
2018/5/19・20 北上総合体育館

種目 年代別 優　勝 準優勝 第3位 第3位

菅野　直喜 坂田　信明 齋藤　陽一郎 沼崎　隆
（モーモー） （釜石卓球クラブ） （北上クラブ） （釜石卓球クラブ）
平子　清一 瀬川　勉 久保　栄 千田　司

（イーハトーブ） （川口クラブ） （イーハトーブ） （奥州クラブ）
髙橋　次夫 熊谷　晴彦 菊地　弘行 魚川　昇
（北上クラブ） （ラージフレンド岩手） （北上クラブ） （ラージフレンド岩手）
菊池　康彦 及川　節雄 和賀　博義 下川原　仁
（奥州クラブ） （白絲クラブ） （平泉クラブ） （ラージフレンド岩手）
髙橋　顕市 鈴木　利男 吉田　英晴 中村　佳都男
（奥州クラブ） （大船渡ラージ） （滝沢ラージ） （チームもりおか）
阿部　力男 堀合　剛夫 菊地　行男 八重樫　俊三

（一関ラージ卓球クラブ） （山田さわやか） （きららクラブ） （北上クラブ）
宍戸　時雄 伊藤　桂 小野寺　善穀 小野寺　弘太郎
（奥州クラブ） （奥州クラブ） （奥州水沢） （白絲クラブ）
小川　正蔵 的場　俊郎 富士田　徳治

5/20 （奥州水沢） （奥州水沢） （姫神）

佐藤　とし子 菅原　順子 熊谷　真弓 滝野　弘子
（北上クラブ） （盛岡体育館卓球クラブ） （大船渡ラージ） （宮古かもめクラブ）
池田　京子 千田　美津子 蜂谷　敦子 菊地　信子

（釜石卓球クラブ） （北上クラブ） （一関ラージ卓球クラブ） （奥州クラブ）
下山　信子 髙橋　静江 佐藤　勝子 及川　英子
（宮古ラージ） （北上クラブ） （大船渡ラージ） （北上クラブ）

開田　貞子 福田　憲子 橋場　ヤエ子 岩淵　文子
（盛岡体育館卓球クラブ） （卓翔会） （宮古ラージ） （奥州クラブ）

菊池　桂子 鷲盛　法子 石田　順子 加藤　功子
（チームかまいし） （北上クラブ） （宮古ラージ） （一関ラージ卓球クラブ）
小野寺　哲子 菊地　和子 中村　豊子
（奥州水沢） （奥州水沢） （宮古かもめクラブ）

5/20

曽原　啓 沼崎　隆
80歳以上 関　大介 坂田　信明

（釜石卓球クラブ） （釜石卓球クラブ）
齋藤　陽一郎 菊地　祐 久保　栄 菅野　直喜

100歳以上 菊地　弘行 千田　司 平子　清一 及川　節雄
（北上クラブ） （モーモー・奥州クラブ） （イーハトーブ） （モーモー・白絲クラブ）
吉田　久男 熊谷　晴彦 安倍　商 佐藤　信行

120歳以上 瀬川　勉 魚川　昇 高橋　光雄 岩館　正徳
（チームもりおか・川口クラブ） （ラージフレンド岩手） （胆沢クラブ） （チームもりおか・盛岡体育館卓球クラブ）

太野　正友 後藤　司 千葉　正行 西村　隆
130歳以上 吉田　英晴 及川　享一 和賀　博義 及川　節夫

（チームもりおか・滝沢クラブ） （北上クラブ） （平泉クラブ） （北上クラブ）
下川原　仁 宮　義裕 鈴木　利男 菅原　文芳

140歳以上 安久津　吉延 中村　佳都男 金　啓寿 池内　雅一
5/20 （ラージフレンド岩手・釜石卓球クラブ） （チームもりおか） （大船渡ラージ） （奥州水沢）

80歳以上

佐藤　江梨子 瓦井　真理子 東舘　きよ子
100歳以上 古川　玲子 菅原　順子 佐々木　貞子

（川口クラブ・一関クラブ） （りんどうクラブ・盛岡体育館卓球クラブ） （宮古ラージ）
及川　守子 髙橋　静江 及川　睦子 下川原　昭子

120歳以上 髙橋　由紀子 佐藤　とし子 蜂谷　敦子 池田　京子
（北上クラブ） （北上クラブ） （奥州クラブ・一関LTC） （ラージフレンド岩手・釜石卓球クラブ）

佐藤　勝子 佐々木　久美子 林　糸子 中村　玉子
130歳以上 新沼　康子 大塚　陽子 中村　文子 橋本　静枝

（大船渡ラージ） （りんどうクラブ・盛岡体育館卓球クラブ） （奥州水沢） （チームかまいし）
菊田　二美子 福田　憲子 岩淵　文子 今渕　マサ子

140歳以上 菊地　惠子 土坂　さよ子 酒井　玲子 江刺家　節子
5/20 （奥州水沢） （卓翔会） （奥州クラブ） （ラージフレンド岩手・盛岡体育館クラブ）

及川　光英 八重樫　良信

80歳以上 及川　綾子 千田　美津子

（拓征会） （北上クラブ）

斎藤　陽一郎 瀬川　勉 懸田幸穂 吉田　保
100歳以上 佐藤　とし子 佐藤　江梨子 及川　房子 菅原　真理

（北上クラブ） （川口クラブ） （奥州クラブ） （盛岡体育館卓球クラブ）
斎藤　修司 高橋　良道 神山　義弘　 高橋　光雄

120歳以上 鈴木　三和子 菅原　順子 菊地　信子 菅原　清子
（一関クラブ） （盛岡体育館卓球クラブ） (北斗クラブ・奥州クラブ） （胆沢クラブ）
五内川　幸正 立花　敏明 宮　義裕 浅沼　学

130歳以上 髙橋　静江 新井　敏子 瓦井　真理子 江刺家　節子

（北上クラブ） （ラージフレンド岩手・姫神） （チームもりおか・りんどう） （OHTA・盛岡体育館卓球クラブ）

鳥居　建一 吉田　英晴 高橋　孝二　 高橋　顕一
140歳以上 下山　信子 今渕　マサ子 鷲盛　法子 千葉　美代子

5/19 （宮古ラージ） （滝沢ラージ・ラージフレンド岩手） （北上クラブ） （奥州クラブ）
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団体戦
ラージフレンド岩手 奥州クラブA 盛岡体育館卓球クラブ 北上クラブA
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