
男子シングルス（①～⑥） 女子シングルス（⑦～⑫）

　　　①男子５９歳以下 　　　⑦女子５９歳以下

１位： 難波章 呉夢TTC １位： 大野智津代 寺西クラブ

２位： 松尾将史 福山ラケットクラブ ２位： 高岡珠恵 府中TTC

３位： 小林紀雄 吉田クラブ ３位： 三上江里 吉田クラブ

下位１位： 山根英人 呉夢ＴＴＣ 下位１位： ー

　　　②男子６０歳以上 　　　⑧女子６０歳以上

１位： 山本巧 呉夢TTC １位： 北辰美智子 ＪＦＥ福山

２位： 三谷彰良 福山ラケットクラブ ２位： 羽原澄子 福山緑丘

３位： 生駒博之 福山ラケットクラブ ３位： 柏原英子 びんご同好会

下位１位： 山田秀人 寺西クラブ 下位１位： ー

　　　③男子６５歳以上 　　　⑨女子６５歳以上

１位： 新上正勝 寺西クラブ １位： 農宗京子 幕山ラージ

２位： 能浦克之 JFE福山 ２位： 小泉喜美子 ＪＦＥ福山

３位： 森田徳夫 三次卓球同好会 ３位： 岩本里美 庄原STC

下位１位： 垰田力 寺西クラブ 下位１位： 掛川洋子 寺西クラブ

　　　④男子７０歳以上 　　　⑩女子70歳以上

１位： 坂田正明 広島卓球ベテラン会 １位： 栗原啓子 呉ピンポンクラブ

２位： 中川勤 広島卓球ベテラン会 ２位： 藤坂京子 三次卓球同好会

３位： 折田幹夫 吉田クラブ ３位： 佐藤由美子 広島ラブオール

下位１位： 立川峰雄 広島卓球ベテラン会 下位１位： 浜路早苗 ユークラブ

　　　⑤男子７５歳以上 　　　⑪女子７５歳以上

１位： 岡野貢 因島同好会 １位： 島秀代 呉ピンポンクラブ

２位： 堀西修 びんご同好会 ２位： 龍本壽美子 安クラブ

３位： 表将人 ふれあい可部 ３位： 岡島瑞枝 安クラブ

下位１位： 宮村洋一 廿日市卓球 下位１位： 橋本節子 ふれあい可部

　　　⑥男子８０歳以上 　　　⑫女子８０歳以上

１位： 大盛明信 呉夢TTC １位： 畠山凉子 ＫＴクラブ

２位： 坪井邦夫 あさきたクラブ ２位： 西本邦子 広島ラブオール

３位： 幸田明久 安芸高田 ３位： 上野和子 三次卓球同好会

下位１位： ー 下位１位： 筏津和子 ふれあい可部

大会名：平成２９年度　広島県ラージボール卓球選手権大会

期日：平成３０年３月１０日（土）

会場：広島市安芸区スポーツセンター（大体育室）



　　　⑬男子１２９歳以下

１位： 三谷彰良 １位： 甲田陽子

生駒博之 柏原英子

２位： 難波章 ２位： 農宗京子

桑田拓弥 羽原澄子

３位： 山根英人 ３位： ー

山本巧

下位１位： ー 下位１位： ー

　　　⑭男子１３０～１４９歳 　　　⑰女子１３０～１４９歳

１位： 祐恒正紀 １位： 岩本里美

能浦克之 豊田都

２位： 下畦武志 ２位： 浜路早苗 ユークラブ

川平義幸 杉本里海 クローバー

３位： 田尾弘 ３位： 石井千恵子

平井孝二 山﨑こずえ

下位１位： ー 下位１位： ー

　　　⑮男子１５０歳以上 　　　⑱女子１５０歳以上

１位： 山本英樹 １位： 西本邦子

大盛明信 大下光子

２位： 幸田明久 安芸高田 ２位： 筏津和子

福馬靖人 甲田ＰＰＣ 室節枝

３位： 矢野行雄 ３位： ー

石井是行

下位１位： ー 下位１位： ー

　　　⑲混合１２９歳以下 　　　㉑混合１５０歳以上

１位： 山田秀人 １位： 立川峰雄 広島卓球ベテラン会

大野智津代 橋本節子 ふれあい可部

２位： 小林紀雄 ２位： 藤田勝巳 本郷

三上江里 上野和子 三次卓球同好会

３位： 高岡広明 広島県庁 ３位： 岡島宜之 ふれあい可部

高岡珠恵 府中ＴＴＣ 岡島瑞枝 安クラブ

下位１位： ー 下位１位： 杉野和昭 昭和クラブ

　　　⑳混合１３０～１４９歳 島秀代 呉ピンポンクラブ

１位： 薬師寺敏郎

小泉喜美子

２位： 折田幹夫 吉田クラブ

龍本壽美子 安クラブ

３位： 新上正勝

新上孝子

下位１位： 垰田力

田畑佐代子

混合ダブルス（⑲～㉑）

男子ダブルス（⑬～⑮） 女子ダブルス（⑯～⑱）
　　　⑯女子１２９歳以下

寺西クラブ

寺西クラブ

ＪＦＥ福山

寺西クラブ

吉田クラブ

呉夢TTC 広島ラブオール

ふれあい可部

安芸高田
甲田ＰＰＣ

びんご同好会

幕山ラージ
福山緑丘

呉夢TTC

庄原ＳＴＣ

大野ファミリー

福山ラケットクラブ

呉夢TTC

ＪＦＥ福山

呉夢TTC

ファインラージ


