
【全日本クラブ卓球選手権大会　栃木県予選】
≪男子一般の部≫　　予選リーグ・決勝トーナメント　（県代表１チーム）
　※予選リーグ・決勝トーナメントとも　3点先取

　Ａブロック   　　　　試合順序 【① 1-4　2-3　  ② 1-3　2-4　 ③ 1-2　3-4】

TROUBLESOME 白鷺ｸﾗﾌﾞ 下野市KTC 一期元気SC ポイント 勝／敗 順位

1 TROUBLESOME

2 白鷺ｸﾗﾌﾞ

3 下野市KTC

4 一期元気SC

　Ｂブロック

竹心会 めしだ卓球ｽﾀｼﾞｵ ｅｓｔ 大島TTS ポイント 勝／敗 順位

1 竹心会

2 めしだ卓球ｽﾀｼﾞｵ

3 ｅｓｔ

4 大島TTS

決勝トーナメント

＜全国大会　慨要＞　

　　期日・会場　令和４年９月２２日(木)～２５日（日）　

　　　　　　　　　　石川県金沢市稚日野町北２２２
石川県いしかわ総合スポーツセンター

予選リーグ

予選リーグ

　Ａ１　　　　　　　　　　　　Ｂ２　　　　　　　　　　　Ａ２　　　　　　　　　　　　　　Ｂ１



【全日本クラブ卓球選手権大会　栃木県予選】

≪男子30歳以上≫　決勝リーグ（県代表１チーム）
　※決勝リーグ　3点先取

  　　　　試合順序 【① 2-3　  ② 1-①の敗者　 ③ 1-①の勝者】

TROUBLESOME ＴＭＳ ｅｓｔ ポイント 勝／敗 順位

1 TROUBLESOME

2 ＴＭＳ

3 ｅｓｔ

≪男子50歳以上≫　　　　　　　　　　　　　　　（県代表１チーム）

栃木県代表　　　　　　１．卓心会

≪男子65歳以上≫トーナメント　3点先取　　　　　（県代表１チーム）

　　　　　　２　ＴＭＳ１　卓令会

決勝リーグ



【全日本クラブ卓球選手権大会　栃木県予選】
≪男子小・中学生の部≫　　予選リーグ・決勝リーグ　（県代表２チーム）
　※予選リーグは勝敗が決しても5番まで行う。

　Ａブロック   　　　　試合順序 【① 1-4・2-3　  ② 1-３・2-4　 ③ 1-2・3-4】

卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰA RKstudio　Ｂ 鹿南８卓球ｸﾗﾌﾞB 小川スポ少 ポイント 勝／敗 順位

1 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰA

2 RKstudio　Ｂ

3 鹿南８卓球ｸﾗﾌﾞB

4 小川スポ少

　Ｂブロック   　　　　試合順序 【① 1-4・2-3　  ② 1-３・2-4　 ③ 1-2・3-4】

RKstudio　Ａ 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰB 鹿南８卓球ｸﾗﾌﾞA 今市ｼﾞｭﾆｱ ポイント 勝／敗 順位

1 RKstudio　Ａ

2 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰB

3 鹿南８卓球ｸﾗﾌﾞA

4 今市ｼﾞｭﾆｱ

決勝トーナメント　（3点先取）

予選リーグ

予選リーグ

Ａ１　　　　　　　　　　　　　　Ｂ２　　　　　　　　　　　Ａ２　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ１



【全日本クラブ卓球選手権大会　栃木県予選】
≪女子小・中学生の部≫　予選リーグ・決勝トーナメント（県代表２チーム）

　※予選リーグは勝敗が決しても5番まで行う。

　Ａブロック   　　　　試合順序 【① 2-3　  ② 1-①の敗者　 ③ 1-①の勝者】

卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ Rkstudio　B 一期元気SC ポイント 勝／敗 順位

1 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ

2 Rkstudio　B

3 一期元気SC

　Ｂブロック   　　　　試合順序 【① 2-3　  ② 1-①の敗者　 ③ 1-①の勝者】

Rkstudio　A 鹿南８卓球クラブ 大島ＴＴＳ ポイント 勝／敗 順位

1 Rkstudio　A

2 鹿南８卓球クラブ

3 大島ＴＴＳ

決勝トーナメント　（3点先取）

≪女一般≫トーナメント　3点先取　　　　　　　　（県代表１チーム）

　　　　　　２　一期元気SC　Ｂ

予選リーグ

予選リーグ

Ａ１　　　　　　　　　　　　　Ｂ２　　　　　　　　　　　Ａ２　　　　　　　　　　　　　　Ｂ１

１　一期元気SC　Ａ



氏名

住所

． ℃

1 □あり □なし

2 □あり □なし

3 □あり □なし

4 □あり □なし

5 □あり □なし

6 □あり □なし

7 □あり □なし

チーム名

電話番号

◎大会前２週間における以下の事項の有無　該当するものに「レ」を記入してください。

令和　　年　　月　　日

年齢

（　 　）

連絡先及び健康状態申告のお願い

　新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、今大会参加にあたって以下の情

報提供をお願いします。ご記入の上、大会当日持参し、受付にご提出ください。

なお、提出された個人情報の取扱いには十分配慮いたします。

◎基本情報

栃木県卓球連盟

  大会当日の体温

　※　本用紙は、大会終了後１か月程度で廃棄します。

平熱（おおむね３７度５分）を超える発熱

咳、のどの痛みなどの風邪の症状

倦怠感（だるさ・体が重い・疲れやすい）、呼吸困難（息苦し

さ）

嗅覚や味覚の異常

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が発生

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地

域等への渡航、又は、当該在住者との濃厚接触



【全日本実業団卓球選手権大会　栃木県予選】

県代表　3チーム

＜決勝＞　3点先取

≪選手名簿≫

監督 鈴木 俊光 監督 木山 誉彬

コーチ 香取 宏禎 コーチ

選手 鈴木 俊光 選手 木山 誉彬

選手 油井 誠 選手 橋本 泰隆

選手 廣澤 雄輔 選手 佐々木 卓巳

選手 小野澤 卓也 選手 酒本 椋介

選手 野澤 拓也 選手 屋代 健太

選手 選手 久保坂 優也

＜全国大会　慨要＞　

　　期日・会場　令和４年６月３０日(木)～７月３日（日）　

　　　　　徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61番地　電話　088-685-3131

徳島県アミノバリューホール（鳴門県民体育館）

（株）栃木銀行 本田技研工業（株）

栃木銀行 本田技研工業

《男子団体》



氏名

住所

． ℃

1 □あり □なし

2 □あり □なし

3 □あり □なし

4 □あり □なし

5 □あり □なし

6 □あり □なし

7 □あり □なし

チーム名

電話番号

◎大会前２週間における以下の事項の有無　該当するものに「レ」を記入してください。

令和　　年　　月　　日

年齢

（　 　）

連絡先及び健康状態申告のお願い

　新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、今大会参加にあたって以下の情

報提供をお願いします。ご記入の上、大会当日持参し、受付にご提出ください。

なお、提出された個人情報の取扱いには十分配慮いたします。

◎基本情報

栃木県卓球連盟

  大会当日の体温

　※　本用紙は、大会終了後１か月程度で廃棄します。

平熱（おおむね３７度５分）を超える発熱

咳、のどの痛みなどの風邪の症状

倦怠感（だるさ・体が重い・疲れやすい）、呼吸困難（息苦し

さ）

嗅覚や味覚の異常

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が発生

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地

域等への渡航、又は、当該在住者との濃厚接触


