
第４回全日本ラージボール卓球選手権大会栃木県予選会

混合ダブルス予選会組合せ 代表枠　７組

種　目

大貫　憲司 ヨーラ宇都宮
鹿目　里江子 Ｒｋstudio

渡辺　陽平 ヨーラ宇都宮
神原　尚美 フレンドリー

飯田　恵一 茂木TTS
武田　玲子 茂木TTS

河又　正紀 茂木TTS
関塚　美穂 茂木TTS

児玉　敦吏 ヨーラ宇都宮

加藤　禎子 ヨーラ宇都宮

増子　武治 喬徳会
菊地　由紀 喬徳会

小貫　正 小山ラージ
矢田部　恵 スピッツ

仁平　幸均 国本卓球愛好会
大出　秀子 Ｒｋstudio

荒川　良洋 とちおとめLC
金子　節子 落合ラージ

宅原　清治 栃木クラブ
宮原　芳子 ドリームＬＣ

榎並　昭二 卓心会
岸　みさ子 日の出

落合　芳和 栃の木会
眞生田　妙子 ドリームＬＣ

久郷　利幸 ATC
五月女美智子 ATC

萩埜　顕仁 栃の木会
波戸場登美江 FTC

河又　秀雄 栃の木会
村田　広美 SANO

佐藤　茂 TMS
榎田　良子 オオルリクラブ

長久保　保 シラサギLC
浅井　幸江 球極

相馬　正三 笑忍倶楽部
桜井　チイ子 ＫＳＫクラブ

荒井　啓雄 芳卓会
木村　サチ子 グレイス

塩田　武志 ＴＯＣＨＩＧＩ
塩田　秀子 ＴＯＣＨＩＧＩ

菊池　文男 かもしかクラブ
仲山　正子 オオルリクラブ

渡辺　為久 栃の木会
宮田　香代子 小山ラージ

沼尾　憲彌 かもしかクラブ
沼尾　啓子 オオルリクラブ

参加種目枠率：7組÷1９組＝０，３６ 一次予選５組選出、決定戦で２組

１組 ５ー①
２位の組は１２０歳

と決定戦

１組

所　属ランク．推薦 代表数参加枠率

１，４７ 1組

参加選手名

【混合８０】

【混合１６０】 ランク4位

【混合１５０】 選考基準２項

選考基準１項

代表

代表

代表

選考基準１項

選考基準２項

４ー①
２位の組は１３０歳

と決定戦

７－①０．７４

決定戦はポイント率適用

１，４７ １組

１，４７

コート

１－①

２．３ー
①

２位の組は100歳と
決定戦

１組
２位の組は８０歳と

決定戦

選考方法

１，８４

【混合１００】

【混合１３０】

推薦

【混合１４０】

ランク１位

【混合１４０】

推薦

【混合１２０】

－２－



第４回全日本ラージボール卓球選手権大会栃木県予選会

男子シングルス予選会組合せ 代表枠14名 年齢違いはポイント率を適用

種　目

【男子一般】 永井　一喜 ヨーラ宇都宮

大貫　憲司 ヨーラ宇都宮

渡辺　陽平 ヨーラ宇都宮

荒川　良洋 とちおとめＬＣ

河又　正紀 茂木TTS

仁平　幸均 国本卓球愛好会

落合　芳和 栃の木会

児玉　敦吏 ヨーラ宇都宮

榎並　昭二 卓心会

増子　武治 喬徳会

飯田　恵一 茂木TTS

久郷　利幸 ATC

【男子６０】 小貫　正 小山ラージ

【男子６５】 萩埜　顕仁 栃の木会

河又　秀雄 栃の木会

宅原　清治 栃木クラブ

長久保　保 シラサギLC

佐藤　茂 TMS

菊池　文男 かもしかクラブ

相馬　正三 笑忍倶楽部

渡辺　富雄 ドリームＬＣ

荒井　啓雄 芳卓会

島田　繁吉 ＴＳＧクラブ

【男子７５】 森田　眞司 卓壬会

【男子８０】 瀬川　軍市 祇園会

【男子７０】 塩田　武志 ＴＯＣＨＩＧＩ

【男子７５】 渡辺　為久 栃の木会

【男子８０】 沼尾　憲彌 かもしかクラブ

参加枠14名÷参加者２５名＝参加枠率０，５６一次予選１３名選出　　ラージ委員会で１名選出

男子1７名（ランク２名推薦１含む）

選考基準2項

選考基準１項

選考基準１項代表

１，１２ １名

代表

ランク．推薦

【男子４０】

参加選手名 所　属

代表ランク１位

３名３，３６

２，８ ３名

参加枠率 代表数

３名３，３６

３，３６ ３名

ランク３位

【男子５０】

推薦

【男子７０】 ５名のリーグ戦

２名で代表決定戦
(ポイント率適用）

７－③

７ー②

コート選考方法

３．６－
②

４．５－
②

６名のリーグ戦

６名のリーグ戦
(ポイント率を適用）

６名のリーグ戦
(ポイント率を適用）

１．２－
②

－３－



第４回全日本ラージボール卓球選手権大会栃木県予選会

女子シングルス予選会組合せ 代表枠14名 年齢違いはポイント率を適用

種　目 所　属

神原　尚美 フレンドリー

関塚　美穂 茂木TTS

【女子４０】 菊地　由紀 喬徳会

加藤　禎子 ヨーラ宇都宮

大出　秀子

矢田部　恵 スピッツ

村田　広美 ＳＡＮＯ

宮原　芳子 ドリームＬＣ

五月女美智子 ＡＴＣ

宮下　明枝 祇園会

金子　節子 落合ラージ

波戸場登美江 ＦＴＣ

榎田　良子 オオルリクラブ

岸　みさ子 日の出

浅井　幸江 球極

桜井　チイ子 ＫＳＫクラブ

木村　サチ子 グレイス

【女子７５】 宮田　香代子 小山ラージ

【女子４０】 鹿目　里江子 RKStudio

【女子７０】 塩田　秀子 ＴＯＣＨＩＧＩ

【女子７５】 仲山　正子 オオルリクラブ

【女子８０】 沼尾　啓子 オオルリクラブ

参加枠１４名÷参加数1８名＝参加枠率０，７７一次予選１３名選出　　ラージ委員会で１名選出

女子1７名（ランク２名推薦１含む）

代表数ランク．推薦 参加選手名

RKStudio

【女子一般】

参加枠率

２名

選考方法

８－①
交互に
使用

3名のリーグ戦
８－②
交互に
使用

コート

3名のリーグ戦
（ポイント率を適用）

９－②

８－③
交互に
使用

勝　敗

【女子６０】 ３，９ ４名

２，３ ２名

推薦

【女子７０】

ランク１位 代表

代表

代表

５名のリーグ戦

４名のリーグ戦 ７－④

選考基準１項

選考基準２項

選考基準１項

選考基準１項

3名のリーグ戦
（ポイント率を適用）

順位ゲーム率

【女子５０】

代表

３名

２，３

リーグ記録表

選手名

【女子６５】

ランク4位

ランク８位

２，３

３，１

２名

－４－



　　第１４回栃木県ラージボール卓球ダブルスリーグ戦組合せ
〈男子・混合ダブルス〉

ブロック コート 1 2 3 4 5 6
松本 利男 野中　実 武井 俊洋 木野内 宣明 秋山　聡 大渕　真伸
栃木クラブ ほけんプロジェ 喬徳会 卓好クラブ 喬徳会 KTS

10 菊田 恵美子 津野　潤一 菊地　幸江 山中 紀夫 秋山　美奈子 江頭　智美
・ 小山ラージ チーム市貝 大田原LC 卓好クラブ 喬徳会 KTS

11 渡辺　為久 山口　直行 平井 康正 斎藤　茂 菊地　満 直井　俊法

・ 栃の木会 M-step 日の出 笑忍倶楽部 チーム市貝 KSK卓球クラブ

12 塩田　秀子 佐藤　光則 富田　國興 川田　淑子 高野　益良 新　和也
TOCHIGI M-step 水曜会 卓好クラブ チーム市貝 本田技術研究所

水上　敏男 山田　誠一 金山 仁志 渡邉　久和 榎本　覚 菊地　幹雄
かもしかクラブ 栃の木会 大田原ＬＣ 喬徳会 卯の花クラブ 大田原LC

13 坂本　チエ子 横田　光子 溶定 栄子 田中　水代 阿波 正博 河野　赳人
・ オオルリクラブ ドリームLC 大田原ＬＣ 大田原LC 卯の花クラブ 大田原LC

14 小林　重蔵 沼尾　憲彌 徳田　皓次 浦田　秀夫 藤巻　利光 柴間　四郎
・ かもしかクラブ かもしかクラブ ニュースター 茂木百之会 みなみオレンジ 西那須ラージ

15 伊藤　イク 沼尾　啓子 相田　里子 戸張　サダ子 長谷川　とも子 吉住　麗子
かもしかクラブ オオルリクラブ もおかLC ドリームLC シラサギLC 西那須ラージ

上田　一郎 直井　武 柴田　明 野原　茂美 加藤　一明 津久井　孝夫
日の出 かもしかクラブ 西那須ラージ グレイス 今市ラージ 黒磯ラージ

16 斎藤　順子 直井　せい子 高野　京子 萩原　政登志 沼尾　幸夫 猿田　尭之
・ 晃陽クラブ オオルリクラブ 西那須ラージ グレイス 日光きすげ 西那須ラージ

17 福田　守雄 吉田　貞夫 鈴木　正義 清水　秀夫 小平　壽夫 荒井　和弘
・ シラサギLC 西那須ラージ 西那須ラージ 小山ラージ 日光きすげ 卯の花クラブ

18 伊沢　紀子 澳原　節子 赤羽　真澄 下野　泰之 片吉　和利 齋藤　尚子
シラサギLC 西那須ラージ 西那須ラージ 小山ラージ ブルースカイ 矢板クラブ

大金 行男 粕尾 照夫 佐藤　幹夫 青木　宏之 長谷川　日出夫 佐々木　稔
ニュースター 栃の木会 西那須ラージ ブルースカイ もおかLC 東原ラージ

豊田 和子 清水　サダ子 吉田　百合子 寺口　孝雄 中嶋　アキ子 福田　睦夫
ニュースター ニュースター 西那須ラージ たけのこ もおかLC 東原ラージ

大塚　義之 岸　　　弘 青木　正朝 米重　金悟 石塚　利輝 鈴木　康之
水曜会 益子パッションC 翼矢板クラブ 翼矢板クラブ スターダスト グレイス

大塚　幸子 飯塚　康弘 二瀬　政子 高野　秀夫 福田　文子 鈴木　保子
日の出 益子パッションC 翼矢板クラブ 翼矢板クラブ スターダスト グレイス

　　　　進行上の注意
＊ １枠のチームの方が責任者として記録と進行を行い順位をつける。
＊ 試合前の練習は最初は１分以後２本程度とする。
＊ リーグ戦の順位決定は①勝ち数、②相対の勝者、③ チーム内の合計年齢の高い順とする。
＊ 賞品は全員揃って指定場所に賞品を受け取りに来る。（4位以上も敢闘賞あり。）
＊ 昼食時間と換気タイムをとります、放送に注意して下さい。

入賞：３位まで

1

2

3

4

5

6

7 19

8 20



　　第１４回栃木県ラージボール卓球ダブルスリーグ戦組合せ

ブロック コート 1 2 3 4 5
松本 幸子 味野和　敏子 福田 敬子 佐藤 加代子 竹澤　啓子

ドリームＬＣ オオルリクラブ オオルリクラブ ＫＳＫ卓球クラブ 並木クラブ

笠原 節子 山岡　靖子 福田　三津子 斎藤　三千栄 真島　喜久江

ベルラージ オオルリクラブ M-step 晃陽クラブ 日光きすげ

小林　邦子 齋藤　絹子 星野　正子 三木 時子 近嵐　秋

オオルリクラブ 氏家ラージ 卓好クラブ ＫＳＫ卓球クラブ ATC

井出　節子 大貫 幸子 川出 キクイ 岩﨑 澄子 富永　和子

オオルリクラブ 氏家ラージ ＫＳＫ卓球クラブ ＫＳＫ卓球クラブ ATC

三木　栄子 沼尾 きみ子 寺井 みち子 国府 貴子 伊藤 洋子

水曜会 日光きすげ ＫＳＫ卓球クラブ TOCHIGI 茂木百之会

荒井　恵子 渡邉 邦子 落合 和枝 川俣　眞理子 浦田 とみ子

水曜会 日光きすげ Rkstudio 水曜会 茂木百之会

大里　良美 猿橋　ミツイ 奈良　美奈子 矢澤　三枝子 森田　文子

小山ラージ 小山ラージ 矢板やしおＬＣ スターダスト 氏家ラージ

星野　満須美 中川　静江 室井　和子 石塚　律子 小堀　きくえ

小山ラージ 壬生新卓クラブ 矢板やしおＬＣ スターダスト 氏家ラージ

　　　　進行上の注意

＊ １枠のチームの方が責任者として記録と進行を行い順位をつける。

＊ 試合前の練習は最初は１分以後は２本程度とする。

＊

＊ 賞品は全員揃って指定場所に賞品を受け取りに来る。（4位以上も敢闘賞あり。）

＊ 昼食時間と換気タイムをとります、放送に注意して下さい。

〈女子ダブルス〉 入賞：３位まで

1 21

2 22

3 23

4 24

リーグ戦の順位決定は①勝ち数、②相対の勝者、③ チーム内の合計年齢の高い順とする。


