 (土浦クラブ・茨城県) 98②

武田 和之 (個 人・秋田県) 99③

グループ 33

1

102

原田 正 (博多ベテラン会・福岡県) 100②

伊藤 義純 (紫原クラブ・大阪府) 101①

小杉 皖一 (代々木クラブ・東京都) 102③

グループ 34

0

216

1

308

0

403

0

404

1–3
502



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ハイセブンティ (その 1)

1 岩永 忠幸 (扇卓球パーク・愛知県)①

2 渡口 政和 (わかやまクラブ・和歌山県)③

3 永野 弘 (TKOクラブ・埼玉県)②

グループ 1

4 上野 雅昭 (三原愛卓会・広島県)①

5 山本富士夫 (福井ベテラン会・福井県)②

6 菊地 行男 (きららくらぶ・岩手県)③

グループ 2

7 武山 嘉成 (ブルーグリーン・東京都)①

8 熊谷 正純 (卓 朋 会・熊本県)②

9 安藤 剛 (ビジュール琵琶湖・滋賀県)③

グループ 3

2

101

2

201

10 斉藤 隆夫 (土 瑶 会・京都府)①

11 津田 圭一 (会津クラブ・福島県)②

12 市村 之男 (F T C・神奈川)③

グループ 4

13 渡辺一治郎 (川西クラブ・新潟県)①

14 小宮 正巳 (彗星クラブ・群馬県)②

15 飛永 毅 (中央緑地クラブ・三重県)③

グループ 5

2

102

16 大西 晃 (ナガオスポーツクラブ・北海道)①

17 新野 勲 (けやき高槻・大阪府)②

18 都築 修造 (Tosiクラブ・愛媛県)③

グループ 6

19 原田 武 (ヒロタクスポーツ・広島県)①

20 安部 健紀 (卓 伸 会・福岡県)③

21 綿引 邦彦 (日立光友会・茨城県)②

グループ 7

0

103

0

202

佐々木秀男 (室蘭ベテラン会・北海道) 22①

杉谷 愼治 (ウイングス・奈良県) 23②

喜多川 武 (さ き が け・神奈川) 24③

グループ 8

小倉 剛 (彩松クラブ・埼玉県) 25①

瀧 義弘 (E S 高 松・香川県) 26③

佐藤 亨 (出雲崎卓球クラブ・新潟県) 27②

グループ 9

1

104

東海林義昭 (東京ベテラン・東京都) 28①

緒方 敏夫 (三河クラブ・愛知県) 29②

福井 剛 (安 芸 卓 球・広島県) 30③

グループ 10

宮地 和彦 (京都悠遊会・京都府) 31①

中野 紀昭 (永 卓 会・福岡県) 32②

中屋 弘 (イースタンクラブ・宮城県) 33③

グループ 11

0

105

1

203

安部 實 (悠 遊 会・大阪府) 34①

當真 正幸 (名護宇茂佐クラブ・沖縄県) 35③

根本 健志 (梟 ク ラ ブ・千葉県) 36②

グループ 12

石川 陽一 (平沼クラブ・東京都) 37①

内山 雅史 (川中島クラブ・長野県) 38②

成本眞三幸 (E卓クラブ・岡山県) 39③

グループ 13

1

106

井上 巖 (リバ・シー・大分県) 40①

原 貞夫 (米子ベテラン会・鳥取県) 41②

山下 昭治 (川 重 神 戸・兵庫県) 42③

グループ 14

和田 紘一 (球 楽 会・神奈川) 43①

三浦要一郎 (西目クラブ・秋田県) 44③

秋田信太郎 (個 人・愛知県) 45②

グループ 15

0

107

0

204

1

301

1

302

3–0
401



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ハイセブンティ (その 2)

46 黒田 幸彦 (仙台萩クラブ・宮城県)①

47 林原 達男 (愛 球 会・鳥取県)③

48 長南 秀雄 (群馬ベテラン会・群馬県)②

グループ 16

49 本告 昭宣 (悠 遊 会・大阪府)①

50 秀島 末廣 (戸畑コミスポ・福岡県)②

51 池田 弥 (和島チーム・新潟県)③

グループ 17

0

108

52 金沢 保久 (ウ イ ン グ・埼玉県)①

53 亀掛川正義 (北海道アスティーダ・北海道)③

54 伊志嶺朝征 (モ ク レ ン・熊本県)②

グループ 18

55 杉野 国広 (名古屋マスターズ・愛知県)①

56 樋口 坦男 (湯原TTC・岡山県)②

57 鴻上宗一郎 (甲賀卓友会・滋賀県)③

グループ 19

1

109 2

205

58 竹内 俊夫 (舞高クラブ・京都府)①

59 木戸 広 (西部卓友会・福島県)②

60 都築 博 (内子卓球協会・愛媛県)③

グループ 20

61 田中 鍛 (西東京クラブ・東京都)①

62 四ッ塚利男 (尾張クラブ SC・愛知県)②

63 丸山 健夫 (川西クラブ・新潟県)③

グループ 21

0

110

64 与田 公徳 (博多ベテラン会・福岡県)①

65 岸本 和三 (まるくらぶ・兵庫県)③

66 千原恵之輔 (球 楽 会・神奈川)②

グループ 22

67 楠木 敏孝 (広 島 県 庁・広島県)①

68 宮阪 明孝 (安曇野卓友クラブ・長野県)②

69 冨士原行彦 (フリーダムクラブ・茨城県)③

グループ 23

0

111 1

206

小浜 豊喜 (小浜クラブ・兵庫県) 70①

山下 幸文 (スタークラブ・大分県) 71②

合田 俊典 (ラブオール・香川県) 72③

グループ 24

石原 勝己 (倉敷卓友会・岡山県) 73③

永田 邦夫 (市川ベテラン会・千葉県) 74①

保坂 友和 (妻有クラブ・新潟県) 75②

グループ 25

0

112

内山 洋一 (イ ー ス ト・愛知県) 76①

逢野 忠剛 (ドリームズ・栃木県) 77②

石原 清次 (ひびきクラブ・福岡県) 78③

グループ 26

前川 紘一 (逗子クラブ・神奈川) 79①

田畑 勝廣 (奈良ベテラン・奈良県) 80②

原田 時彦 (東岐波クラブ・山口県) 81③

グループ 27

1

113

1

207

仲井 照凱 (サザンクロス・東京都) 82①

井上 久義 (卓愛クラブ・三重県) 83②

橋本 厚志 (個 人・北海道) 84③

グループ 28

井上 昭彦 (京都悠遊会・京都府) 85①

前田 秀征 (長崎すぐる会・長崎県) 86③

藤越 敏弘 (大野ファミリー・広島県) 87②

グループ 29

0

114

玉山 昌右 (福井ベテラン会・福井県) 88①

波田野秀夫 (彩松クラブ・埼玉県) 89②

菊池 義久 (楽々クラブ矢巾・岩手県) 90③

グループ 30

1

208

1

303

0

304

3–2
402



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ローエイティ (その 1)

1 小川 晋 (卓 翠 会・東京都)①
2 木村 順治 (新潟如水会・新潟県)③
3 杉山 徳治 (藤澤 (個人)・神奈川)④
4 山中 良一 (草津クラブ・滋賀県)②

グループ 1

5 渡邊 鍈一 (豊前渡邊クラブ・福岡県)①
6 長尾 勝義 (北松クラブ・長崎県)②
7 都野 実 (伊勢崎クラブ・群馬県)③

グループ 2

8 平島 進 (坂 出 卓 研・香川県)棄
9 松下 尚介 (コ パ ン・京都府)①
10 木村 正義 (龍 卓 会・茨城県)②

グループ 3

2

101

0

201

11 伊藤 幸雄 (岩崎通信機・東京都)③
12 西村 正人 (下松オールスターズ・山口県)①
13 岡崎 公昭 (ユ ニ チ カ・愛知県)②

グループ 4

14 石田 彰三 (東神楽クラブ・北海道)①
15 木下 晃 (兵庫ベテラン会・兵庫県)③
16 菊地 政宜 (富士通クラブ・神奈川)②

グループ 5

0

202

0

301

17 横井 良和 (横浜ベテラン会・神奈川)①
18 薩来 正明 (M A C・大分県)②
19 小東 幸作 (個 人・京都府)③

グループ 6

20 嶺 栄三 (東京ベテラン会・東京都)③
21 佐藤 文司 (酒田ラージボールフレンド・山形県)①
22 山本 英一 (卓 栄 会・富山県)②

グループ 7

23 茂谷 勲 (浜寺クラブ・大阪府)①
24 二本柳静男 (G4クラブ・北海道)②
25 長井 渉 (座間卓球クラブ・神奈川)③

グループ 8

0

102

0

203

26 大滝 泰 (HAZAWA・神奈川)②
27 田中 利明 (楽 遊 会・兵庫県)③
28 増田 和雄 (新発田クラブ・新潟県)①

グループ 9

29 内 惇 (広島ベテラン・広島県)①
30 土屋 隆一 (M I N T 2・埼玉県)③
31 大森 正雄 (チーム我流・福岡県)②

グループ 10

0

103

32 桑原 稔 (卓 研 会・愛知県)①
33 坂本 敏郎 (鉄道OB会・北海道)③
34 原田 純一 (文 京 若 葉・東京都)②

グループ 11

2

204

1

302

内田 薫雄 (まるくらぶ・兵庫県) 35①
藤井 謙昌 (東京ベテラン会・東京都) 36③
萩原 冨甫 (湘南プレーヤーズ・神奈川) 37②

グループ 12

中野 輝二 (J・Fクラブ・大阪府) 38②
小林 信隆 (中原クラブ・神奈川) 39①
田岡 秀朗 (卓 窓 会・香川県) 40③

グループ 13

高橋 利一 (北 ク ラ ブ・北海道) 41①
笠井 哲男 (TTC浦和・埼玉県) 42③
坂田 年 (島根県庁クラブ・島根県) 43②

グループ 14

1

1040

205

波塚 尚 (南魚いそクラブ・新潟県) 44①
野中修一郎 (横浜ベテラン会・神奈川) 45③
佐々木 良 (三木卓同会・兵庫県) 46②

グループ 15

大宮 修 (西東京クラブ・東京都) 47①
新妻 四郎 (舞鶴卓球協会・京都府) 48②
後藤 公夫 (竹田クラブ・大分県) 49③

グループ 16

0

2061

303

山本 雅業 (豊前三毛門クラブ・福岡県) 50①
澤田 克巳 (卓志クラブ・北海道) 51③
左口 尚之 (セフィーロの会・神奈川) 52②

グループ 17

廣田 勝一 (東三河ＳＬＣ・愛知県) 53①
中村 忠良 (中 村 企 画・滋賀県) 54③
今井 俊明 (東京ベテラン会・東京都) 55②

グループ 18

2

207

平井 建昭 (横浜ラージ・神奈川) 56③
土谷 貞雄 (ツェティワン・兵庫県) 57②
中井 政雄 (ブルーグリーン・東京都) 58①

グループ 19

星原 秀春 (飯山クラブ・長野県) 59③
永田 冬彦 (渡辺スポーツクラブ・千葉県) 60①
新田 欽一 (大阪ベテラン会・大阪府) 61②

グループ 20

0

105

奥原 靖夫 (下 関 卓 協・山口県) 62①
福田 聡 (有明卓友会・熊本県) 63棄
北田 敏夫 (Le Cours・神奈川) 64②

グループ 21

0

208

1

304

1

401

1

402

3–1
501



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ローエイティ (その 2)

65 杉本 泰成 (星 球 会・富山県)①
66 本池 立 (岡山親卓会・岡山県)③
67 松下 博治 (座間卓球クラブ・神奈川)②

グループ 22

68 飛騨 昂司 (フレンドリーTTC・兵庫県)③
69 茂手木信昭 (OTTクラブ・沖縄県)②
70 北條 昌弘 (東京ベテラン会・東京都)①

グループ 23

71 千保木喜代美 (秀 卓 会・群馬県)②
72 沖沢 清一 (名寄卓球協会・北海道)棄
73 風間 栄一 (春日部レク卓・埼玉県)①

グループ 24

1

106 1

209

74 長坂 亘通 (卓 研 会・愛知県)②
75 河村 暢彦 (大阪ベテラン会・大阪府)①
76 清宮 勝利 (横浜ベテラン会・神奈川)③

グループ 25

77 山中 勝紀 (卓 翠 会・東京都)①
78 土井 敏捷 (A T T・福岡県)②
79 黒岩 道昌 (橋本市ラージボール卓球協会・和歌山県)③

グループ 26

1

210 2

305

80 森 幸男 (モリコースポーツ・京都府)②
81 野田 武 (M A C・大分県)③
82 高野 聰 (ユ ー ア イ・茨城県)①

グループ 27

83 八木 一允 (都筑ナイト・神奈川)①
84 須郷 英雄 (は な ま る・山口県)③
85 陸田 英彦 (個 人・兵庫県)②

グループ 28

86 中村 睦 (小出クラブ・新潟県)①
87 清藤 昭三 (釧路シニアクラブ・北海道)③
88 佐々木 隆 (東京ベテラン会・東京都)②

グループ 29

2

107 1

211

89 石見日出男 (個 人・東京都)③
90 海上 光平 (遠野市卓球協会・岩手県)①
91 村田 龍雄 (草津クラブ・滋賀県)②

グループ 30

92 原 稔 (須坂ベテラン会・長野県)②
93 宮田 栄次 (横浜ベテラン会・神奈川)①
94 吉岡 志朗 (楽 遊 会・兵庫県)③

グループ 31

0

108

95 池内 祥治 (ＳＥＩＺＡＮクラブ・熊本県)①
96 佐藤 博正 (長良川クラブ・岐阜県)棄
97 桜井 薫 (Y T T S・神奈川)棄

グループ 32

0

212

0

306

山越 光男 (龍 卓 会・茨城県) 98③
丸山 眞治 (下 関 卓 協・山口県) 99②
芳賀 文治 (代々木クラブ・東京都) 100①

グループ 33

江川 光治 (長崎すぐる会・長崎県) 101①
梅原 正次 (泉北卓友会・大阪府) 102②
小林 均 (すいよう会・神奈川) 103③

グループ 34

相島毅一郎 (S . K . U・埼玉県) 104棄
中原 功 (卓志クラブ・北海道) 105②
木戸 誠二 (豊前渡邊クラブ・福岡県) 106①

グループ 35

2

1090

213

小澤 久男 (横浜ベテラン会・神奈川) 107②
渋谷 秀男 (個 人・宮城県) 108③
高田満洲男 (ケ ロ ヨ ン・三重県) 109①

グループ 36

中川 秀夫 (彦 卓 会・滋賀県) 110①
高橋 貞作 (東京ベテラン会・東京都) 111③
谷本 邦彦 (卓 窓 会・香川県) 112②

グループ 37

0

110

木村 稔 (兵庫ベテラン会・兵庫県) 113②
青木 勝幸 (南郷クラブ・長野県) 114③
平田 清 (アツギフレンズ・神奈川) 115①

グループ 38

0

214

0

307

大内 明雄 (TKOクラブ・埼玉県) 116②
川崎 靖雄 (サンク島津・京都府) 117①
豊田 喜一 (A Q U A・東京都) 118③

グループ 39

河村 建一 (別府市卓球連盟・大分県) 119②
安彦 雅雄 (S H I P s・神奈川) 120③
藤井 信義 (垂体クラブ・兵庫県) 121①

グループ 40

1

215

中野 天祐 (安永卓球クラブ・福岡県) 122②
寺嶋 祐久 (水郷ラージ・滋賀県) 123③
箭中 滋 (横浜ラージ・神奈川) 124①

グループ 41

磯西 豪 (南魚いそクラブ・新潟県) 125①
細野 淳一 (皐 月 会・東京都) 126棄
坂井 恒俊 (ナガオスポーツクラブ・北海道) 127②

グループ 42

0

111

秋田 勝 (浜寺クラブ・大阪府) 128①
平松 廣一 (東海ベテラン会・愛知県) 129②
柴田 桂二 (城 卓 会・神奈川) 130棄

グループ 43

0

216

1

308

0

403

2

404

3–2
502



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越男子ハイエイティ
1 永井 昭爾 (川崎ラージ・神奈川)①

2 松原 秀男 (個 人・北海道)④

3 青木 秀弥 (佐世保ベテラン会・長崎県)③

4 千田 清 (K S T・兵庫県)②

グループ 1

5 濱 惣六 (岡谷雷鳥クラブ・長野県)①

6 谷口謹士郎 (あすなろクラブ・滋賀県)②

7 狩戸 富男 (千葉ラージ卓球会・千葉県)棄

グループ 2

8 一色 肇 (個 人・愛知県)②

9 木村 恭亮 (奈良ベテラン・奈良県)①

10 阿部 圭助 (利根卓伸会・茨城県)③

グループ 3

0

101

0

201

11 唐橋 博 (代々木クラブ・東京都)①

12 長瀬榮二郎 (個 人・京都府)③

13 桂川 正治 (個 人・愛知県)②

グループ 4

14 石松 巖 (岩 卓 会・埼玉県)②

15 小園 宏二 (春日ラージ・福岡県)①

16 三浦 明 (萩 ク ラ ブ・宮城県)③

グループ 5

0

102

17 植村 泰 (川西もくれん・兵庫県)①

18 矢澤 靖也 (松葉卓球クラブ・千葉県)②

19 日下部千代男 (岩国ベテラン会・山口県)③

グループ 6

0

202

福見 章 (大麻クラブ・北海道) 20①

平泉 廸彦 (横浜ラージ・神奈川) 21③

松岡 末吉 (京都OB会・京都府) 22②

グループ 7

西浜 好晃 (K S T・兵庫県) 23①

榊原 正人 (ささしま会・愛知県) 24②

宍戸 信夫 (卓 楓 会・東京都) 25棄

グループ 8

神崎 榮藏 (枡江卓球同好会・宮城県) 26①

坂居 俊治 (卓 星 会・埼玉県) 27③

松村 正和 (M T T C・岡山県) 28②

グループ 9

0

103

2

203

仁尾 正康 (眉山クラブ・徳島県) 29①

服部 詳 (名王クラブ・愛知県) 30②

佐藤 正久 (T.くまがや・埼玉県) 31③

グループ 10

青山 光雄 (個 人・千葉県) 32②

中島 利次 (小浜クラブ・兵庫県) 33③

和田 圭一 (とびうめクラブ・福岡県) 34①

グループ 11

1

104

正野 素行 (大阪ベテラン会・大阪府) 35①

田中 五郎 (個 人・東京都) 36②

長谷川 勇 (芳賀クラブ・福島県) 37③

グループ 12

0

204

1

301

1

302

1–3
401



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子サーティ
1 海老原杏子 (L i l i・東京都)①
2 落合優理香 (L i a r・秋田県)③
3 柏木 祐衣 (くわたクラブ・福岡県)②

グループ 1

4 米望亜利紗 (長野松代総合病院・長野県)②
5 川口 静枝 (さくらんぼ・埼玉県)①
6 末廣 麻希 (北海道アスティーダ・北海道)③

グループ 2

7 小阪田香織 (吹田レディース・大阪府)②
8 太田亜矢子 (フレッシュクラブ・岐阜県)③
9 安藤 奈々 (J F E・神奈川)①

グループ 3

1

101 0

201

10 松吉英里奈 (名古屋卓球クラブ・愛知県)③
11 籠島 志野 (新大クラブ・新潟県)①
12 薄井 佳 (JINOPONS・東京都)②

グループ 4

13 角田 瞳 (千葉クラブ・千葉県)①
14 樋口はるか (TEAM NEXUS・山形県)②
15 藤澤 佳世 (洛西クラブ・京都府)③

グループ 5

2

202 0

301

16 大野さゆり (卓球めぐり・茨城県)①
17 佐藤 絵美 (のあのあクラブ・長野県)②
18 下舘 聡子 (拓 征 会・岩手県)③

グループ 6

19 酒匂 政子 (若葉クラブ・長崎県)③
20 小椋 恵夢 (Special thanks・兵庫県)①
21 長谷川あやか (B R I T Z・東京都)②

グループ 7

22 渡辺 理江 (亀田クラブ・新潟県)①
23 岩瀬 優子 (蝶友クラブ・埼玉県)②
24 中井 彩美 (ラ ビ タ ス・愛知県)③

グループ 8

1

102

1

203

25 岡村 麻衣 (都 ク ラ ブ・京都府)①
26 笠巻さやか (チームあじさい・群馬県)③
27 本多 智絵 (福光卓友会・富山県)②

グループ 9

28 長尾しのぶ (ナガオスポーツクラブ・北海道)③
29 石田亜沙美 (Ahsh.TTC・愛知県)②
30 牧野久美子 (COLOR・神奈川)①

グループ 10

1

103

31 平澤 優加 (TEAM ZERO・東京都)①
32 及川 清香 (M i n d・三重県)②
33 森川 和代 (SEIZANクラブ・熊本県)③

グループ 11

2

204

1

302

長谷川綾子 (湘南信用金庫・神奈川) 34②
安倍 香 (奥州クラブ・岩手県) 35③
大野 恵子 (Ahsh.TTC・愛知県) 36①

グループ 12

秋月 千里 (乱 ・大阪府) 37①
白石沙耶香 (DANNDE LION・群馬県) 38②
虻川真貴子 (サンシャイン・北海道) 39棄

グループ 13

関 有李 (新大クラブ・新潟県) 40①
山下 幸子 (み ず は 桜・愛媛県) 41③
諏訪 綾子 (青葉クラブ・埼玉県) 42②

グループ 14

2

1040

205

松本伊久美 (しずおか信用金庫・静岡県) 43①
井坂 幸子 (卓球めぐり・茨城県) 44③
青木みどり (RisingNiigata・新潟県) 45②

グループ 15

本間千恵子 (櫛引スポーツ少年団・山形県) 46③
上原 綾子 (梅島クラブ・東京都) 47①
藤野 優美 (若葉クラブ・福岡県) 48②

グループ 16

0

105

飯田 嘉代 (NEX’TAGE・京都府) 49①
柴山 美来 (フレッシュクラブ・岐阜県) 50③
中村 麻美 (阿部クラブ・神奈川) 51②

グループ 17

1

206

1

303

石井和佳子 (さくらんぼ・埼玉県) 52①
長田 恵 (Force-Leave・大分県) 53③
佐野 未佳 (福光卓友会・富山県) 54②

グループ 18

吉田真奈美 (卓 精 会・東京都) 55①
江原 愛美 (富士通テン㈱・兵庫県) 56③
勝又 史子 (名古屋卓球クラブ・愛知県) 57②

グループ 19

0

207

村上 富貴 (桔梗苦羅舞・宮城県) 58①
高橋 幹子 (T H I N K・千葉県) 59②
星野 裕子 (トラストT.C・新潟県) 60③

グループ 20

今福麻奈美 (M D 相 模・神奈川) 61①
義村 磨由 (吹田レディース・大阪府) 62②
在間比佐衣 (豊 田 卓 球・三重県) 63③

グループ 21

0

106

坂本 直子 (スワンクラブ・長野県) 64①
池本 由布 (ク ラ ブ 愛・東京都) 65③
白藤 梨紗 (ぴったあ☆ぱっと・京都府) 66②

グループ 22

1

208

0

304

2

401

0

402

0–3
501



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子フォーティ (その 1)

1 信田 真美 (札幌unity・北海道)①

2 神田美佐子 (会津クラブ・福島県)③

3 早坂 博子 (オオルリクラブ・栃木県)②

グループ 1

4 松本 菜菜 (アルバトロス・東京都)②

5 近藤 直子 (春日クラブ・福岡県)③

6 奥村こずゑ (松生TTC・三重県)①

グループ 2

7 中村 理美 (天理クラブ・奈良県)①

8 小原 美希 (一球クラブ・埼玉県)②

9 高沢 宏佳 (た く せ ん・長野県)③

グループ 3

2

101 1

201

10 小松 舞子 (新大クラブ・新潟県)①

11 横山 香織 (個 人・長崎県)②

12 高橋 幸子 (TEAM NEXUS・山形県)③

グループ 4

13 吉牟田直子 (さ お り・愛知県)①

14 森重 玲子 (美鷹クラブ ENJOY・東京都)②

15 杉井 恵美 (草津卓愛会・滋賀県)③

グループ 5

0

102

16 岸本 昇子 (H T C・広島県)②

17 坂田 裕子 (卓 龍 会・群馬県)③

18 小谷 千恵 (Campus・大阪府)①

グループ 6

19 島村 美恵 (M D 相 模・神奈川)①

20 高野いずみ (イ ム ズ・富山県)②

21 名古屋雪乃 (中央クラブ・北海道)③

グループ 7

1

103

0

202

小野 千代 (卓 精 会・東京都) 22①

及川 綾子 (金ヶ崎クラブ・岩手県) 23③

近藤 正子 (東北電力㈱・新潟県) 24②

グループ 8

前田 恵美 (瑞穂クラブ・茨城県) 25①

真鍋 佳子 (洛西クラブ・京都府) 26②

小山多美子 (パ ワ フ ル・福岡県) 27③

グループ 9

0

104

辻 早苗 (フレッシュクラブ・岐阜県) 28②

佐藤 明子 (FAMILY・神奈川) 29③

井関佳余子 (四国放送サービス・徳島県) 30①

グループ 10

上野 順子 (小浜クラブ・兵庫県) 31①

平塚 美紀 (静岡クラブ・静岡県) 32③

田口 秋実 (S O R A・東京都) 33②

グループ 11

0

1052

203

高水間智恵 (SAKURA・大阪府) 34①

沖 真由子 (サンシャイン・北海道) 35③

川村 静子 (档 の 会・石川県) 36②

グループ 12

中田久美子 (花野井クラブ・千葉県) 37①

豊田 純子 (ベッキーズ・大分県) 38③

横田 朋子 (白 帝・愛知県) 39②

グループ 13

2

106

大野 博美 (卓 遊 会・福岡県) 40③

中澤 眞紀 (十日町クラブ・新潟県) 41②

土田佳代子 (TKOクラブ・埼玉県) 42①

グループ 14

山下 陽子 (美鷹クラブENJOY・東京都) 43①

宍戸 若菜 (仙台卓球センタークラブ・宮城県) 44②

平原真由美 (ＳＨＩＰスポーツ・島根県) 45③

グループ 15

0

107

2

204

0

301

1

302

3–1
401



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子フォーティ (その 2)

46 渡辺由希子 (美鷹クラブENJOY・東京都)①

47 中島 朝未 (クローバー・愛知県)②

48 堤 史子 (佐世保卓研・長崎県)③

グループ 16

49 藁科 玲子 (亀田クラブ・新潟県)①

50 関 育代 (小山レディース・栃木県)②

51 緒方 典子 (吹田レディース・大阪府)③

グループ 17

1

108

52 宍戸 裕子 (花野井クラブ・千葉県)①

53 中島 優子 (山陽クラブ・岡山県)棄

54 松浦乃利江 (レインボー・北海道)②

グループ 18

55 沼野あゆ美 (横内夢クラブ・静岡県)①

56 浅田 和代 (D r e a m・福井県)②

57 三浦 一江 (りんどうクラブ・岩手県)③

グループ 19

1

109 1

205

58 下田 祥子 (ＳＥＩＺＡＮクラブ・熊本県)①

59 山内 智子 (ピンフレンズ・京都府)③

60 杉本 美華 (豊島杉の子クラブ・東京都)②

グループ 20

61 窪井 直美 (M D 相 模・神奈川)③

62 大塚奈津子 (た く せ ん・長野県)②

63 見延千鶴子 (北斗クラブ・北海道)①

グループ 21

0

110

64 山口 弘美 (所沢レディース・埼玉県)①

65 𠮷田 裕子 (HIGH STAGE・奈良県)②

66 中村 典子 (大野城まどか・福岡県)③

グループ 22

67 山崎 玲奈 (日専連クラブ・青 森)①

68 柴田 啓乃 (み っ く す・群馬県)②

69 黒木由紀子 (ラ ビ タ ス・愛知県)③

グループ 23

0

111

1

206

藤原 佳子 (F L E X・東京都) 70①

中山 郁 (ULTRA-7・滋賀県) 71②

鹿野眞由美 (ク レ ア・福岡県) 72棄

グループ 24

浅川ゆかり (いわき卓栄会・福島県) 73③

上杉 洋子 (瑞穂クラブ・茨城県) 74①

堀畑 雅代 (フレッシュクラブ・岐阜県) 75②

グループ 25

1

112

石井 佳子 (チ ャ イ ム・神奈川) 76①

秋村 香織 (サンスポーツクラブ・広島県) 77②

大坂 里美 (RisingNiigata・新潟県) 78③

グループ 26

松村 優美 (甲斐路クラブ・山梨県) 79①

稲見小百合 (西条卓友会・愛媛県) 80②

浜田 るみ (ル ピ ナ ス・鹿児島県) 81棄

グループ 27

0

113

2

207

北井 晴美 (档 の 会・石川県) 82③

高橋 陽子 (札幌unity・北海道) 83②

原 悦子 (チ ー ム 虹・兵庫県) 84①

グループ 28

水野久美子 (サ ク セ ス・愛知県) 85①

星野ことば (ベッキーズ・大分県) 86③

西下由美子 (大宮スカット・埼玉県) 87②

グループ 29

2

114

加藤 美代 (飛鳥クラブ・東京都) 88①

松田 尚子 (卓 毘 会・山形県) 89②

新村万規子 (高 見 塾・富山県) 90③

グループ 30

安部 香織 (長吉卓球センター・大阪府) 91①

川北 喜子 (菰野クラブ・三重県) 92②

武藤 和子 (浜 卓 会・神奈川) 93③

グループ 31

0

115

0

208

2

303

0

304

2–3
402



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子フィフティ (その 1)

1 大津絵美子 (丸 亀 S C・香川県)①

2 岩田 公恵 (豊中卓球クラブ・大阪府)②

3 小野ルミ子 (N S T・青 森)③

4 小川 貴子 (サンスポーツクラブ・広島県)④

グループ 1

5 珍道 美晴 (松阪レディース・三重県)①

6 内田 和子 (清 友 会・群馬県)③

7 今村みどり (サンデークラブ・長崎県)②

グループ 2

0

101

8 林 華子 (健幸クラブ・東京都)①

9 末松かおる (浜商卓友会・静岡県)③

10 田畑美佐子 (A x e l・新潟県)②

グループ 3

11 吉野 法子 (ソレイユ北九州・福岡県)②

12 川崎 弘美 (富良野クラブ・北海道)③

13 手島 寿子 (大網クラブ・千葉県)①

グループ 4

1

102 0

201

14 渋谷 文代 (a l p h a・神奈川)①

15 清家 令子 (出雲クラブ・島根県)③

16 杉江さとみ (東海カトレア・愛知県)②

グループ 5

17 西谷 睦美 (都 ク ラ ブ・京都府)①

18 村上 雅子 (狭山フレンズ・埼玉県)②

19 平井ちさ美 (T.T.Sヒライ・福岡県)③

グループ 6

1

103

20 正田 雪子 (豊島杉の子クラブ・東京都)②

21 大栗 尚子 (ま ろ ん ず・徳島県)①

22 鈴木 裕子 (卓 研・秋田県)③

グループ 7

23 南澤 重子 (須坂卓翔会・長野県)①

24 須藤美恵子 (旭川卓翔クラブ・北海道)②

25 左海まゆみ (R E B E L・奈良県)③

グループ 8

0

104 0

202

大嶋 由美 (八尾ひまわり・大阪府) 26①

池本 令子 (ブラックパインズ・愛知県) 27②

高谷ゆかり (青梅クラブ・東京都) 28③

グループ 9

舟崎美由紀 (卓 栄 会・富山県) 29②

加藤美代子 (C.T.Oクラブ・福島県) 30③

坂本 陽子 (つくば明光クラブ・茨城県) 31①

グループ 10

1

105

金子 美治 (み ず は 桜・愛媛県) 32②

松本 由香 (神戸フレンズ・兵庫県) 33①

守谷てるみ (S I M S・岐阜県) 34③

グループ 11

内堀真由美 (所沢レディース・埼玉県) 35①

佐々森直美 (丸 二・広島県) 36③

岩下志満子 (ファイトクラブ・鹿児島県) 37②

グループ 12

1

1062

203

矢野 和代 (かぼすくらぶ・大分県) 38①

石橋 淳子 (ULTRA-7・滋賀県) 39②

平野 美恵 (フレンドリー・栃木県) 40③

グループ 13

野坂 美樹 (北斗クラブ・北海道) 41①

佐藤みさ子 (トラストT.C・新潟県) 42②

小林 祐子 (八頭レディース・鳥取県) 43③

グループ 14

1

107

藤澤 幸子 (奥州クラブ・岩手県) 44①

花岡由美子 (ROKUMON・長野県) 45③

栗原 弘子 (C O L O R・神奈川) 46②

グループ 15

山内 博美 (サ ク セ ス・愛知県) 47②

三田 美枝 (西 京 卓 研・京都府) 48③

中垣眞理子 (久留米卓球愛好会・福岡県) 49①

グループ 16

2

1080

204

2

301

2

302

W–L
401



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子フィフティ (その 2)

50 廣瀬 孝子 (H P C・大阪府)①

51 松原富美子 (福岡卓球クラブ・福岡県)②

52 翠尾 泉 (諏訪レディース・長野県)③

グループ 17

53 小長井千恵子 (静岡クラブ・静岡県)③

54 福島 友子 (B R I T Z・東京都)①

55 村上千賀子 (大船渡クラブ・岩手県)②

グループ 18

0

109

56 新谷 朋江 (ダンデライオン・富山県)①

57 二宮 由美 (み す は 桜・愛媛県)③

58 中村 衣住 (わ か く さ・愛知県)②

グループ 19

59 片寄佐知子 (松草クラブ・神奈川)①

60 阪田 佳子 (ス マ イ ル・京都府)②

61 三宅 和江 (サンスポーツクラブ・広島県)③

グループ 20

1

110 0

205

62 𠮷川けい子 (TH INK・千葉県)①

63 金田美紀子 (新潟如水会・新潟県)③

64 広瀬 美香 (卓 正 会・北海道)②

グループ 21

65 𠮷田眞由美 (中央クラブ・宮城県)②

66 長田美千代 (W I N S・大分県)③

67 山本 佳子 (ULTRA-7・滋賀県)①

グループ 22

2

111

68 藤井 佳子 (瑞穂クラブ・茨城県)①

69 本谷 茂美 (明誠クラブ・愛知県)②

70 伊藤 るみ (白石卓球クラブ・山口県)③

グループ 23

71 大羽さとみ (ビ ギ ン・福岡県)①

72 堀越 浩子 (三 峰・埼玉県)②

73 奥崎 裕美 (翡 翠・大阪府)③

グループ 24

0

112

1

206

新田由紀子 (札幌unity・北海道) 74①

天野みさ子 (山梨MTC・山梨県) 75③

山下 静江 (ま ろ ん ず・徳島県) 76②

グループ 25

前田加代子 (STEP21・福岡県) 77①

峠 京子 (卓和クラブ・新潟県) 78②

梅森 邦子 (三友クラブ・奈良県) 79③

グループ 26

0

113

ペイトン由美子 (狭山フレンズ・埼玉県) 80②

奥田 尚美 (上野クラブ・三重県) 81③

加島ゆかり (神戸クラブ・兵庫県) 82①

グループ 27

岡 千与美 (ユース・リゲイン・岡山県) 83①

佐々木牧子 (こまちレディース・秋田県) 84③

田中美代子 (伊勢崎TTC・群馬県) 85②

グループ 28

0

1140

207

笹川伊都子 (長吉卓球センター・大阪府) 86①

石川 充子 (浜 町 卓 研・神奈川) 87②

加藤美智子 (個 人・福井県) 88③

グループ 29

福井ひとみ (ナイスレディスクラブ・香川県) 89③

佐伯亜紀子 (卓 酔 会・栃木県) 90①

鈴木 泉 (会津クラブ・福島県) 91②

グループ 30

0

115

太田 トモ (トラストT.C・新潟県) 92③

五十嵐美由紀 (卓 聯 会・島根県) 93②

宮里美智子 (健幸クラブ・東京都) 94①

グループ 31

後藤眞理子 (都 ク ラ ブ・京都府) 95①

向井あつ子 (ラブオール・愛知県) 96③

石井美恵子 (ファイトクラブ・鹿児島県) 97②

グループ 32

0

116

1

2081

303

2

304

3–0
402



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ローシックスティ (その 1)

1 船ケ山昌子 (サ ク セ ス・愛知県)①

2 越野味予子 (松本南 PPC・長野県)②

3 西野 律子 (中央クラブ・宮城県)③

グループ 1

4 永井 藤子 (清 友 会・群馬県)①

5 中村 順子 (が っ ぱ い・北海道)②

6 渡部由美子 (福岡卓球クラブ・福岡県)③

グループ 2

0

101

7 南部 節子 (四季高の原クラブ・奈良県)①

8 永嶋 正子 (卓 精 会・東京都)②

9 矢野 秀美 (今治モナリザ・愛媛県)③

グループ 3

10 井ノ口博子 (花野井クラブ・千葉県)①

11 小林 純子 (南魚いそクラブ・新潟県)②

12 大谷さなゑ (益田レディース・島根県)③

グループ 4

2

102 2

201

13 坂本 久美 (COLOR・神奈川)①

14 山下すみ子 (熊本 EAST・熊本県)③

15 斎藤可菜子 (すみれクラブ・愛知県)②

グループ 5

16 竹内紀久代 (輝 ラ リ ー・富山県)②

17 土井美都子 (あさきたクラブ・広島県)①

18 植田 幸子 (京都悠遊会・京都府)③

グループ 6

0

103

19 木内 美鈴 (三 峰・埼玉県)③

20 米田美紀子 (高槻クラブ・大阪府)①

21 坊屋鋪クミ (ラピスクラブ・岩手県)②

グループ 7

22 久野 良子 (各務原クラブ・岐阜県)①

23 諏訪はつ江 (S . P . C・茨城県)③

24 木下美代子 (博多ベテラン会・福岡県)②

グループ 8

2

104 0

202

有田 廣美 (竹の子枚方クラブ・大阪府) 25①

浮部 則子 (トラストT.C・新潟県) 26③

太田 弘子 (松生TTC・三重県) 27②

グループ 9

加藤 敬子 (大宮スカット・埼玉県) 28②

山田 晴恵 (ア リ ー ナ・北海道) 29③

永山 優子 (CLEAR・鹿児島県) 30①

グループ 10

2

105

中野 栄子 (丸亀フレンドクラブ・香川県) 31②

青木 文子 (全 横 会・神奈川) 32①

橋口 順子 (サンデークラブ・長崎県) 33③

グループ 11

髙木和恵子 (千代田クラブ・東京都) 34①

大畑かおる (広島ラブオール・広島県) 35②

中川 順子 (雅 ク ラ ブ・京都府) 36③

グループ 12

1

106

0

203

川澄 真弓 (エムクラブ・愛知県) 37①

吉澤 典子 (足利レディース・栃木県) 38②

岡澤 澄江 (みなみクラブ・徳島県) 39③

グループ 13

前田 栄子 (STEP21・福岡県) 40①

石塚 陽子 (ホ ー ク ス・東京都) 41②

田中 裕子 (O a s i s・新潟県) 42③

グループ 14

2

107

藏園久美子 (甲子園クラブ・兵庫県) 43①

磯谷千代子 (ピンポン備前・岡山県) 44②

堀 麗子 (パートナーズ・大分県) 45③

グループ 15

日下部鈴子 (チ ャ イ ム・神奈川) 46①

柳本八重子 (甲賀卓友会・滋賀県) 47③

羽根 正子 (カトレアクラブ・福島県) 48②

グループ 16

2

108

1

2041

301

1

302

3–0
401



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ローシックスティ (その 2)

49 稲川 佳代 (大田クラブ・東京都)①

50 嶋津 睦子 (さくらクラブ・愛媛県)②

51 寺久保明実 (さ く ら・新潟県)③

グループ 17

52 石𣘺 則子 (フォルテシモ・大阪府)①

53 篠原 陽子 (S T E P 2 1・福岡県)②

54 寺尾 幸江 (レインボー・埼玉県)③

グループ 18

0

109

55 太田 麗子 (フレッシュクラブ・岐阜県)①

56 藤原ひとみ (札幌サンライズ・北海道)③

57 川口 悦美 (秋 桜・大分県)②

グループ 19

58 西村 律子 (キャロット・千葉県)①

59 小嶋美穂子 (Crossover・滋賀県)③

60 松本由美子 (エンデバーズ・岡山県)②

グループ 20

0

110 0

205

61 長谷川妙子 (FAMILY・神奈川)①

62 石坂千賀子 (B LANK .・富山県)③

63 宮前 康子 (ラ ビ ッ ト・愛知県)②

グループ 21

64 八木 実恵 (佐山クラブ・京都府)②

65 北島よし子 (卓 精 会・東京都)①

66 斎藤ハツ子 (すみれクラブ・福島県)③

グループ 22

2

111

67 深澤 昌子 (ピーベリー・山梨県)②

68 奥野 照美 (小松コスモス・石川県)棄

69 植原多恵子 (千里ニュータウン・大阪府)①

グループ 23

70 十川 早苗 (さくら卓研・徳島県)①

71 川上恵美子 (清 友 会・群馬県)②

72 大渡 康子 (サンデークラブ・長崎県)③

グループ 24

2

112

0

206

舟山かつえ (駒場クラブ・埼玉県) 73①

堤 葉子 (久留米卓球愛好会・福岡県) 74③

前田 直子 (紫 ク ラ ブ・京都府) 75②

グループ 25

蛭子 牧子 (N . N . C・島根県) 76①

黒谷 鈴子 (知立クラブ・愛知県) 77③

沼嵜 和江 (龍 卓 会・茨城県) 78②

グループ 26

1

113

川井田真理子 (ファイトクラブ・鹿児島県) 79①

小杉 安子 (南魚いそクラブ・新潟県) 80③

小鷹 春代 (伊 卓 連・兵庫県) 81②

グループ 27

小林 幸子 (ホ ー ク ス・東京都) 82①

佐藤 正子 (きららくらぶ・岩手県) 83②

吉田 幸子 (が っ ぱ い・北海道) 84③

グループ 28

1

1141

207

星野みち代 (つくしクラブ・愛知県) 85①

栗林万里子 (ラブォール・奈良県) 86③

橋本真由美 (K i t t y ’ s・熊本県) 87②

グループ 29

波戸場登美江 (足利レディース・栃木県) 88①

田畑 鶴代 (F o u r - U・福井県) 89②

髙須賀真弓 (広島ラブオール・広島県) 90③

グループ 30

0

115

鶴田 昌枝 (COLOR・神奈川) 91①

尾崎 幸代 (長崎県庁レディース・長崎県) 92③

近藤千珠子 (丸亀フレンドクラブ・香川県) 93②

グループ 31

片岡 年子 (み ら く る・大阪府) 94①

松澤 祐子 (T.くまがや・埼玉県) 95②

千村 淳子 (上伊那レディース・長野県) 96③

グループ 32

2

116

0

2081

303

0

304

3–0
402



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ハイシックスティ (その 1)

1 板谷 典子 (H P C・大阪府)①

2 杉村さよ子 (ナイスレディスクラブ・香川県)③

3 関川登美江 (謙 信 上 越・新潟県)④

4 永松 陽子 (浜 卓 会・神奈川)②

グループ 1

5 谷中 和子 (淑友クラブ・東京都)②

6 竹田 昌代 (桜卓球クラブ・三重県)①

7 堀野 和子 (フェニックス・北海道)③

グループ 2

0

101

8 佐藤 富子 (オ リ ー ブ・静岡県)①

9 山崎 静子 (出雲クラブ・島根県)②

10 佐藤富美子 (フルセット・埼玉県)③

グループ 3

11 桑田利喜子 (スカイブルー・奈良県)③

12 花田眞理子 (T R Y - U・福岡県)①

13 松富 典子 (档 の 会・石川県)②

グループ 4

2

102 0

201

14 塩塚とし子 (都 ク ラ ブ・京都府)①

15 小島カズ枝 (足利レディース・栃木県)③

16 真田さと子 (閃 光 会・愛媛県)②

グループ 5

17 中村 景子 (広島ラブオール・広島県)①

18 坂西 和枝 (南魚いそクラブ・新潟県)②

19 和知 洋子 (サンアクセス・茨城県)③

グループ 6

2

103

20 井関せつ子 (KYレディース・福島県)②

21 里山 由紀 (Ｋ．ＳＷＩＴＣＨ・愛知県)①

22 吉村佳代子 (P S T・長崎県)③

グループ 7

23 井置 節子 (藤沢レディース・神奈川)①

24 山田 葉子 (草津マスターズ・滋賀県)③

25 藤本 公子 (個 人・北海道)②

グループ 8

1

104

0

202

原田かづ子 (武蔵野クラブ・東京都) 26①

天野 久子 (仙台卓球センタークラブ・宮城県) 27②

星川みい子 (高山クラブ・長野県) 28③

グループ 9

平田るり子 (ひ ら り・山口県) 29①

小原 法子 (Gフレンズ・岐阜県) 30②

竹中 孝野 (スカイブルー・奈良県) 31③

グループ 10

2

105

横山祐見子 (ピンポン館・高知県) 32①

水野 菊江 (こ ぶ し・福岡県) 33③

大貫千都子 (清 友 会・群馬県) 34②

グループ 11

竹内 春美 (つくしクラブ・愛知県) 35②

三留 洋子 (寒川レディース・神奈川) 36③

松野美智子 (竹の子枚方クラブ・大阪府) 37①

グループ 12

2

106

1

203

砂山 友子 (トラストT.C・新潟県) 38③

福永ちさ子 (八代ラージボールクラブ・熊本県) 39①

水野美恵子 (中央クラブ・北海道) 40②

グループ 13

粟生 京子 (冠雲クラブ・東京都) 41①

宮﨑 京子 (マキフレンド・愛知県) 42③

国友かづ子 (な ご み・京都府) 43②

グループ 14

0

107

菊池賀代子 (奥州クラブ・岩手県) 44③

長谷川恵子 (南越前町卓球協会・福井県) 45②

千葉よし子 (た ん ぽ ぽ・埼玉県) 46①

グループ 15

渡邊みち子 (兵 庫 卓 研・兵庫県) 47②

坂本 孝子 (キャロット・千葉県) 48①

武田とし子 (Kフレッシュ・大分県) 49③

グループ 16

0

1080

204

0

301

1

302
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ハイシックスティ (その 2)

50 山口 晴美 (クローバー・愛知県)②

51 鶴田 静子 (福山卓愛会・広島県)③

52 中島 和子 (浜 卓 会・神奈川)①

グループ 17

53 田中理恵子 (福岡アルファ・福岡県)①

54 太田 弘子 (ウイングス・埼玉県)②

55 辻井三智子 (綾 部 卓 研・京都府)③

グループ 18

0

109

56 金子 好子 (千城クラブ・千葉県)①

57 土屋貴美子 (札幌サンライズ・北海道)③

58 中川 京子 (銀杏クラブ・熊本県)②

グループ 19

59 杉本 敏子 (ド ン ペ リ・富山県)③

60 世古 初恵 (卓愛クラブ・三重県)②

61 佐藤美千惠 (神戸フレンズ・兵庫県)①

グループ 20

2

110

1

205

62 武田 幸子 (今治モナリザ・愛媛県)①

63 大庭 京子 (サンアクセス・茨城県)③

64 大林眞理子 (いないいないばぁ・大阪府)②

グループ 21

65 田村ミサ子 (会津クラブ・福島県)②

66 大谷 純子 (ＳＨＩＰスポーツ・島根県)③

67 中村 京子 (平塚レディース・神奈川)①

グループ 22

0

111

68 島田 美鈴 (淑友クラブ・東京都)①

69 村石 雅子 (浜松リリーズ・静岡県)②

70 早川千恵子 (新潟ドリーム・新潟県)③

グループ 23

71 井上 君代 (スカイブルー・奈良県)①

72 熊本 潮美 (ピュアメイト・福岡県)②

73 中田はるみ (富士五湖クラブ・山梨県)③

グループ 24

0

112 1

206

高橋 邦子 (千代田クラブ・千葉県) 74①

黒澤 文江 (O H T A・岩手県) 75③

前田 敬子 (吹田レディース・大阪府) 76②

グループ 25

菅 淳子 (トヨタスカイ・愛知県) 77①

坪井 清子 (みなみクラブ・徳島県) 78②

岩嶋 雪枝 (卓 愛 会・長野県) 79③

グループ 26

2

113

柴山 泰子 (ひ よ こ・岐阜県) 80③

辻川美代子 (み っ く す・群馬県) 81②

藤本千代美 (一条クラブ・京都府) 82①

グループ 27

松本 康子 (五日市メイツ・広島県) 83①

久保けい子 (S T E P 2 1・福岡県) 84③

松岡 菊子 (冠雲クラブ・東京都) 85②

グループ 28

0

1140

207

酒井 佳子 (卓愛フレッシュ・兵庫県) 86①

大崎たつ子 (青梅クラブ・東京都) 87②

上領千恵子 (萩 卓・山口県) 88③

グループ 29

小野原明子 (駒場クラブ・埼玉県) 89①

上野 栄子 (ファースト・石川県) 90②

白浜 文江 (長崎県庁レディース・長崎県) 91③

グループ 30

0

115

鴻島ヒロ子 (卓和クラブ・新潟県) 92②

市村 純子 (明誠クラブ・愛知県) 93①

橋爪 正子 (YASU Sundays・滋賀県) 94③

グループ 31

吉垣 美保 (茶 の 実・神奈川) 95①

原井 初代 (中央クラブ・北海道) 96②

畑尾富貴子 (Kフレッシュ・大分県) 97④

氏家 秀子 (丸亀フレンドクラブ・香川県) 98③

グループ 32

0
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1
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ローセブンティ (その 1)

1 堀木 雪子 (市川市レディース・千葉県)①

2 芦谷 幸子 (津山倶楽部・岡山県)③

3 植本 雅江 (宇 治 卓 研・京都府)②

4 会見 信子 (桜 T T C・香川県)④

グループ 1

5 福井 米子 (プ ラ ス １・愛知県)②

6 渡辺 節子 (フ レ ン ズ・長野県)①

7 宮下 敦美 (利根町卓伸会・茨城県)③

グループ 2

8 佐藤 敬 (藤沢レディース・神奈川)②

9 野中よしみ (ピュアメイト・福岡県)①

10 中筋登喜子 (卓愛フレッシュ・兵庫県)③

グループ 3

1

101 2

201

11 大西八重子 (A & B・福岡県)②

12 矢島美智子 (Y T C・東京都)③

13 今井 紀子 (個 人・北海道)①

グループ 4

14 廣瀬あい子 (卓 龍 会・群馬県)①

15 遠藤 信子 (トラストT.C・新潟県)③

16 峰松 由利 (桃 源・大阪府)②

グループ 5

2

102

17 浜田 キヱ (エムクラブ・愛知県)①

18 槇 タキ枝 (ピュアＴＣ・広島県)②

19 有働キヨ子 (Ｋ・Ｔ・Ｃ・熊本県)③

グループ 6

20 宮下 隆子 (大宮スカット・埼玉県)①

21 伊藤 照美 (スカイブルー・奈良県)②

22 母袋 笙子 (カトレアクラブ・福島県)③

グループ 7

0

103

2

202

佐久間初子 (クローバー・大分県) 23②

岩井 史子 (ＪＯＹクラブ・宮城県) 24③

若林シゲ子 (アフターズ・千葉県) 25①

グループ 8

植田 明美 (コ パ ン・三重県) 26②

平賀須美子 (茶 の 実・神奈川) 27①

藤島須美子 (Ｆレディース・富山県) 28③

グループ 9

0

104

牛嶋 禮子 (板橋クラブ・東京都) 29①

安村千恵子 (O . T . T . C・岐阜県) 30②

白木 文代 (黒耀クラブ・佐賀県) 31③

グループ 10

岡部 君枝 (大津卓愛会・滋賀県) 32①

北原 睆 (ピンポン備前・岡山県) 33③

鈴木 好子 (中央クラブ・北海道) 34②

グループ 11

1

1050

203

石野 明美 (ふじみ野市卓連・埼玉県) 35②

中川 博美 (雅 ク ラ ブ・京都府) 36①

坂田 琴美 (さくらクラブ・広島県) 37③

グループ 12

西條カツヱ (つばさクラブ・東京都) 38①

赤松 康子 (clubZONE・愛媛県) 39②

本間 敦子 (チームあしたば・新潟県) 40③

グループ 13

1

106

小玉 悦子 (浜 卓 会・神奈川) 41①

内田 順子 (トヨタグリーン・愛知県) 42③

佐々木昭子 (花巻卓友会・岩手県) 43②

グループ 14

井上 順子 (甲子園クラブ大阪・大阪府) 44①

雑賀 洋子 (石田卓球クラブ・福岡県) 45②

木村 静子 (す ず ら ん・北海道) 46③

グループ 15

1

107

2

204

2
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ローセブンティ (その 2)

47 武居 和子 (浜 卓 会・神奈川)①

48 藤井スズ子 (北 卓 友 会・大阪府)③

49 柚木リツ子 (万葉クラブ・富山県)②

グループ 16

50 安田サチ子 (鳥取市レディース・鳥取県)①

51 石丸 幸代 (吉野ヶ里卓球クラブ・佐賀県)③

52 薩美 敏子 (北杜レディース・山梨県)②

グループ 17

2

108

53 宮内富士子 (ふじみ野市卓連・埼玉県)①

54 髙橋 澄子 (E F T C・新潟県)③

55 新井 陽子 (秋田卓球会館・秋田県)②

グループ 18

56 中村 洋子 (パ ワ フ ル・福岡県)①

57 鳥居 恭子 (あすなろクラブ・愛知県)③

58 長田 祐子 (帯広ビーンズ・北海道)②

グループ 19

0

109

1

205

59 村川 治子 (大宮スカット・埼玉県)①

60 三浦 和子 (あ ん ず・山口県)②

61 岩城美代子 (さ く ら・新潟県)③

グループ 20

62 前田 澄子 (伊 卓 連・兵庫県)①

63 中山二九日 (サンデークラブ・長崎県)③

64 村上ユキ子 (チーム・カワサキ・茨城県)②

グループ 21

1

110

65 蜂須賀美恵子 (珈 琲・岐阜県)①

66 本田 千鶴 (ス カ イ・大分県)②

67 田中テツ子 (きららくらぶ・岩手県)③

グループ 22

68 山野目澄代 (赤城台クラブ・東京都)①

69 坂本 洋子 (宇和島クラブG・愛媛県)③

70 岡﨑 順子 (優 ク ラ ブ・京都府)②

グループ 23

1

111 2

206

水谷 強子 (ＭＩＫＫＹ・三重県) 71①

木津タミ子 (ぽ ら り す・新潟県) 72③

勝部 道子 (ヒラリークラブ・広島県) 73②

グループ 24

太田 裕子 (冠雲クラブ・東京都) 74②

船津 勝子 (コ ス モ ス・福岡県) 75③

川本 米子 (卓球家クラブ・香川県) 76①

グループ 25

1

112

田代美恵子 (K T I C・奈良県) 77②

市橋 紀子 (札幌フレンド・北海道) 78③

下山とみ枝 (清 友 会・群馬県) 79①

グループ 26

関根 芳子 (市川市レディース・千葉県) 80①

森田 政子 (竹 ク ラ ブ・京都府) 81②

坂田眞由美 (熊本ＥＡＳＴ・熊本県) 82③

グループ 27

1

113

0

207

佐藤 節子 (カトレアクラブ・福島県) 83③

水口美穂子 (武蔵野クラブ・東京都) 84②

藁田 昭代 (み ら く る・大阪府) 85①

グループ 28

持田 恵子 (サ ク セ ス・愛知県) 86①

小枝 陽子 (岡山卓球ベテラン会・岡山県) 87③

抱 芳子 (平塚レディース・神奈川) 88②

グループ 29

0

114

片岡登志子 (レインボー・埼玉県) 89①

塩入まき子 (ファン卓球クラブ・長野県) 90②

國枝 乙美 (瀬田卓好会・滋賀県) 91③

小菅 福子 (ミ ン ト・大分県) 92④

グループ 30

1

208

0
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0
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ハイセブンティ (その 1)

1 池田 章子 (翡 翠・大阪府)①

2 入江 有紀 (松 尾 卓 球・長崎県)②

3 宮武 敦子 (ヴィスポことひら・香川県)③

4 小林 峰子 (日立レディース・茨城県)棄

グループ 1

5 中原 良子 (山口県岩国市東同好会・山口県)③

6 香月 桂子 (ジョイフェロー・京都府)②

7 金子波津子 (や ま ゆ り・東京都)①

グループ 2

8 江口貴勲子 (こだまクラブ・愛知県)①

9 吉柳美代子 (パ ワ フ ル・福岡県)②

10 鈴木シヅ子 (川口チーム・埼玉県)③

グループ 3

1

101 0

201

11 柴田 紀子 (サザンスターズ・東京都)①

12 有馬千恵美 (福岡卓球クラブ・福岡県)③

13 長谷川侃枝 (坂 井 東・新潟県)②

グループ 4

14 山本 豊子 (エムクラブ・愛知県)②

15 湯井 洋子 (神戸卓友会・兵庫県)①

16 後藤 知子 (釧路青雲クラブ・北海道)③

グループ 5

0

102

17 小原 公子 (ひまわりクラブ・福島県)棄

18 斉田 節子 (浜 卓 会・神奈川)①

19 佐藤ツギ子 (別府西クラブ・大分県)②

グループ 6

20 廣井 恵子 (T.くまがや・埼玉県)②

21 西本 和子 (五日市メイツ・広島県)①

22 中神美代子 (瀬田卓好会・滋賀県)③

グループ 7

2

103 0

202

新谷美恵子 (こあら ず・大阪府) 23①

外川美智子 (川口クラブ・岩手県) 24③

横田 千鶴 (勧興クラブ・佐賀県) 25②

グループ 8

志水小夜子 (駒場クラブ・埼玉県) 26①

石川八千代 (函館卓翔会・北海道) 27②

永田 春子 (セ ブ ン・岐阜県) 28③

グループ 9

2

104

みずの洋子 (ド ン ペ リ・富山県) 29③

勝山 裕子 (ピンポンクラブ・京都府) 30②

綿貫イツ子 (卓 令・東京都) 31①

グループ 10

八木 淳子 (北島体育協会・徳島県) 32②

坂下代志恵 (か り ん・千葉県) 33①

内田 清子 (てやんクラブ・沖縄県) 34③

グループ 11

0

1050

203

天野 敏枝 (全 横 会・神奈川) 35①

加々見登美子 (信濃愛球会・長野県) 36②

三宅 紀子 (広島ラブオール・広島県) 37③

グループ 12

古市 澄子 (吹田レディース・大阪府) 38①

佐藤 郁 (オ リ ー ブ・宮城県) 39②

柚木 フサ (ひまわりクラブ・鹿児島県) 40③

グループ 13

2

106

河路 悦子 (AFクラブ・愛知県) 41①

小川千恵子 (京卓クラブ・東京都) 42②

福嶋 郁子 (こ ぶ し・福岡県) 43③

グループ 14

1

204

1
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ハイセブンティ (その 2)

44 大掛まさ美 (イーグルス・東京都)①

45 畑 道子 (新宮TTC・和歌山県)③

46 吉田 靖子 (卓伸クラブ・佐賀県)②

グループ 15

47 池西かつ子 (夢華クラブ・埼玉県)①

48 網屋 順子 (個 人・鹿児島県)棄

49 松浦テル子 (宇和島クラブG・愛媛県)②

グループ 16

50 川原 信子 (竹の子枚方クラブ・大阪府)①

51 杉森 昌子 (M I K K Y・三重県)②

52 加藤 秀子 (チームあしたば・新潟県)③

グループ 17

2

107 0

205

53 水野チエ子 (し ら さ ぎ・愛知県)①

54 吉田ミチ子 (大津卓愛会・滋賀県)③

55 島内 靖子 (ク レ ア・福岡県)②

グループ 18

56 山田 きみ (卓 精 会・東京都)①

57 藤原 節子 (花巻高卓会・岩手県)③

58 中山 市子 (ROKUMON・長野県)②

グループ 19

2

108

59 山口 幸子 (北 ク ラ ブ・北海道)②

60 小林 勝子 (相模原レディース・神奈川)①

61 永野美保子 (長崎県庁レディース・長崎県)③

グループ 20

62 福島 正子 (所沢レディース・埼玉県)①

63 西村みどり (玖珂クラブ・山口県)②

64 古宮 浩子 (京都OB会・京都府)③

グループ 21

0

109

1

206

太田 昭子 (大宗クラブ・石川県) 65①

大森 對子 (東海レディース・茨城県) 66②

田岡ちゑ子 (県体クラブ・香川県) 67③

グループ 22

山本 栄子 (宇治クラブ・京都府) 68①

小林 朋子 (会津クラブ・福島県) 69③

福田 克美 (つくしんぼ・大分県) 70②

グループ 23

0

110

三嶋 好野 (T.くまがや・埼玉県) 71②

西脇 喜子 (クローバー・愛知県) 72①

塩津 先子 (まるくらぶ・兵庫県) 73③

グループ 24

吉村美智恵 (COSMOS・福岡県) 74①

松島 清子 (九 十 九・東京都) 75③

滝本 暁子 (函館卓栄会・北海道) 76②

グループ 25

1

1111

207

大下 光子 (広島ラブオール・広島県) 77②

士野 美子 (熊本球友会・熊本県) 78①

大久保京子 (横浜ベテラン会・神奈川) 79③

グループ 26

石渡 利子 (ア イ リ ス・千葉県) 80①

中島スミ子 (輝 ラ リ ー・富山県) 81③

篠部 澄子 (翡 翠・大阪府) 82②

グループ 27

0

112

長澤 征代 (武蔵野クラブ・東京都) 83②

鶴久 保子 (久留米フレンド・福岡県) 84③

松澤 勝南 (黎明クラブ・愛知県) 85①

グループ 28

0

208

1

303

1

304

1–3
402



平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ローエイティ (その 1)

1 安藤 節子 (武蔵野クラブ・東京都)①
2 橋詰テイ子 (伊達どんぐりクラブ・北海道)④
3 加藤 延子 (圓 ク ラ ブ・愛知県)②
4 隅田 𠀋子 (生 き が い・兵庫県)③

グループ 1

5 奥田美代子 (ウイングス・奈良県)①
6 三好 順子 (ア カ シ ア・福岡県)②
7 阿部 洋子 (日吉TTC・神奈川)③

グループ 2

8 樋口 圭子 (須坂レディース・長野県)②
9 茨木 文恵 (Kフレッシュ・大分県)③
10 堀内 操子 (も く れ ん・埼玉県)①

グループ 3

2

101 1

201

11 石田 昭子 (八尾ひまわり・大阪府)③
12 三浦 礼子 (個 人・東京都)①
13 越智チサヱ (ス マ イ ル・愛媛県)②

グループ 4

14 珠玖 幸子 (浜 卓 会・神奈川)①
15 斉田みき子 (各務原クラブ・岐阜県)③
16 河合 幸子 (グリーンネット・京都府)②

グループ 5

1

202

2

301

17 高木 富子 (矢口卓球場・東京都)②
18 林 明美 (大阪ベテラン会・大阪府)棄
19 前田 典子 (卓 窓 会・香川県)①

グループ 6

20 岸 ひろみ (レインボークラブ・福島県)③
21 山中 安子 (紫 陽 花・滋賀県)①
22 伊東千恵子 (花 梨・東京都)②

グループ 7

23 小林 全代 (T.くまがや・埼玉県)②
24 内 泉 (N . A . I・広島県)①
25 金本 綾子 (伊 卓 連・兵庫県)③

グループ 8

0

102 2

203

26 岩井芙美枝 (スマッシュ・熊本県)②
27 石川 節子 (コスモSC・千葉県)③
28 小林 友枝 (翡 翠・大阪府)①

グループ 9

29 細田 明子 (も も ん が・東京都)①
30 加地富士子 (媛 卓 会・愛媛県)②
31 居関 和子 (あすなろ会・愛知県)③

グループ 10

1

103

32 角田 憲子 (クラブ四季・兵庫県)①
33 高橋 正子 (卓好クラブ・新潟県)②
34 中村 葉子 (全 横 会・神奈川)棄

グループ 11

1

204

1

302

篠塚 弘子 (K T C・埼玉県) 35②
伊藤 利子 (調布市卓球連盟・東京都) 36①
畦地紀世美 (三木緑が丘・兵庫県) 37③

グループ 12

穴吹イソヱ (卓 窓 会・香川県) 38②
戸田可津子 (21世紀卓球・大阪府) 39①
古谷 マツ (矢口卓球場・東京都) 40棄

グループ 13

田邊 倫子 (わ か く さ・愛知県) 41③
楠田 ユキ (木更津レディース・千葉県) 42①
平野トヨ子 (城野クラブ・福岡県) 43②

グループ 14

1

1042

205

土屋 慶子 (卓 美 会・東京都) 44①
大倉なみ絵 (翡 翠・大阪府) 45②
久我 絹枝 (名張シビック・三重県) 46棄

グループ 15

田坂 淳子 (神戸クラブ・兵庫県) 47①
地徳 順子 (個 人・北海道) 48③
千代 絢子 (相模原レディース・神奈川) 49②

グループ 16

0

206

1

303

和田 陽子 (安曇野卓友クラブ・長野県) 50①
若林 美鈴 (京都OB会・京都府) 51②
和田フミ子 (九 十 九・東京都) 52③

グループ 17

木村 和代 (Y校卓球会・神奈川) 53③
西本 邦子 (広島ラブオール・広島県) 54①
津田 弘子 (クラブ四季・兵庫県) 55②

グループ 18

0

207

守谷レイ子 (水曜クラブ・愛媛県) 56②
江﨑しつか (西 田 卓 球・福岡県) 57③
川﨑 昌子 (杉並コスモス・東京都) 58①

グループ 19

越智 英子 (個 人・大阪府) 59①
川島津多子 (か が や き・愛知県) 60棄
神原 君子 (大塚クラブ・埼玉県) 61②

グループ 20

0

105

崔 花子 (練 馬 茜・東京都) 62①
髙間木和子 (山王卓球クラブ・岩手県) 63②
朝田喜久子 (兵庫ベテラン会・兵庫県) 64③

グループ 21

1
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ローエイティ (その 2)

65 長瀬ちづ子 (明誠クラブ・愛知県)①
66 今井 光子 (伊 卓 連・兵庫県)②
67 川田 節子 (個 人・東京都)③

グループ 22

68 安良岡貴子 (大宮カルミア・埼玉県)①
69 堀 静香 (B i t s・富山県)③
70 寺田 秀子 (TEAM SATO・大阪府)②

グループ 23

71 山根いづ美 (京都OB会・京都府)①
72 保坂 愛子 (卓研パートナー・東京都)棄
73 畠山 凉子 (KTクラブ・広島県)②

グループ 24

2

106 0

209

74 渡辺由美子 (練 馬 茜・東京都)②
75 藤田 幸子 (オ リ ー ブ・香川県)棄
76 春山 洋子 (TEAM51・大分県)①

グループ 25

77 宮本 敦子 (三木緑が丘・兵庫県)①
78 阿部 住子 (相模原レディース・神奈川)③
79 下田美絵子 (名寄卓球協会・北海道)②

グループ 26

1
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80 高美 妙子 (吹田レディース・大阪府)①
81 玉手すみ子 (永山クラブ・茨城県)②
82 石渡佐伎子 (Y T T S・神奈川)棄

グループ 27

83 濱 幸子 (岡谷レディース・長野県)②
84 細田久米世 (あ す か・兵庫県)③
85 前原 博子 (文 京 若 葉・東京都)①

グループ 28

0

211

86 黒沼 茂子 (浜 卓 会・神奈川)①
87 保坂 知子 (カトレアクラブ・福島県)③
88 尾井 芳子 (兵庫ベテラン会・兵庫県)②

グループ 29

89 松尾三江子 (ソレイユ北九州・福岡県)③
90 小河美恵子 (サ ク セ ス・愛知県)②
91 飯田 啓子 (昴 ・千葉県)①

グループ 30

0
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92 古茂田正子 (飛鳥クラブ・東京都)①
93 合田 里美 (水曜クラブ・愛媛県)③
94 虫明 博子 (なにわフレンズ・大阪府)②

グループ 31

0
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1

306

白石 静子 (懇 友 会・香川県) 95②
阪口 幸子 (ニューフレンズ・大阪府) 96①
福田 幸子 (九 十 九・東京都) 97③

グループ 32

藤谷 照子 (浦和婦人クラブ・埼玉県) 98①
片岡 逸子 (球 友 会・京都府) 99②
村田 道代 (あすなろ会・愛知県) 100③

グループ 33

清松 慶子 (兵庫ベテラン会・兵庫県) 101②
吉崎美恵子 (東京ベテラン会・東京都) 102③
佐藤ケサ子 (Kフレッシュ・大分県) 103①

グループ 34

1

1081

213

円城寺スミ子 (石田卓球クラブ・福岡県) 104②
千本木ひろ子 (浜 卓 会・神奈川) 105①
大槻 幸恵 (大津卓愛会・滋賀県) 106③

グループ 35

増田 ワカ (矢口卓球場・東京都) 107棄
矢野志のぶ (高槻クラブ・大阪府) 108②
村瀬 芳 (長良川クラブ・岐阜県) 109①

グループ 36

0

214

2
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酒見 トシ (つくば国際 SC・千葉県) 110①
菅野 詩子 (卓翔クラブ・北海道) 111②
三好 祥子 (クラブ四季・兵庫県) 112③

グループ 37

島田 高子 (わかさクラブ・長野県) 113①
松田 三枝 (N T C・東京都) 114②
長谷川恵美 (グリーンネット・京都府) 115③

グループ 38

0

215

高橋 英子 (個 人・神奈川) 116①
播口真佐子 (翡 翠・大阪府) 117③
村上 明子 (今治モナリザ・愛媛県) 118②

グループ 39

大塚 勝子 (卓 栄 会・東京都) 119①
藤原 雅子 (サ ル ビ ア・福岡県) 120③
服部 弘子 (名王クラブ・愛知県) 121②

グループ 40

0

109

池田 和子 (川西グリーン・兵庫県) 122①
青野 寿子 (も く れ ん・埼玉県) 123棄
関谷 聡子 (卓 窓 会・香川県) 124②

グループ 41
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平成 29 年度 全日本卓球選手権大会 (マスターズの部)
平成 29 年 10 月 27 日 ㈮～10 月 29 日 ㈰

上越市・リージョンプラザ上越女子ハイエイティ
1 梅林 千勢 (兵庫ベテラン会・兵庫県)①

2 渡辺 やす (レディス三沢・青 森)②

3 坪田 貞 (ア カ シ ヤ・北海道)④

4 千葉八重子 (キャロット・千葉県)③

グループ 1

5 小谷 満子 (O M C・広島県)①

6 紫垣 徳子 (岸和田トキワクラブ・大阪府)②

7 富樫 啓子 (千代田クラブ・東京都)棄

グループ 2

8 植田美智子 (名張シビック・三重県)③

9 土佐 昭子 (浜 卓 会・神奈川)①

10 横山 幸子 (あ す か・兵庫県)②

グループ 3

0
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0

201

11 井上 幸子 (八日市クラブ・滋賀県)①

12 飯塚 博子 (個 人・茨城県)③

13 青木 篤子 (優 遊・長崎県)②

グループ 4

14 宮川 禮子 (卓 令・東京都)①

15 井上 雅子 (愛知レディース卓球連盟・愛知県)②

16 平 マサヨ (さ わ や か・兵庫県)③

グループ 5

2

102

17 志村 一子 (大宮レディース・埼玉県)①

18 佐々木栄子 (盛岡TTC・岩手県)③

19 米口まつゑ (伊 卓 連・兵庫県)②

グループ 6

20 吉末 澄子 (防府アタッカーズ・山口県)①

21 秋友 淑子 (高松卓愛クラブ・香川県)②

22 加藤恵美子 (N T C・東京都)③

グループ 7

1
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202

服部 修子 (ケ ロ ヨ ン・三重県) 23棄

太田 光子 (B i t s・富山県) 24②

田中登志美 (team TANAKA・東京都) 25①

グループ 8

村上 和子 (伊 卓 連・兵庫県) 26③

横内美都子 (カ ト レ ア・神奈川) 27①

鎌田ユワエ (ア カ シ ア・福岡県) 28②

グループ 9

2

104

手代木静子 (卓研パートナー・東京都) 29①

平澤ヒサ子 (西部卓球同好会・岩手県) 30②

関 すみ子 (アイビークラブ・兵庫県) 31③

グループ 10

村上 侑子 (個 人・北海道) 32③

谷川多美子 (あすなろクラブ・滋賀県) 33①

塚根 弘子 (媛 卓 会・愛媛県) 34②

グループ 11

0

105

1

203

山﨑季久子 (相模原レディース・神奈川) 35①

大和 桂子 (兵庫ベテラン会・兵庫県) 36②

荒関 リエ (ア カ シ ヤ・北海道) 37③

グループ 12

河原 眞江 (岡山卓球ベテラン会・岡山県) 38①

鯨井かね子 (文 京 若 葉・東京都) 39②

二谷世津子 (ライラック・京都府) 40③

グループ 13

2

106

鈴木ハツ子 (福島サンクラブ・福島県) 41③

内山 道子 (豊島杉の子クラブ・東京都) 42②

北波 輝 (情熱クラブ・大阪府) 43①

グループ 14
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