
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： 三上江里 吉田クラブ

２位： 黄　飛 あさきたクラブ ２位： 二本木千瑛 三次卓球同好会

３位： 中野由起男 あさきたクラブ ３位： 高岡珠恵 府中TTC

下位１位： 表成二 三次卓球同好会 下位１位： 石渡和代 福山卓愛会

　　　②男子６０歳以上 　　　⑧女子６０歳以上

１位： 山田秀人 寺西クラブ １位： 松下育子 ばらの町卓球場

２位： 平林晃 昭和クラブ ２位： ー

３位： 小林紀雄 吉田クラブ ３位： ー

下位１位： 柏原淳一 因島卓連 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： 田畑佐代子 寺西クラブ

２位： 垰田力 寺西クラブ ２位： 岩本里美 庄原STC

３位： 三谷彰良 福山ラケットクラブ ３位： 山地由紀美 安クラブ

下位１位： ー 下位１位： 徳田多津子 寺西クラブ

　　　④男子７０歳以上 　　　⑩女子70歳以上

１位： 折田幹夫 吉田クラブ １位： 田村克子 大野ファミリー

２位： 藤田勝巳 安クラブ ２位： 岩田啓子 安クラブ

３位： 坂田正明 広島卓球ベテラン会 ３位： 栗原啓子 呉ピンポンクラブ

下位１位： 上木明 広島クラブ 下位１位： 松本綾子 府中ＴＴＣ

　　　⑤男子７５歳以上 　　　⑪女子７５歳以上

１位： 表将人 安クラブ １位： 岡島瑞枝 安クラブ

２位： 岡野貢 因島卓連 ２位： 龍本壽美子 安クラブ

３位： 柚木和正 安クラブ ３位： 石田泰子 因島卓連

下位１位： 福馬靖人 安芸高田 下位１位： 尾﨑民子 庄原ＳＴＣ

　　　⑥男子８０歳以上 　　　⑫女子８０歳以上

１位： 内　惇 広島ベテラン １位： 西本邦子 広島ラブオール

２位： 幸田明久 安芸高田 ２位： 橋本節子 ふれあい可部

３位： 三上一郎 楽三クラブ ３位： 上野和子 三次卓球同好会

下位１位： ー 下位１位： 室節枝 ふれあい可部

試合結果報告

大会名：平成３０年度　広島県ラージボール卓球選手権大会
期日：平成３１年３月１０日（日）  会場：広島県立総合体育館（小アリーナ）



男子ダブルス（⑬～⑮） 女子ダブルス（⑯～⑱）
⑬男子１２９歳以下 ⑯女子１２９歳以下

１位： 柏原淳一 １位： ー
箱崎英明

２位： 難波章 ２位： ー
山根英人

３位： 中野由起男 ３位： ー
黄　飛

下位１位： ー 下位１位： ー
⑭男子１３０～１４９歳 ⑰女子１３０～１４９歳

１位： 山本巧 １位： 杉本里海 クローバー
川平義幸 浜路早苗 ユークラブ

２位： 山田秀人 ２位： 神代典子 ペガサス
堀田茂人 松本綾子 府中ＴＴＣ

３位： 杉野和昭 ３位： ー
平林晃

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： 三村弘 星クラブ １位： 西本邦子
藤田勝巳 安クラブ 大下光子

２位： 柚木和正 安クラブ ２位： 上里五子
松村澄夫 安芸高田 尾﨑民子

３位： 中谷昭壯 あおい ３位： 平本弘子 ＨＴＣ
宮村洋一 廿日市卓球 上野和子 三次卓球同好会

下位１位： ー 下位１位： ー

混合ダブルス（⑲～㉑）
⑲混合１２９歳以下

１位： 高下玲央 三次卓球同好会
三上江里 吉田クラブ

２位： 三谷彰良 福山ラケットクラブ
松下育子 ばらの町卓球場

３位： 市川良樹
二本木千瑛

下位１位： ー
⑳混合１３０～１４９歳

１位： 矢野陽一 廿日市卓球
田村克子 大野ファミリー

２位： 新上正勝
新上孝子

３位： 坂田正明 広島卓球ベテラン会
岩田啓子 安クラブ

下位１位： 山本昭示 廿日市卓球
得納靖子 ふれあい可部

㉑混合１５０歳以上
１位： 折田幹夫 吉田クラブ

龍本壽美子 安クラブ
２位： 山本英樹 呉夢ＴＴＣ

栗原啓子 呉ピンポンクラブ
３位： 表将人 安クラブ

室節枝 ふれあい可部
下位１位： 岡野貢
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