
第１５回浜松アリーナラージボール卓球大会 試合結果 

 

開催期日  令和４年１１月９日（水） 

会 場  浜松アリーナ   ※網掛けは県外選手 

   

 混合ダブルス１２９才以下の部 

 

第１位 

鹿谷クラブ 林 正樹 

ひまわり 大槻 恵美子 

第２位 

SCS 松下 明裕 

SCS 渡辺 悦美 

第３位 

豊川桜会 羽田野 晃良 

豊川桜会 七原 恭子 

清卓クラブ 朝長 了二 

エーデルワイス 永井 由紀乃 

 混合ダブルス１２９以下の部（下位） 

 

第１位 

フレンズ 千葉 伸一 

フレンズ 磯部 貴子 

第２位 

自由クラブ 大須賀 勝 

浜商卓友会 大須賀 早苗 

 混合ダブルス１３０才代の部 

 

第１位 

GTTC 前田 三男 

国府クラブ 髙木 典子 

第２位 

庄内クラブ 野中 猛 

AFクラブ 小川 かすみ 

第３位 

豊卓クラブ 中村 賀由 

豊卓レディース 田中 あさ実 



チョコ倶楽部 板垣 富士雄 

チョコ倶楽部 石川 和子 

 混合ダブルス１３０才代の部（下位） 

 

第１位 

磐田卓友会 小林 昇 

磐田卓友会 左口 博子 

第２位 

ジョイフル 鈴木 雅弘 

浜松ベテラン会 野澤 かつえ 

 混合ダブルス１４０才代の部 

 

第１位 

碧クラブ 村上 茂 

碧クラブ 道下 彰子 

第２位 

ジョイフル 山田 吉彦 

ジョイフル 早川 孝子 

第３位 

碧クラブ 鈴木 豊 

碧クラブ 杉坂 幸代 

ジョイフル 大森 健良 

ジョイフル 辻村 茂美 

 混合ダブルス１４０才代の部（下位） 

 

第１位 

県居 杉本 武雄 

県居 金尾 明美 

第２位 

岡部クラブ 石井 輝男 

FFガヤッシュ 北川 ゆかり 

 混合ダブルス１５０才代の部 

 第１位 高浜メイク 左右田 和也 



あすなろクラブ 鳥居 恭子 

第２位 

碧クラブ 前澤 保宏 

碧南WTC 神谷 真弓 

第３位 

フレンズ 朝倉 敬副 

フレンズ 松井 美喜子 

浜北クラブ 白柳 育邦 

太陽クラブ 椋木 美知子 

 混合ダブルス１５０才代の部（下位） 

 

第１位 

碧クラブ 小笠原 好浩 

碧クラブ 大村 三恵子 

第２位 

パンジー 加藤 光則 

パンジー 影山 初枝 

 混合ダブルス１６０才代の部 

 

第１位 

安城ラージ 早川 髙夫 

豊田ラージ 丹羽 三千代 

第２位 

蜆塚クラブ 井上 敬介 

県居 柳川 直子 

第３位 

太球倶楽部 中尾 章宏 

太球倶楽部 吉村 宜子 

浜北クラブ 水野 宏 

磐田ラリークラブ 稲垣 あや子 

 混合ダブルス１６０才代の部（下位） 

 第１位 フレンド 伊藤 博正 



豊卓レディース 西澤 喜美子 

第２位 

豊卓レディース 渡辺 清美 

豊卓レディース 阿部 梢 

 

  



 男子ダブルス１２９才以下の部 

 

第１位 

鹿谷クラブ 林 正樹 

ひまわり 大槻 恵美子 

第２位 

パステル 堀内 洋輔 

パステル 出雲 勇規 

第３位 

豊川桜会 羽田野 晃良 

豊川桜会 七原 恭子 

 男子ダブルス１３０才代の部 

 

第１位 

MIRAI 吉田 欣生 

井上卓球 勝山 隆夫 

第２位 

GTTC 伊藤 幹夫 

GTTC 山本 忠夫 

第３位 

清水ラージ 山本 昇 

清水ラージ 和田 泰英 

庄内クラブ 野中 猛 

AFクラブ 小川 かすみ 

 男子ダブルス１３０才代の部（下位） 

 

第１位 

SMASH 中川 亨 

ポメクラブ 鶴見 雅幸 

第２位 

浜松卓球教室 福田 繁 

パンジー 川合 きよ子 

 男子ダブルス１４０才代の部 

 

第１位 

磐田ラリークラブ 稲垣 滋彦 

掛川桔梗 馬場 卓 



第２位 

GTTC 前田 三男 

高浜メイク 左右田 和也 

第３位 

フレンズ 朝倉 敬副 

フレンズ 千葉 伸一 

国府クラブ 石黒 重之 

国府クラブ 藤田 信幸 

 男子ダブルス１４０才代の部（下位） 

 

第１位 

豊川桜会 足立 登志治 

豊川桜会 鈴木 幸弘 

第２位 

湖西ラージ 田中 康幸 

湖西ラージ 竹内 安夫 

 男子ダブルス１５０才代の部 

 

第１位 

ジョイフル 大森 健良 

ジョイフル 山田 吉彦 

第２位 

白龍クラブ 櫻井 晴一郎 

静岡クラブ 松村 けい子 

第３位 

ポメクラブ 田嶋 實 

ポメクラブ 西澤 哲彦 

浜松ベテラン会 間渕 武彦 

浜松ベテラン会 大場 鉄也 

 男子ダブルス１５０才代の部（下位） 

 第１位 

パンジー 谷口 明 

金曜会 馬渕 正幸 



第２位 

フレンド 伊藤 博正 

安城ラージ 早川 髙夫 

 男子ダブルス１６０才代の部 

 

第１位 

碧クラブ 前澤 保宏 

福地クラブ 浅井 重信 

第２位 

磐田ラリークラブ 内山 毅 

磐田ラリークラブ 竹内 則之 

第３位 

浜北クラブ 古畑 富士夫 

県居 梶 信行 

蜆塚クラブ 井上 敬介 

掛川桔梗 加藤 隆久 

 男子ダブルス１６０才代の部（下位） 

 

第１位 

太球俱楽部 中尾 章宏 

太球俱楽部 吉村 宜子 

第２位 

豊友会 高橋 正治 

豊友会 中尾 健三 

 

  



 女子ダブルス１２９才以下の部 

 

第１位 

rainbow 佐々木 とみ子 

rainbow 川元 恵美 

第２位 

マーキュリー 大塚 悦子 

パステル 出雲 杏子 

第３位 

Cool Cat 望月 珠実 

Cool Cat 安居院 啓子 

 女子ダブルス１３０才代の部 

 

第１位 

ひまわりクラブ 木村 由美子 

浜松リリーズ 杉田 幸枝 

第２位 

ジョイフル 早川 孝子 

ジョイフル 辻村 茂美 

第３位 

国府クラブ 石黒 淳子 

クローバー 足立 直子 

県居 梅林 ちせ子 

庄内クラブ 倉橋 洋子 

 女子ダブルス１３０才代の部（下位） 

 

第１位 

清水ラージ 泉 順子 

エーデルワイス 永井 由紀乃 

第２位 

パンジー 宮地 静子 

パンジー 伊藤 孝子 

 女子ダブルス１４０才代の部 

 

第１位 

国府クラブ 髙木 典子 

あすなろクラブ 鳥居 恭子 



第２位 

浜松リリーズ 谷野 弘子 

磐田ラリークラブ 稲垣 あや子 

第３位 

すみれ 熊谷 あき子 

すみれ 増山 やす子 

碧クラブ 大林 タカヨ 

碧クラブ 杉坂 幸代 

 女子ダブルス１４０才代の部（下位） 

 

第１位 

二川ラージボール 安藤 桃子 

湖西ラージボール 山澤 まゆみ 

第２位 

県居 藤田 節子 

県居 金尾 明美 

 女子ダブルス１５０才代の部 

 

第１位 

清水ラージ 柳沢 富子 

ポメクラブ 熊切 多賀子 

第２位 

ISAZI 平野 春子 

浜北クラブ 吉田 くに子 

第３位 

清水ラージ 山口 桂子 

清水ラージ 中澤 和枝 

安東中央 西田 王子 

MIRAI 増田 昌子 

 女子ダブルス１５０才代の部（下位） 

 第１位 

豊卓レディース 渡辺 清美 

豊卓レディース 阿部 梢 



第２位 

YTクラブ 近藤 文子 

YTクラブ 大城 美知子 

 女子ダブルス１６０才代の部 

 

第１位 

豊田ラージ 丹羽 三千代 

豊卓レディース 西澤 喜美子 

第２位 

ISAZI 大友 光子 

県居 柳川 直子 

第３位 

湖西ラージ 好田 由貴子 

湖西ラージ 柴田 勝子 

 


