
男子シングルス（①～⑥） 女子シングルス（⑦～⑫）

①一般男子S ①一般女子S

１位： 難波章 呉夢TTC １位： 山口益加 SPIRIT

２位： 武田真悟 富士ゼロックス ２位： 小林真理子 さくらクラブ

３位： 桑田拓弥 呉夢TTC

②男子S４０ ②女子S４０

１位： 箱崎英明 因島卓球連盟 １位： 大野智津代 寺西クラブ

２位： 秋田泰正 昭和クラブ ２位： 森康代 因島卓球連盟

③男子S50 ③女子S50

１位： 渡邊博幸 廿日市卓球 １位： 高岡珠恵 府中TTC

２位： 山本祐二 廿日市卓球 ２位： 上藤純子 庄原STC

④男子S６０ ④女子S６０

１位： 水津一利 廿日市卓球 １位： 藤田潤子 びんご同好会

２位： 平林晃 昭和クラブ ２位： 甲田陽子 びんご同好会

３位： 小林紀雄 吉田クラブ

⑤男子S６５ ⑤女子S６５

１位： 山本巧 呉夢TTC １位： 長田千鶴 BEARクラブ

２位： 桝井敏明 三次卓球同好会 ２位： 田畑佐代子 寺西クラブ

３位： 新上正勝 寺西クラブ ３位： 山地由紀美 安クラブ

⑥男子S７０ ⑥女子S７０

１位： 坂田正明 広島卓球ベテラン会 １位： 岩田啓子 安クラブ

２位： 森田徳夫 三次卓球同好会 ２位： 田村克子 安クラブ

３位： 川平義幸 呉夢TTC ３位： 浜路早苗 ユークラブ

⑦男子S７５ ⑦女子S７５

１位： 門沢勝正 大柿クラブ １位： 龍本壽美子 安クラブ

２位： 福馬靖人 安芸高田 ２位： 得納靖子 安クラブ

３位： 三村弘 星クラブ ３位： 岡島瑞枝 安クラブ

⑧男子S８０ ⑧女子S８０

１位： 堀西修 びんご同好会 １位： 上野和子 三次卓球同好会

２位： 内　惇 広島ベテラン ２位： 内　泉 N.A.I

３位： 三上一郎 広島卓球ベテラン会 ３位： 橋本節子 安クラブ

⑨男子S８５ ⑨女子S８５

１位： 倉田昭治 あさきたクラブ １位： 小谷満子 OMC

大会名：2019年度広島県ラージボール卓球選手権大会
　　　兼　2020年度全日本ラージボール卓球選手権大会県予選

期日：2020年2月1日（土） 会場：広島県立総合体育館（小アリーナ）

２０１９年度広島県ラージボール卓球選手権大会の試合結果



混合ダブルス（⑲～㉑）
①一般混合 ⑥混合D140

１位： 武田真悟 富士ゼロックス １位： 折田幹夫 吉田クラブ
小林真理子 さくらクラブ 長田千鶴 BEARクラブ

２位： 松本晃輝 SPIRIT ２位： 坂田正明 広島卓球ベテラン会

山口益加 SPIRIT 岩田啓子 安クラブ
②混合D80 ３位： 矢野陽一 廿日市卓球

１位： 箱崎英明 因島卓球連盟 田村克子 安クラブ
大野智津代 寺西クラブ ⑦混合D150

③混合D100 １位： 桝井敏明 三次卓球同好会
１位： 小林紀雄 吉田クラブ 上野和子 三次卓球同好会

藤田美佳 シュガークラブ ２位： 三村弘 星クラブ
④混合D120 龍本壽美子 安クラブ

１位： 西本賢二 庄原STC ３位： 岡島宜之 安クラブ
上藤純子 庄原STC 岡島瑞枝 安クラブ

２位： 松村澄夫 安芸高田 ⑧混合D160
高岡珠恵 府中TTC １位： 青井一治 はやぶさ

⑤混合D130 久阪弥生 はやぶさ
１位： 新上正勝 寺西クラブ ２位： 三上一郎 広島卓球ベテラン会

新上孝子 寺西クラブ 畠山凉子 KTクラブ
２位： 川上保 あさきたクラブ ３位： 内　惇 広島ベテラン

玉井和 あさきたクラブ 内　泉 N.A.I

男子ダブルス（⑨～⑪） 女子ダブルス（⑫～⑭）
⑨男子１２９歳以下 ⑫女子１２９歳以下

１位： 難波章 呉夢TTC １位： 森康代 因島卓球連盟
桑田拓弥 呉夢TTC 掛川洋子 寺西クラブ

２位： 渡邊博幸 廿日市卓球 ２位： 甲田陽子 びんご同好会
水津一利 廿日市卓球 藤田潤子 びんご同好会

３位： 秋田泰正 昭和クラブ ３位：
平林晃 昭和クラブ

⑩男子１３０歳以上 ⑬女子１３０歳以上
１位： 山本巧 呉夢TTC １位： 岩本里美 庄原STC

川平義幸 呉夢TTC 豊田都 庄原STC
２位： 石井久仁洋 HTC ２位： 大国節美 廿日市卓球

山田秀人 寺西クラブ 乃美和美 廿日市卓球
３位： 垰田力 寺西クラブ ３位： 松本綾子 府中ＴＴＣ

堀田茂人 寺西クラブ 神代典子 ペガサス
⑪男子１５０歳以上 ⑭女子１５０歳以上

１位： 門沢勝正 大柿クラブ １位： 橋本節子 安クラブ
大盛明信 呉夢TTC 得納靖子 安クラブ

２位： 池田幹雄 呉夢TTC ２位： 尾﨑民子 庄原ＳＴＣ
山本英樹 呉夢TTC 上里五子 庄原ＳＴＣ

３位： 堀西修 びんご同好会
柚木和正 安クラブ



広島県代表者リスト
男子シングルス

種目 氏名

②男子S40 難波章

①一般男子S 松本晃輝

②男子S40 箱崎英明

④男子S60 小林紀雄

⑥男子S70 坂田正明

⑥男子S70 新上正勝

⑥男子S70 折田幹夫

⑦男子S75 岡島宜之

⑧男子S80 三村弘

⑧男子S80 三上一郎

女子シングルス
種目 氏名

⑪女子S40 大野智津代

⑪女子S40 山口益加

⑫女子S50 吉山久美子

⑭女子S65 長田千鶴

⑮女子S70 岩田啓子

⑮女子S70 新上孝子

⑯女子S75 岡島瑞枝

⑰女子S80 龍本壽美子

⑰女子S80 畠山凉子

⑱女子S85 上野和子

混合ダブルス
種目 氏名

①一般混合D 松本晃輝

山口益加

②混合D80 箱崎英明

大野智津代

③混合D100 小林紀雄

藤田美佳

⑥混合D140 折田幹夫

長田千鶴

⑥混合D140 新上正勝

新上孝子

⑥混合D140 坂田正明

岩田啓子

⑦混合D150 岡島宜之

岡島瑞枝

⑧混合D160 三村弘

龍本壽美子

⑧混合D160 三上一郎

畠山凉子

星クラブ

安クラブ

広島卓球ベテラン会

KTクラブ

BEARクラブ

寺西クラブ

広島卓球ベテラン会

安クラブ

安クラブ

因島卓球連盟

寺西クラブ

吉田クラブ

シュガークラブ

吉田クラブ

安クラブ

KTクラブ

三次卓球同好会

所属

SPIRIT

広島卓球

BEARクラブ

安クラブ

寺西クラブ

安クラブ

所属

呉夢TTC

SPIRIT

因島卓球連盟

吉田クラブ

広島卓球ベテラン会

所属

寺西クラブ

SPIRIT

広島卓球ベテラン会

寺西クラブ

吉田クラブ

安クラブ

星クラブ

2020年度全日本ラージボール卓球選手権大会県予選


