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国内大会

昭和10年度全日本選手権大会
（一般の部／オープンゲーム）

昭和10年10月29日～11月1日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
田村金造（東京）	 キケン	 目黒文雄（東京）
中川武夫（大阪）	 ２─０	 川村澄（東京）
山田孝次郎（東京）	 ２─１	 山崎（東京）
石橋舜之助（東京）	 ２─０	 久我（福岡）
▼準決勝
中川	 ２─１	 田村
石橋	 ２─１	 山田
▼決勝
中川武夫	 11、16、15	 石橋舜之助

□女子シングルス
▼準々決勝
横田静江（京都）	 キケン	 保原キヨ（京都）
境美智子（京都）	 ２─１	 小澤満さえ（京都）
高橋美千子（京都）	 ２─０	 小賀野（大阪）
西山喜代子（大阪）	 ２─０	 吉井（大阪）
▼準決勝
境	 ２─０	 横田
高橋	 ２─１	 西山
▼決勝
境美智子	 16、-14、13、-16，17	 高橋美千子

□男子ダブルス
▼準決勝
山田・田村（東京）　3─０	 石橋・川村（東京）
中川・武川（大阪）　キケン	 程塚・山崎（東京）
▼決勝
山田孝次郎・田村金造　9、-20、17、-16、18
	 中川武夫・武川新七

□女子ダブルス
▼準決勝
朝倉・吉井（大阪）	 3─０	 西山・伊藤（大阪）
高橋・増田（京都）	 3─０	 駒崎・清川（千葉）
▼決勝
朝倉芳子・吉井一枝　16、-14、18、-16、17
	 	 高橋美千子・増田静子

昭和11年度全日本選手権大会
（一般の部）

昭和11年10月31日～11月2日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
中川武夫（大阪）	 ２─０	 加賀谷勝美（青森）
川村澄（東京）	 ２─０	 頴天頤（東京）
澤田正幸（青森）	 ２─０	 山田孝次郎（東京）
石橋舜之助（大阪）	 ２─１	 堀川稔（東京）
▼準決勝
中川	 ２─１	 川村
澤田	 ２─１	 石橋
▼決勝
中川武夫	 ３─１	 澤田正幸

□女子シングルス（7名出場）
▼準々決勝
増田静子（京都）	 ２─０	 田中（奈良）
小沢満さえ（京都）	 ２─０	 早田花子（大分）
保原キヨ（京都）	 ２─０	 佐藤（東京）
▼準決勝
増田	 ２─１	 高橋
保原	 ２─１	 小沢
▼決勝
保原キヨ	 ３─２	 増田静子

□男子ダブルス
▼準々決勝
山田・田村（東京）	 ２─０	 堀川・船木（東京）
平塚・本沢（東京）	 ２─０	 武川・池田（大阪）
澤田・加賀谷（青森）	 ２─０	 目黒・長島（東京）
山崎・富田（東京）	 ２─０	 中川・石橋（大阪）
▼準決勝
山田・田村	 ２─１	 平塚・本沢
澤田・加賀谷	 ２─０	 山崎・富田
▼決勝
山田孝次郎・田村金造３─０	澤田正孝・加賀谷勝美

□女子ダブルス（二組のみ出場）
▼決勝
保原キヨ・高橋美千子	３─２	小沢満さえ・増田静子

昭和12年度全日本選手権大会
（一般の部）

昭和12年10月29～31日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
中川武夫（大阪）	 ２─１	 川上正（愛知）
渡辺重五（兵庫）	 ２─０	 島村栄一（東京）
吉住弘（大阪）	 ２─０	 宮川顯次郎（京都）
今孝（東京）	 ２─０	 藤村繁藤（大阪）
▼準決勝
渡辺	 3─１	 中川
今	 3─０	 吉住
▼決勝
渡辺重五	 18、14、-14、22	 今孝

□女子シングルス
▼準々決勝
保原キヨ（京都）	 ２─０	 小出治子（朝鮮）
石井妙子（兵庫）	 ２─０	 浅野海衣香（香川）
吉田きく江（京都）	 ２─１	 館山ユキ子（兵庫）
霜山光代（岡山）	 ２─０	 藤本早百合（奈良）
▼準決勝
保原	 3─１	 石井
吉田	 3─０	 霜山
▼決勝
保原キヨ	 ３─０	 吉田きく江

□男子ダブルス
▼準々決勝
川村・堀川（東京）	 勝─負	 藤村・吉住（大阪）
今・戸田（東京）	 ２─０	 李・金（朝鮮）
小林・森田（大阪）	 キケン	 井上・今井（東京）

渡辺・黒田（兵庫）	 ２─１	 頼・船木（東京）
▼準決勝
川村・堀川	 8、9、18	 今・戸田
渡辺・黒田	 14、15、-9、20	 小林・森田
▼決勝
渡辺重五・黒田利一　-20、23、18、-20、20
	 	 川村澄・堀川稔

□女子ダブルス
▼準々決勝
堀内・斉藤（兵庫）	 ２─０	 小出・李（朝鮮）
戸口・高木（京都）	 ２─０	 圓光寺・平岡（大阪）
横田・吉田（京都）	 ２─０	 石井・田上（兵庫）
佐々木・鈴木（神奈川）	２─０	 馬場・佐藤（大阪）
▼準決勝
戸口・高木	 9、13、17	 堀内・斉藤
横田・吉田	 3、10、13	 佐々木・鈴木
▼決勝
横田静江・吉田きく江　10、20、-20、19
	 	 戸口富子・高木敏子

昭和13年度全日本選手権大会
（一般の部）

昭和13年10月27～29日
於：東京麻布小学校・日比谷公会堂

□男子シングルス
▼準々決勝
頼天頤（東京）	 ２─０	 山上昌美（兵庫）
須山末吉（東京）	 ２─１	 斉藤政之助（東京）
福士敏光（東京）	 ２─１	 川村澄（東京）
今孝（東京）	 ２─０	 斉地繁敏（宮城）
▼準決勝
須山	 17、17	 頼
今	 3、2	 福士
▼決勝
今孝	 -18、11、10、14	 須山末吉

□女子シングルス
▼準々決勝
保原キヨ（京都）	 ２─１	 穂刈松子（東京）
高木敏子（京都）	 ２─０	 藤木早百合（奈良）
幸岡一江（京都）	 ２─１	 岸ノブ（東京）
吉田きく江（京都）	 ２─０	 戸口富子（京都）
▼準決勝
保原	 ２─０	 高木
幸岡	 ２─１	 吉田
▼決勝
保原キヨ	 -20、7、6、8	 幸岡一江

□男子ダブルス
▼準々決勝
斉藤・下山（東京）	 ２─０	 川村・堀川（東京）
今・須山（東京）	 ２─０	 武田・利井（京都）
平原・前田（東京）	 ２─０	 頼・船木（東京）
野村・荒井（東京）	 ２─０	 渡部・黒田（兵庫）
▼準決勝
今・須山	 6、15	 斉藤・下山
平原・前田	 14、18	 野村・荒井

全日本卓球選手権大会
（一般・ジュニアの部）
1935年（昭和10年度）〜2021年1月（令和3年）

※昭和16〜20年は中断のため記録なし。昭和41年度まではシニア以上の部も掲載。
年齢別種目は昭和42年度より全日本選手権から分離し、全日本社会人選手権の競技種目となった
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全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

▼決勝
今孝・須山末吉	 18、19、14	 平原文雄・前田昇

□女子ダブルス
▼準々決勝
戸口・高木（京都）	 ２─０	 杉本・小林（大阪）
田中・高市（愛媛）	 ２─０	 佐藤・馬場（大阪）
吉田・松浦（京都）	 ２─０	 岸田・工藤（大阪）
保原・幸岡（京都）	 ２─０	 小原・鬼塚（兵庫）
▼準決勝
戸口・高木	 ２─１	 田中・高市
吉田・松浦	 ２─１	 保原・幸岡
▼決勝
吉田きく江・松浦弥寿子　-14、11、-20、18、16	
	 	 戸口富子・高木敏子

昭和14年度全日本選手権大会
（一般の部）

昭和14年10月30日～11月3日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
今孝（東京）	 ２─０	 太田稔（東京）
川村澄（兵庫）	 ２─０	 小森末次（長崎）
頼天頤（東京）	 ２─０	 李慶浩（朝鮮）
伊藤博英（愛知）	 ２─１	 須山末吉（東京）
▼準決勝
今	 ２─０	 川村
頼	 ２─１	 伊藤
▼決勝
今孝	 11、-11、10	 頼天頤

□女子シングルス
▼準々決勝
保原キヨ（京都）	 ２─０	 田中時恵（愛媛）
松浦弥寿子（京都）	 ２─０	 岸ノブ子（東京）
浅堀操子（京都）	 ２─０	 高市恵美香（愛媛）
塩谷昌子（東京）	 ２─１	 吉田きく江（京都）
▼準決勝
保原	 ２─０	 松浦
塩谷	 ２─０	 浅堀
▼決勝
保原キヨ	 ２─１	 塩谷昌子

□男子ダブルス
▼準々決勝
今・須山（東京）	 ２─０	 崔・西山（兵庫）
山口・角取（東京）	 ２─１	 頼・船木（東京）
前田・広松（東京）	 ２─０	 李・金（朝鮮）
長尾・洪（東京）	 ２─０	 齋藤・下山（東京）
▼準決勝
今・須山	 ２─０	 山口・角取
前田・広松	 ２─０	 長尾・洪
▼決勝
今孝・須山末吉	 18、16	 前田昇・広松泰三

□女子ダブルス
▼準々決勝
吉田・松浦（京都）	 ２─１	 朝倉・渡辺（岡山）
保原・大島（東京）	 ２─１	 井上・鬼塚（兵庫）
穂刈・岸（東京）	 ２─１	 浅堀・加藤（京都）
田中・高市（愛媛）	 ２─０	 洪・徐（朝鮮）
▼準決勝
吉田・松浦	 ２─０	 保原・大島
田中・高市	 ２─０	 穂刈・岸
▼決勝
吉田きく江・松浦弥寿子　２─１	
	 	 田中時恵・高市恵美香

昭和15年度全日本選手権大会
（一般の部）

昭和15年10月28～31日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
藤井則和（京都）	 ２─０	 川上正（愛知）
崔根恒（兵庫）	 ２─１	 須山末吉（東京）
中田鉄士（東京）	 ２─１	 林忠明（東京）
頼天頤（東京）	 ２─０	 山本登（兵庫）
▼準決勝
崔	 13、10	 藤井
頼	 19、-16、15	 中田
▼決勝
頼天頤	 -16、19、14	 崔根恒

□女子シングルス
▼準々決勝
松浦弥寿子（京都）	 ２─０	 近藤桃子（東京）
高市恵美香（愛媛）	 ２─０	 加藤君枝（京都）
中西信子（東京）	 ２─０	 柴田悦子（愛知）
長田邦子（東京）	 ２─０	 吉野聰子（愛媛）
▼準決勝
松浦	 -15、18、14	 高市
長田	 11、19	 中西
▼決勝
松浦弥寿子	 -9、18、17	 長田邦子

□男子ダブルス
▼準々決勝
今・須山（東京）	 ２─０	 川上・伊藤（愛知）
長尾・洪（東京）	 ２─０	 頼・船木（東京）
崔・西山（兵庫）	 ２─０	 斉藤・下山（東京）
広松・前田（東京）	 ２─１	 山本・松本（兵庫）
▼準決勝
今・須山	 13、13	 長尾・洪
崔・西山	 6、8	 広松・前田
▼決勝
崔根恒・西山恵之助		19、-13、19	 今孝・須山末吉

□女子ダブルス
▼準々決勝
田中・高市（愛媛）	 ２─１	 加藤・松本（京都）
郭・李（朝鮮）	 ２─０	 岸・石亀（東京）
松浦・浅堀（京都）	 ２─０	 近藤・鈴木（東京）
吉野・藤井（愛媛）	 ２─１	 長田・中西（東京）
▼準決勝
田中・高市	 -19、19、18	 郭・李
松浦・浅堀	 15、-17、16	 吉野・藤井
▼決勝
田中時恵・高市恵美香　-12、17、16	
	 	 松浦弥寿子・浅堀操子

昭和21年度全日本選手権大会
（一般の部）

昭和21年11月1～3日、於：宝塚公会堂

□男子シングルス
▼準々決勝
藤井則和（京都）	 ２─０	 川村澄（兵庫）
川上正（大阪）	 ２─０	 野村堯（栃木）
田舛彦介（山口）	 ２─０	 西村博義（大阪）
船木藤蔵（北海道）	 ２─０	 佐藤博治（青森）
▼準決勝
藤井	 ２─０	 川上
田舛	 ２─０	 船木
▼決勝
藤井則和	 10、19	 田舛彦介

□女子シングルス
▼準々決勝
加藤君枝（京都）	 ２─１	 首藤千代子（大分）

西山喜代子（大阪）	 ２─０	 大栗伊與子（愛知）
川村富子（兵庫）	 ２─０	 高市恵美香（愛媛）
浅堀みさ子（京都）	 ２─０	 泉栄子（青森）
▼準決勝
加藤	 ２─０	 西山
川村	 ２─１	 浅堀
▼決勝
加藤君枝	 14、14	 川村富子

□男子ダブルス
▼準々決勝
田舛・光田（山口）	 ２─１	 船木・時（北海道）
藤井・門屋（東京）	 ２─０	 伊藤・田中（愛知）
西村・西山（大阪）	 ２─０	 佐藤・宮城（京都）
黒崎・黒崎（大分）	 ２─１	 塙・吉田（東京）
▼準決勝
田舛・光田	 ２─１	 藤井・門屋
西村・西山	 ２─１	 黒崎・黒崎
▼決勝
西山恵之助・西村博義					９、18	 田舛吉郎・光田

□女子ダブルス
▼準々決勝
加藤・浅堀（京都）	 ２─０	 首藤・河野（大分）
瓦谷・美船（兵庫）	 ２─１	 太田・宮城島（静岡）
高市・郷田（愛媛）	 ２─１	 弓削・脇屋（香川）
谷村・吉留（大阪）	 ２─１	 芳賀・片倉（宮城）
▼準決勝
加藤・浅堀	 ２─０	 瓦谷・美船
高市・郷田	 ２─１	 谷村・吉留
▼決勝
加藤君枝・浅堀みさ子　-10、15、13	
	 	 高市恵美香・郷田	

□混合ダブルス
▼準々決勝
藤井・松本（京都）	 ２─０	 佐藤・福川（青森）
田舛・村井（山口）	 ２─０	 馬場・荘司（大分）
岡本・高市（愛媛）	 ２─０	 大熊・武藤（愛知）
中田・丸山（宮城）	 ２─０	 森・平野（広島）
▼準決勝
藤井・松本	 ２─０	 田舛・村井
中田・丸山	 ２─０	 岡本・高市
▼決勝
藤井則和・松本貴代子		13、9	 中田鉄士・丸山
	

昭和22年度全日本選手権大会
（一般・ベテランの部）

昭和22年12月6～8日、於：名古屋市椙山女高

□男子シングルス
▼準々決勝
巴保春（神奈川）	 ２─０	 川上正（大阪）
佐藤博治（青森）	 ２─１	 田舛彦介（山口）
藤井則和（兵庫）	 ２─１	 中田鉄士（宮城）
南波好宏（東京）	 ２─１	 門屋豊徳（愛知）
▼準決勝
佐藤	 12、19	 巴
藤井	 15、11	 南波
▼決勝
藤井則和	 16、19	 佐藤博治

□女子シングルス
▼準々決勝
加藤君枝（京都）	 ２─０	 美久羅（群馬）
浅堀みさ子（京都）	 ２─０	 青木（埼玉）
松本貴代子（京都）	 ２─０	 牛島トシ子（熊本）
川村富子（兵庫）	 ２─０	 東郷澄（東京）
▼準決勝
浅堀	 14、19	 加藤
松本	 16、17	 川村
▼決勝
松本貴代子	 13、9	 浅堀みさ子
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国内大会

□男子ダブルス
▼準々決勝
西山・西村（大阪）	 ２─１	 矢尾板・坂本（東京）
竹内・原（埼玉）	 ２─０	 太田・木戸（東京）
江藤・泉川（東京）	 ２─０	 浅尾・中村（京都）
門屋・伊藤（愛知）	 ２─１	 竹原・泉（徳島）
▼準決勝
西山・西村	 20、17	 竹内・原
門屋・伊藤	 17、16	 江藤・泉川
▼決勝
門屋豊徳・伊藤守之助　11、-22、16	
	 	 西山恵之助・西村博義

□女子ダブルス
▼準々決勝
加藤・浅堀（京都）	 ２─０	 五百木・亀井（大阪）
園井・西村（京都）	 ２─０	 鈴木・藤原（徳島）
松本・伊藤（京都）	 ２─０	 東郷・大島（東京）
原武・青柳（福岡）	 ２─１	 山田・三宅（兵庫）
▼準決勝
園井・西村	 8、6	 加藤・浅堀
松本・伊藤	 14、15	 原武・青柳
▼決勝
松本貴代子・伊藤芳子　22、17	
	 	 園井貴美尾・西村昭子

□混合ダブルス
▼準々決勝
古田・松本（京都）	 ２─０	 巴・近藤（神奈川）
伊藤・武藤（愛知）	 ２─０	 竹原・藤原（徳島）
余江・加藤（京都）	 ２─０	 佐藤・佐藤（青森）
南波・東郷（東京）	 ２─０	 富田・牛島（熊本）
▼準決勝
古田・松本	 19、19	 伊藤・武藤
余江・加藤	 21、17	 南波・東郷
▼決勝
余江捨二・加藤君枝　15、17
	 	 古田冨士雄・松本貴代子

□ベテラン
▼準々決勝
藤村義呂（大阪）	 ２─０	 片山忠義（広島）
田舛吉郎（山口）	 ２─０	 土谷英二（大阪）
今村六男（東京）	 ２─１	 倉橋長七（大阪）
長尾勇（京都）	 ２─１	 伊藤海風（東京）
▼準決勝
田舛	 ２─１	 藤村
今村	 ２─１	 長尾
▼決勝
田舛吉郎	 11、14	 今村六男

昭和23年度全日本選手権大会
（一般・ベテランの部）

昭和23年12月3～5日、於：横浜共進中学校体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
藤井則和（兵庫）	 ２─０	 林忠明（東京）
中田鉄士（宮城）	 ２─０	 浅野英雄（東京）
西村博義（大阪）	 ２─０	 原正明（埼玉）
斎地繁敏（宮城）	 ２─１	 門屋豊徳（愛知）
▼準決勝
藤井	 14、21	 中田
斎地	 10、7	 西村
▼決勝
藤井則和	 7、18	 斎地繁敏

□女子シングルス
▼準々決勝
松本貴代子（京都）	 ２─１	 後藤文子（福島）
平田キヨ（新潟）	 ２─１	 園井貴美尾（京都）
西山喜代子（大阪）	 ２─１	 東郷澄（東京）
渡邊睦子（静岡）	 ２─０	 牛島トシ子（熊本）

▼準決勝
松本	 13、8	 平田
渡邊	 11、18	 西山
▼決勝
松本貴代子	 9、-17、13	 渡邊睦子

□男子ダブルス
▼準々決勝
中田・斎地（宮城）	 ２─１	 本庄・青井（京都）
藤井・飯田（兵庫）	 ２─０	 坂本・矢尾板（東京）
南波・林（東京）	 ２─０	 竹内・原（埼玉）
伊藤・田中（愛知）	 ２─１	 西山・西村（大阪）
▼準決勝
中田・斎地	 -14、10、15	 藤井・飯田
南波・林	 15、10	 伊藤・田中
▼決勝
南波好宏・林忠明				16、16	 中田鉄士・斎地繁敏

□女子ダブルス
▼準々決勝
松本・伊藤（京都）　	２─０	 田坂・倉本（広島）
平田・風間（新潟）　	２─０	 大越・土井（京都）
田原・東郷（東京）　	２─１	 後藤・佐藤（福島）
佐藤・井上（東京）　	２─１	 園井・西村（京都）
▼準決勝
平田・風間	 -24、11、12	 松本・伊藤
佐藤・井上	 17、17	 田原・東郷
▼決勝
佐藤恵子・井上正子　15、-4、22	
	 	 平田キヨ・風間路子

□混合ダブルス
▼準々決勝
守屋・渡邊（静岡）	 ２─１		渡邊重・渡邊妙（三重）
巴・近藤（神奈川）	 ２─０	 伊藤・渡邊（愛知）
藤井・添田（兵庫）	 ２─０	 木戸・大橋（東京）
南波・東郷（東京）	 ２─１	 田舛・田中（山口）
▼準決勝
守屋・渡邊	 ２─０	 巴・近藤
藤井・添田	 ２─０	 南波・東郷
▼決勝
守屋泰二・渡邊睦子	10、17	 藤井則和・添田興志子

□ベテラン
▼準々決勝
井坂信太郎（東京）	 ２─１	 田舛吉郎（山口）
小笠原栄造（青森）	 ２─１	 河村義一（大分）
藤村義呂（大阪）	 ２─１	 渡邊褜吉（宮城）
土村勝喜（熊本）	 ２─０	 今村六男（東京）
▼準決勝
井坂	 18、12	 小笠原
土村	 16、-15、10	 藤村
▼決勝
土村勝喜	 7、15	 井坂信太郎

昭和24年度全日本選手権大会
（一般・ベテランの部）

昭和24年12月10～11日、於：高松市高松体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
藤井則和（兵庫）	 ２─０	 浅野英雄（東京）
木戸武二三（東京）	 ２─０	 林忠明（神奈川）
田舛彦介（山口）	 ２─１	 中田鐵士（宮城）
斎地繁敏（宮城）	 ２─０	 原正明（東京）
▼準決勝
藤井	 13、16	 木戸
斎地	 -16、18、18	 田舛
▼決勝
藤井則和	 18、-16、12	 斎地繁敏

□女子シングルス
▼準々決勝
佐藤恵子（東京）	 ２─０	 松本貴代子（京都）

西山喜代子（大阪）	 ２─１	 田坂清子（広島）
土井民枝（京都）	 ２─１	 原武久子（福岡）
田中良子（山口）	 ２─１	 西村登美子（京都）
▼準決勝
佐藤	 9、21	 西山
田中	 17、17	 土井
▼決勝
田中良子	 19、-10、18	 佐藤恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
永井・政田（京都）	 ２─１	 斉地・牧野（宮城）
藤井・上西（兵庫）	 ２─１	 田舛・光田（山口）
吉田・篠田（京都）	 ２─１	 林・巴（神奈川）
伊藤博・伊藤芳（愛知）２─１	 徳久・日野（佐賀）
▼準決勝
藤井・上西	 12、19	 永井・政田
伊藤博・伊藤芳	 11、-14、20	 吉田・篠田
▼決勝
藤井則和・上西康彦　-20、17、17	
	 	 伊藤博英・伊藤芳夫

□女子ダブルス
▼準々決勝
井上・佐藤（東京）	 ２─１	 藤原・鈴木（徳島）
渡辺・増田（静岡）	 ２─１	 田舛・田中（山口）
松本・土井（京都）	 ２─１	後藤文・後藤昭（福島）
田坂・楢原（広島）	 ２─１	 平田・風間（新潟）
▼準決勝
井上・佐藤	 18、18	 渡辺・増田
田坂・楢原	 14、16	 松本・土井
▼決勝
井上正子・佐藤恵子	 14、11	 田坂清子・楢原静	

□混合ダブルス
▼準々決勝
溝畑・西山（大阪）	 ２─１	 吉田・松本（京都）
田舛・田中（山口）	 ２─１	 川上・平田（新潟）
本庄・西村（京都）	 ２─０	 原・佐藤（東京）
藤井・添田（兵庫）	 ２─１	 石・飯田（石川）
▼準決勝
田舛・田中	 -18、20、17	 溝畑・西山
本庄・西村	 19、17	 藤井・添田
▼決勝
田舛彦介・田中良子		8、16	 本庄俊彦・西村登美江

□ベテラン
▼準々決勝
土村勝喜（熊本）	 ２─０	 川上正（大阪）
田舛吉郎（山口）	 ２─１	 小笠原栄造（青森）
藤村義呂（大阪）	 ２─１	 鈴木重次郎（福島）
富田四郎（兵庫）	 ２─０	 長野明治（山口）
▼準決勝
土村	 18、18	 田舛
富田	 -11、20、14	 藤村
▼決勝
富田四郎	 -7、24、16	 土村勝喜

昭和25年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ジュニアの部）

昭和26年1月13～14日
於：長野県諏訪市高島小学校講堂

□男子シングルス
▼準々決勝
山上昭次（神奈川）	 ２─０	 伊藤博英（愛知）
浅野英雄（東京）	 ２─０	 原正明（東京）
林忠明（神奈川）	 ２─１	 小宇羅正司（広島）
関川知男（群馬）	 ２─１	 三谷敏明（岡山）
▼準決勝
浅野	 16、17	 山上
林	 10、7	 関川
▼決勝
林忠明	 8、-9、17	 浅野英雄
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全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

□女子シングルス
▼準々決勝
田中良子（山口）	 ２─１	 渡邊睦子（静岡）
大久保里子（香川）	 ２─１	 土井民子（京都）
大越喜美子（京都）	 ２─０	 西山喜美子（大阪）
楢原静（広島）	 ２─０	 佐藤恵子（東京）
▼準決勝
田中	 12、18	 大久保
楢原	 15、15	 大越
▼決勝
楢原静	 13、-17、7	 田中良子

□男子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・伊藤（愛知）	 ２─０	 鈴木・角田（宮城）
南波・椎名（東京）	 ２─１	 本庄・青井（京都）
松山・山田（愛知）	 ２─１	 林・山上（神奈川）
戸塚・浅野（東京）	 ２─０	 川原・本田（福岡）
▼準決勝
南波・椎名	 14、18	 伊藤・伊藤
松山・山田	 17、10	 戸塚・浅野
▼決勝
松山博夫・山田清治	 17、20	 南波好宏・椎名俊之	

□女子ダブルス
▼準々決勝
西村・石原（京都）	 ２─０	 小栗・中野（愛知）
中野・柴田（東京）	 ２─０	 緒方・海老沢（群馬）
大越・土井（京都）	 ２─１	 渡辺・川口（静岡）
渡辺・神谷（愛知）	 ２─１	 古橋・佐藤（東京）
▼準決勝
西村・石原	 8、15	 中野・柴田
大越・土井	 20、-17、23	 渡辺・神谷
▼決勝
西村登美江・石原れい子　２─０	
	 	 大越喜美子・土井民枝	

□混合ダブルス
▼準々決勝
本庄・西村（京都）	 ２─０	 西村・江口（大阪）
伊藤・渡辺（愛知）	 ２─１	 帯賀・楢原（広島）
溝畑・西山（大阪）	 ２─０	 大場・三輪谷（香川）
渡辺・渡辺（兵庫）	 ２─１	 江藤・安部（大分）
▼準決勝
本庄・西村	 17、-18、18	 伊藤・渡辺
溝畑・西山	 11、10	 渡辺・渡辺
▼決勝
溝畑司呂・西山喜代子　-12、18、19	
	 	 本庄俊彦・西村登美江

□シニア
▼準々決勝
山田孝次郎（北海道）	 ２─０	 富田四郎（兵庫）
坂口友吉（鳥取）	 ２─１	 井坂信太郎（東京）
川上正（大阪）	 ２─０	 半谷敬寿（福島）
境泰蔵（宮城）	 ２─０	 小笠原栄造（青森）
▼準決勝
山田	 10、-17、7	 坂口
川上	 -15、13、15	 境
▼決勝
山田孝次郎	 17、-17、19	 川上正

□男子ジュニア
▼準々決勝
山田清治（愛知）	 ２─０	 西内秀夫（大阪）
川井一男（静岡）	 ２─１	 神田隆二（東京）
竹内修（埼玉）	 ２─１	 松前洋一（東京）
帯賀至（広島）	 ２─０	 坂本一郎（佐賀）
▼準決勝
山田	 17、-17、12	 川井
竹内	 10、15	 帯賀
▼決勝
竹内修	 -9、11、19	 山田清治

□女子ジュニア
▼準々決勝
田口登久子（埼玉）	 ２─１	 中村智恵子（北海道）
田舛美子（山口）	 ２─１	 服部陽子（京都）
鎌サエ（長野）	 ２─１	 生野千恵子（福岡）
神谷節子（愛知）	 ２─０	 関澄子（東京）
▼準決勝
田口	 19、18	 田舛
神谷	 17、13	 鎌
▼決勝
神谷節子	 17、13	 田口登久子

昭和26年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）
昭和26年11月3～5日、於：同志社大学体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
中恒造（東京）	 ２─１	 小宇羅正司（広島）
巴保春（神奈川）	 ２─０	 佐藤博治（青森）
藤井則和（愛知）	 ２─０	 山口才二（東京）
藤井基男（岩手）	 ２─１	 宮本良男（青森）
▼準決勝
中	 10、-12、17	 巴
藤井則	 9、11	 藤井基
▼決勝
藤井則和	 12、11	 中恒造

□女子シングルス
▼準々決勝
西村登美江（京都）	 ２─１	 楢原静（広島）
渡辺睦子（静岡）	 ２─０	 大越喜美子（京都）
大久保里子（香川）	 ２─１	 矢島睦子（埼玉）
佐藤富士子（愛知）	 ２─０	 田中良子（山口）
▼準決勝
西村	 25、-5、19	 渡辺
大久保	 10、17	 佐藤
▼決勝
西村登美江	 15、15	 大久保里子

□男子ダブルス
▼準々決勝
藤井・山田（愛知）	 ２─１	 山根・飯田（大阪）
林・山上（神奈川）	 ２─０	 高島・横田（香川）
溝畑・井原（京都）	 ２─０	 戸塚・浅野（東京）
長谷川・竹田（北海道）	２─１	 四十栄・富田（東京）
▼準決勝
藤井・山田	 -21、15、16	 林・山上
溝畑・井原	 13、8	 長谷川・竹田
▼決勝
溝畑司呂・井原照雄　-12、16、5
	 	 藤井則和・山田清治

□女子ダブルス
▼準々決勝
西村・石原（京都）	 ２─０	 浦本・佐野（新潟）
田中・田舛（山口）	 ２─０	 浅野・神谷（愛知）
渡辺・川口（静岡）	 ２─０	 滝田・渡辺（愛知）
中村・中野（東京）	 ２─０	 江口・中野（大阪）
▼準決勝
西村・石原	 8、15	 田中・田舛
渡辺・川口	 9、14	 中村・中野
▼決勝
西村登美江・石原れい子　8、12	
	 	 渡辺睦子・川口沙智子

□混合ダブルス
▼準々決勝
本庄・西村（京都）	 ２─１	 竹田・島田（北海道）
峯石・田中（山口）	 ２─０	 山田・渡辺（北海道）
長谷川・中野（北海道）	２─０	 長岡・山田（岡山）
溝畑・石原（京都）	 ２─０	 大野・後藤（東京）

▼準決勝
峯石・田中	 15、12	 本庄・西村
溝畑・石原	 19、9、12	 長谷川・中野
▼決勝
峯石忠雄・田中良子		15、9	 溝畑司呂・石原れい子

□シニア
▼準々決勝
二本唯一（広島）	 ２─０	 川上正（大阪）
富田四郎（大阪）	 ２─１	 平出雄二（福島）
戸塚和美（東京）	 ２─０	 坂本英一（大阪）
田上亀四男（熊本）	 ２─０	 倉林道雄（群馬）
▼準決勝
二本	 -15、13、18	 富田
戸塚	 15、20	 田上
▼決勝
戸塚和美	 12、15	 二本唯一

□ベテラン
▼準々決勝
清水正文（京都）	 ２─０	 高橋秀吏（東京）
外山博之（東京）	 ２─０	 山本弥一郎（大阪）
長瀬安孝（岡山）	 ２─０	 山崎茂（埼玉）
楢原維石（広島）	 ２─１	 井坂信太郎（東京）
▼準決勝
清水	 15、15	 外山
長瀬	 22、18	 楢原
▼決勝
清水正文	 18、-21、22	 長瀬安孝

□男子ジュニア
▼準々決勝
安田啓一（青森）	 ２─０	 長島昭也（埼玉）
長濱好一（宮城）	 ２─０	 佐々木隆（北海道）
関原武（兵庫）	 ２─０	 近藤忠昭（愛知）
能瀬博美（奈良）	 ２─０	 仙波昭一（福島）
▼準決勝
安田	 19、20	 長濱
関原	 10、14	 能瀬
▼決勝
関原武	 5、14	 安田啓一

□女子ジュニア
▼準々決勝
神谷節子（愛知）	 ２─０	 向井艶子（香川）
石原れい子（京都）	 ２─０	 田中彬江（静岡）
川口沙智子（静岡）	 ２─０	 島林鈴栄（大阪）
吉澤愛子（広島）	 ２─０	 山川紀久子（和歌山）
▼準決勝
石原	 18、15	 神谷
川口	 16、17	 吉澤
▼決勝
川口沙智子	 -14、16、16	 石原れい子

昭和27年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）

昭和28年1月16～18日、於：徳島市民会館

□男子シングルス
▼準々決勝
田舛吉二（山口）	 3─２	 中恒造（東京）
富田芳雄（東京）	 3─２	 五百部義平（東京）
宮原喜平（東京）	 3─０	 萩原一正（岡山）
溝畑司呂（京都）	 3─１	 長谷川清隆（東京）
▼準決勝
富田	 -14、16、-19、11、19	 田舛
溝畑	 -15、9、16、7	 宮原
▼決勝
富田芳雄	 -10、14、19、15	 溝畑司呂

□女子シングルス
▼準々決勝
西村登美江（京都）	 3─１	 畠中嘉子（高知）
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国内大会

神谷節子（愛知）	 3─２	 渡辺紀生子（静岡）
田中良子（山口）	 3─０	 鈴木八重子（徳島）
楢原静世（広島）	 3─１	 佐藤富士子（愛知）
▼準決勝
西村	 19、19、7	 神谷
田中	 10、-14、10、9	 楢原
▼決勝
田中良子	 17、12、13	 西村登美江

□男子ダブルス
▼準々決勝
溝畑・井原（京都）	 ２─０	 松村・宇和（愛媛）
川井・富田（東京）	 ２─０	 山根・飯田（大阪）
古澤・中（東京）	 ２─０	 青木・長岡（兵庫）
藤井・鈴木（岩手）	 ２─０		長谷川・竹田（北海道）
▼準決勝
溝畑・井原	 18、15	 川井・富田
古澤・中	 -18、14、15	 藤井・鈴木
▼決勝
古澤吉之助・中恒造　14、-11、16	
	 	 溝畑司呂・井原照雄

□女子ダブルス
▼準々決勝
西村・石原（京都）	 ２─１	 滝田・神谷（愛知）
小川・等々力（東京）	 ２─１	 佐藤・山本（千葉）
佐藤・山本（愛知）	 ２─０	 後藤・後藤（東京）
鎌・中村（長野）	 ２─０	 関・小沼（東京）
▼準決勝
西村・石原	 13、14	 小川・等々力
佐藤・山本	 16、11	 鎌・中村
▼決勝
佐藤富士子・山本千代子　-13、18、17	
	 	 西村登美江・石原れい子

□混合ダブルス
▼準々決勝
川井・後藤（東京）	 ２─１	 松本・山崎（京都）
河野・渡辺（静岡）	 ２─０	 坂本・関（兵庫）
本庄・西村（京都）	 ２─１	 大野・後藤（東京）
溝畑・石原（京都）	 ２─０	 田舛・松岡（山口）
▼準決勝
川井・後藤	 17、11	 河野・渡辺
本庄・西村	 17、18	 溝畑・石原
▼決勝
本庄俊彦・西村登美江　17、-16、9	
	 	 川井一男・後藤英子

□シニア
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取）	 ２─０	 横山文男（岩手）
中島巖（埼玉）	 ２─０	 平出雄次（福島）
多田義憲（香川）	 ２─１	 町田優興（長崎）
渡辺重五（兵庫）	 ２─０	 利井慶也（大阪）
▼準決勝
坂口	 -19、15、21	 中島
渡辺	 17、18	 多田
▼決勝
渡辺重五	 18、14	 坂口友吉

□ベテラン
▼準々決勝
清水正文（京都）	 ２─０	 和気茂雄（岡山）
井坂信太郎（東京）	 ２─１	 有井住夫（兵庫）
外山博之（東京）	 ２─０	 長谷川梅吉（神奈川）
長瀬安孝（岡山）	 ２─０	 鈴木寅之助（青森）
▼準決勝
井坂	 9、-15、20	 清水
外山	 2、11	 長瀬
▼決勝
井坂信太郎	 13、-24、14	 外山博之

□男子ジュニア
▼準々決勝
坂本昇（兵庫）	 ２─１	 安田啓一（青森）
田中利明（北海道）	 ２─０	 柏木次男（新潟）
松村正俊（愛媛）	 ２─１	 大島孝秋（兵庫）
平崎義積（広島）	 ２─１	 若生章（宮城）
▼準決勝
坂本	 -23、10、12	 田中
松村	 14、17	 平崎
▼決勝
坂本昇	 -11、17、19	 松村正俊

□女子ジュニア
▼準々決勝
吉澤愛子（広島）	 ２─０	 新井孝子（埼玉）
松岡哲子（山口）	 ２─０	 山崎千利（京都）
隅広昌子（広島）	 ２─０	 山泉和子（愛媛）
一井玲子（京都）	 ２─０	 生野千恵子（福岡）
▼準決勝
松岡	 10、18	 吉澤
一井	 17、15	 隅広
▼決勝
一井玲子	 24、13	 松岡哲子

昭和28年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）
昭和28年11月21～23日、於：天理大学体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川清隆（東京）	 3─０	 熊沢博（岩手）
田中利明（東京）	 3─１	 本庄俊彦（京都）
荻村伊智朗（東京）	 3─０	 山口才二（東京）
五百部義平（東京）	 3─０	 溝畑司呂（京都）
▼準決勝
田中	 11、11、-13、17	 長谷川
荻村	 19、-17、-13、16、18	 五百部
▼決勝
荻村伊智朗	 19、20、-16、-21、16	 田中利明

□女子シングルス
▼準々決勝
山川紀久子（京都）	 3─２	 鎌サエ（長野）
渡辺妃生子（東京）	 3─０	 吉澤愛子（京都）
佐藤富士子（愛知）	 3─０	 川上昌子（埼玉）
江口冨士枝（大阪）	 3─２	 楢原静世（広島）
▼準決勝
渡辺	 8、16、14	 山川
江口	 16、-12、15、-16、12	 佐藤
▼決勝
渡辺妃生子	 -14、18、-5、16、27	 江口冨士枝

□男子ダブルス
▼準々決勝
荻村・山田（東京）	 ２─０	 中谷・高谷（青森）
山口・菅原（東京）	 ２─１	 藤井・鈴木（岩手）
川井・富田（東京）	 ２─１	 川上・池田（東京）
溝畑・井原（京都）	 ２─０	 広瀬・長浜（東京）
▼準決勝
荻村・山田	 18、19	 山口・菅原
溝畑・井原	 20、16	 川井・富田
▼決勝
荻村伊智朗・山田政功	17、16	 溝畑司呂・井原照雄

□女子ダブルス
▼準々決勝
石原・一井（京都）	 ２─０	 渡辺・田中（東京）
後藤・後藤（東京）	 ２─０	
	 	佐藤・山本（埼玉・神奈川）
楢原・山本（広島）	 ２─１	 鈴木・坂田（徳島）
田中・田坂（山口）	 ２─０	 白江・西田（大阪）
▼準決勝
石原・一井	 18、19	 後藤・後藤

田中・田坂	 -19、19、16	 楢原・山本
▼決勝
田中良子・田坂清子		16、9	 石原れい子・一井玲子

□混合ダブルス
▼準々決勝
川井・後藤（東京）	 ２─１	 長谷川・吉野（東京）
田舛・田中（山口）	 ２─１	 宇佐美・佐藤（東京）
川上・大河原（東京）	 ２─０	 佐藤・高桑（秋田）
荻村・関（東京）	 ２─０	 溝畑・石原（京都）
▼準決勝
川井・後藤	 17、13	 田舛・田中
荻村・関	 15、9	 川上・大河原
▼決勝
川井一男・後藤英子　-12、16、17	
	 	 荻村伊智朗・関澄子

□シニア
▼準々決勝
矢尾板弘（東京）	 ２─０	 坂本英一（大阪）
川上正（大阪）	 ２─０	 福本勝正（東京）
渡辺重五（大阪）	 ２─０	 加藤義平（群馬）
坂本鎌蔵（東京）	 ２─１	 利井慶哉（大阪）
▼準決勝
川上	 18、19	 矢尾板
坂本	 17、19	 渡辺
▼決勝
川上正	 18、-13、19	 坂本鎌蔵

□ベテラン
▼準々決勝
佐竹史郎（京都）	 ２─１	 外山博之（東京）
有井住夫（兵庫）	 ２─１	 和気茂雄（岡山）
富田四郎（大阪）	 ２─０	 長瀬守孝（岡山）
清水正文（京都）	 ２─０	 坂口友吉（鳥取）
▼準決勝
佐竹	 -16、23、19	 有井
清水	 7、17	 富田
▼決勝
清水正文	 13、10	 佐竹史郎

□男子ジュニア
▼準々決勝
坂本昇（兵庫）	 ２─１	 柴田伊佐雄（愛知）
成田静司（青森）	 ２─１	 藤田茂次郎（香川）
加藤盛保（東京）	 ２─０	 安田啓一（青森）
坂井昭一（山形）	 ２─１	 竹内好美（京都）
▼準決勝
坂本	 -16、18、19	 成田
加藤	 16、-18、18	 坂井
▼決勝
坂本昇	 -19、8、11	 加藤盛保

□女子ジュニア
▼準々決勝
松岡哲子（山口）	 ２─０	 小沢且子（愛知）
立石一枝（群馬）	 ２─０	 大上栄子（兵庫）
難波多慧子（兵庫）	 ２─０	 川合孝子（新潟）
吹田幸子（京都）	 ２─０	 亀井敬子（兵庫）
▼準決勝
松岡	 18、-17、17	 立石
難波	 26、-14、17	 吹田
▼決勝
難波多慧子	 16、11	 松岡哲子

昭和29年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）

昭和29年10月31日～11月3日
於：横須賀市久里浜体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
田舛吉二（山口）	 3─１	 荻村伊智朗（東京）
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全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

角田啓輔（東京）	 3─２	 柴田実（東京）
富田芳雄（東京）	 3─１	 藤井基男（岩手）
田中利明（東京）	 3─０	 川井一男（東京）
▼準決勝
角田	 -20、16、22、-19、8	 田舛
田中	 16、9、-16、14	 富田
▼決勝
田中利明	 14、19、-19、19	 角田啓輔

□女子シングルス
▼準々決勝
楢原静世（京都）	 3─１	 渡辺妃生子（東京）
田中良子（山口）	 3─２	 難波多慧子（兵庫）
大川とみ（東京）	 3─０	 鎌サエ（東京）
江口冨士枝（大阪）	 3─０	 吉澤愛子（京都）
▼準決勝
田中	 12、-20、14、15	 楢原
江口	 9、20、22	 大川
▼決勝
江口冨士枝	 20、16、16	 田中良子

□男子ダブルス
▼準々決勝
長浜・広瀬（東京）	 ２─０	 山田・荻村（東京）
灘波・山口（東京）	 ２─０	 有司・萩原（岡山）
池田・川上（東京）	 ２─１	 田中・道上（東京）
中畑・柴田（東京）	 ２─１	 熊沢・藤井（岩手）
▼準決勝
長浜・広瀬	 -18、26、17	 灘波・山口
池田・川上	 16、16	 中畑・柴田
▼決勝
長浜好人・広瀬浩一　-17、19、16	
	 	 池田武・川上十郎	

□女子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・山本（愛知）	 ２─０	 榊原・武内（北海道）
山川・楢原（京都）	 ２─０	 田中・田坂（山口）
難波・塩野（兵庫）	 ２─１	 大島・滝田（愛知）
中山・渡辺（東京）	 ２─０	 吉田・神田（神奈川）
▼準決勝
佐藤・山本	 -15、15、15	 山川・楢原
難波・塩野	 -19、19、19	 中山・渡辺
▼決勝
佐藤富士子・山本千代子　16、-17、12	
	 	 難波多慧子・塩野美笑子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
川井・後藤（東京）	 勝─負	 富田・渡辺（東京）
溝畑・石原（京都）	 勝─負	 田舛・田中（山口）
金井・中村（北海道）	 勝─負	 坂本・難波（兵庫）
荻村・関（東京）	 勝─負	 渡辺・山川（京都）
▼準決勝
川井・後藤	 13、14	 溝畑・石原
金井・中村	 17、-6、18	 荻村・関
▼決勝
川井一男・後藤英子	19、18	 金井倍郎・中村智恵子

□シニア
▼準々決勝
北林六郎（東京）	 ２─０	 利井慶哉（兵庫）
宮本泰臣（千葉）	 ２─０	 川村澄（兵庫）
福本勝正（東京）	 ２─１	 坂本英一（大阪）
川上正（大阪）	 ２─１	 野村堯（東京）
▼準決勝
北林	 11、-17、10	 宮本
福本	 -19、24、17	 川上
▼決勝
北林六郎	 15、5	 福本勝正

□ベテラン
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取）	 ２─０	 有井住夫（兵庫）

小笠原栄造（青森）	 ２─０	 松田朝一（山口）
篠原賢至（東京）	 ２─０	 富田四郎（大阪）
清水正文（京都）	 ２─０	 野上令介（東京）
▼準決勝
坂口	 17、18	 小笠原
清水	 17、19	 篠原
▼決勝
坂口友吉	 18、15	 清水正文

□男子ジュニア
▼準々決勝
波岡實（岩手）	 勝─負	 坂本昇（兵庫）
大滝隆史（千葉）	 勝─負	 柴田伊佐雄（愛知）
成田静司（青森）	 勝─負	 渋谷五郎（青森）
和田稔（神奈川）	 勝─負	 崎元重弘（神奈川）
▼準決勝
波岡	 13、17	 大滝
成田	 -13、12、12	 和田
▼決勝
成田静司	 18、10	 波岡實

□女子ジュニア
▼準々決勝
亀井敬子（兵庫）	 勝─負	 今井ふじ子（群馬）
中島桂子（山口）	 勝─負	 立石一枝（群馬）
原田寿子（兵庫）	 勝─負	 熊切智子（静岡）
鈴木ちづ子（静岡）	 勝─負	 中島芳江（埼玉）
▼準決勝
亀井	 20、13	 中島
原田	 15、12	 鈴木
▼決勝
亀井敬子	 19、22	 原田寿子

昭和30年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）
昭和30年12月9～11日、於：両国国際スタジアム

□男子シングルス
▼準々決勝
田中利明（東京）	 3─１	 溝畑司呂（大阪）
富田芳雄（東京）	 3─１	 道上進（東京）
荻村伊智朗（東京）	 3─１	 坂井昭一（東京）
角田啓輔（東京）	 3─１	 藤井基男（岩手）
▼準決勝
田中	 18、-19、5、18	 富田
角田	 16、17、22	 荻村
▼決勝
田中利明	 13、-19、12、-10、18	 角田啓輔

□女子シングルス
▼準々決勝
渡辺妃生子（東京）	 3─１	 山本千代子（愛知）
大川とみ（東京）	 3─０	 江口冨士枝（大阪）
楢原静世（京都）	 3─０	 田坂清子（山口）
田中良子（山口）	 3─０	 佐藤富士子（愛知）
▼準決勝
渡辺	 -20、17、-17、14、17	 大川
田中	 -17、17、-14、16、11	 楢原
▼決勝
渡辺妃生子	 17、18、19	 田中良子

□男子ダブルス
▼準々決勝
山口・角田（東京）	 ２─１	 長浜・広瀬（東京）
津野・野平（東京）	 ２─１	 柴田・中畑（東京）
山口・難波（東京）	 ２─０	 広田・伊藤（大阪）
荻村・田中（東京）	 ２─０	 川上・池田（東京）
▼準決勝
津野・野平	 9、21	 山口・角田
荻村・田中	 12、24	 山口・難波
▼決勝
津野達雄・野平明雄	18、15	 荻村伊智朗・田中利明

□女子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・山本（愛知）	 ２─０	 田坂・松岡（山口）
渡辺・中山（東京）	 ２─１	 今井・立石（群馬）
難波・塩野（京都）	 ２─０	 大川・斉藤（東京）
楢原・山川（京都）	 ２─０	 長江・生野（東京）
▼準決勝
佐藤・山本	 16、-14、18	 渡辺・中山
楢原・山川	 10、-11、21	 難波・塩野
▼決勝
佐藤富士子・山本千代子　12、22	
	 	 楢原静世・山川紀久子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
荻村・大川（東京）	 ２─０	 浅野・粂野（東京）
溝畑・白江（大阪）	 ２─１	 小林・中山（東京）
田舛・田中（山口）	 ２─１	 角田・鎌（東京）
田中・生野（東京）	 ２─１	 星野・柴田（大阪）
▼準決勝
荻村・大川	 20、17	 溝畑・白江
田中・生野	 -18、11、21	 田舛・田中
▼決勝
田中利明・生野千恵子　11、14	
	 	 荻村伊智朗・大川とみ	

□シニア
▼準々決勝
相原禧一（大阪）	 ２─０	 北林六郎（東京）
林八郎（岐阜）	 ２─１	 鈴木秀男（神奈川）
野村堯（東京）	 ２─１	 戸塚和美（東京）
福本勝正（東京）	 ２─０	 河村鉄夫（大阪）
▼準決勝
相原	 14、-19、11	 林
野村	 21、18	 福本
▼決勝
野村堯	 14、-19、11	 相原禧一

□ベテラン
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取）	 ２─１	 外山博之（東京）
大村幸雄（東京）	 ２─０	 長野明治（山口）
川上正（大阪）	 ２─０	 鈴木重郎治（福島）
篠原賢至（東京）	 ２─０	 関清一（神奈川）
▼準決勝
大村	 12、-14、9	 坂口
篠原	 19、-16、16	 川上
▼決勝
篠原賢至	 22、17	 大村幸雄

□男子ジュニア
▼準々決勝
山本義徳（東京）	 ２─０	 吉田利一（愛知）
中西義治（東京）	 ２─０	 梅原哲次（福島）
小倉喜八郎（青森）	 ２─０	 山本芳郎（愛知）
豊巻良夫（東京）	 ２─０	 中山茂（茨城）
▼準決勝
中西	 15、18	 山本
豊巻	 13、-18、20	 小倉
▼決勝
中西義治	 15、19	 豊巻良夫

□女子ジュニア
▼準々決勝
内田路子（静岡）	 ２─０	 井手美代子（東京）
松﨑キミ代（香川）	 ２─０	 滝本千代子（茨城）
八木慶子（香川）	 ２─１	 島津千恵子（愛知）
設楽義子（山形）	 ２─０	 松本芳江（埼玉）
▼準決勝
内田	 19、-18、15	 松﨑
設楽	 19、-18、15	 八木
▼決勝
設楽義子	 16、18	 内田路子
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昭和31年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）

昭和31年12月10～12日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
田中利明（東京・日大）3─０

小宮静夫（東京・慶大）
荻村伊智朗（東京・青卓会）3─２

富田芳雄（東京・松竹）
成田静司（東京・日大）3─０

津野達雄（東京・専大）
角田啓輔（東京・中大）3─１

坂井昭一（東京・中大）
▼準決勝
田中	 -22、19、10、-11、18	 荻村
角田	 19、-13、-19、16、4	 成田
▼決勝
田中利明	 19、18、11	 角田啓輔

□女子シングルス
▼準々決勝
渡辺妃生子（東京・専大）3─０

楢原静世（広島・帝人三原）
大川とみ（東京・会計検査院）3─２

山泉和子（大阪・松蔭女大）
江口冨士枝（東京・東洋レーヨン）3─０

設楽義子（東京・専大）
難波多慧子（京都・同志社女大）3─０

田中良子（山口・柳井卓研）
▼準決勝
渡辺	 14、11、21	 大川
江口	 21、18、18	 難波
▼決勝
江口冨士枝	 -14、19、15、20	 渡辺妃生子

□男子ダブルス
▼準々決勝
津野・野平（東京・専大）２─１

角田・宮田（東京・中大）
小林・甘竹（東京・専大）２─０

長浜・広瀬（東京・早大）
成田・小倉（東京・日大）２─０

坂本・藤山（京都・同志社大）
荻村・田中（東京・青卓会・日大）２─０

川井・富田（静岡・日本楽器／東京・松竹）
▼準決勝
津野・野平	 17、17	 小林・甘竹
荻村・田中	 16、-13、21	 成田・小倉
▼決勝
荻村伊智朗・田中利明　-19、20、18	
	 	 津野達雄・野平明雄	

□女子ダブルス
▼準々決勝
難波・山本（京都・同志社女大）２─０

山本・佐藤（愛知・富士紡小坂井）
渡辺・設楽（東京・専大）２─０

田中・梅田（山口・柳井卓研）
江口・山泉（東京 ･東洋レーヨン／大阪 ･松蔭女大）

２─０　大川・生野（東京・会計検査院）
楢原・土谷（広島・帝人三原）２─０

岩崎・八木（京都・同志社女大）
▼準決勝
渡辺・設楽	 -15、10、21	 難波・山本
楢原・土谷	 17、9	 江口・山泉
▼決勝
渡辺妃生子・設楽義子　15、-17、17	
	 	 楢原静世・土谷康子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
田中・生野（東京・日大・共立女大）２─０

坂本・難波（京都・同志社大）

富田・江口（東京・松竹・東洋レーヨン）２─１
佐々木・牧野（愛知・国府高）

津野・設楽（東京・専大）２─０
武内・山本（京都・同志社大）

荻村・大川（東京・青卓会・会計検査院）２─０
小林・中山（東京・専大・富国生命）

▼準決勝
田中・生野	 -10、17、19	 富田・江口
荻村・大川	 23、-18、19	 津野・設楽
▼決勝
荻村伊智朗・大川とみ　11、14	
	 	 田中利明・生野千恵子	

□シニア
▼準々決勝
野村堯（東京・サンフレンド）２─１

宮本泰臣（千葉・小西六）
長谷川清隆（千葉・東京クラブ）２─１

北林六郎（東京・東星会）
戸塚和美（東京・北斗会）２─１

福本勝正（東京・東星会）
相原禧一（大阪・丸紅飯田）２─０

鈴木秀男（神奈川・横浜電電局）
▼準決勝
長谷川	 9、-17、15	 野村
戸塚	 11、-13、18	 相原
▼決勝
長谷川清隆	 -19、10、16	 戸塚和美

□ベテラン
▼準々決勝
野上令介（東京・太陽クラブ）２─１

篠原賢至（東京・TKクラブ）
川上正（大阪・伊藤忠商事）２─０

田上義雄（広島・広島卓研）
佐藤光男（青森・商門クラブ）２─０

富田四郎（大阪・同和火災）
住吉常夫（山形・寒賀江保健所）２─０

大村幸雄（東京・曙クラブ）
▼準決勝
川上	 12、5	 野上
佐藤	 16、13	 住吉
▼決勝
川上正	 18、13	 佐藤光男

□男子ジュニア
▼準々決勝
村松弘（静岡・浜松商高）２─１

牧野光作（東京・中大附杉並高）
米田従道（富山・魚津高）２─１

外谷寅雄（長野・須坂高）
小峰敏資（東京・中大杉並高）２─０

樋口存（茨城・竜崎一高）
河原邦克（愛知・国府高）２─０

鈴木要次（静岡・浜松商業高）
▼準決勝
米田	 19、19	 村松
小峰	 8、16	 河原
▼決勝
米田従道	 20、21	 小峰敏資

□女子ジュニア
▼準々決勝
中山千鶴子（新潟・西新発田高）２─０

内田路子（静岡・富士宮東高）
杉山浪子（静岡・誠心高）２─１

牧野利江（愛知・国府高）
高橋紀代子（神奈川・京浜女商高）２─０

畑山多恵子（愛知・国府高）
小川節子（埼玉・能谷女子高）２─０

清宮和代（神奈川・京浜女商高）
▼準決勝
中山	 -19、17、15	 杉山
小川	 13、-19、10	 高橋

▼決勝
小川節子	 -15、17、18	 中山千鶴子

昭和32年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）
昭和32年11月22～24日、於：両国国際スタジアム

□男子シングルス
▼準々決勝
田中利明（福岡・八幡製鉄）3─０	楢原哲次（東京）
成田静司（東京・日大）					3─１	 中西義治（東京）
坂井昭一（東京・中大）3─１

荻村伊智朗（東京・三洋繊維）
津野達雄（東京・専大）3─１

安田啓一（東京・早大）
▼準決勝
成田	 15、10、17	 田中
坂井	 16、18、-13、16	 津野
▼決勝
成田静司	 21、16、20	 坂井昭一

□女子シングルス
▼準々決勝
中条静世（東京）3─２	 	中島芳江（埼玉・日清紡）
大川とみ（東京・会計検査院）		3─０	
	 	 田坂清子（山口）
難波多慧子（兵庫・同大OG）3─１隅広昌子（福岡）
山泉和子（大阪・樟蔭女大）3─１

川合孝子（東京・昭和女大）
▼準決勝
大川	 19、-19、キ	 中条
山泉	 19、-14、9、10	 難波
▼決勝
山泉和子	 6、21、20	 大川とみ

□男子ダブルス
▼準々決勝
佐原・坂井（東京・中大）２─０

坂本・藤山（京都・同大）
大谷・中谷（東京・日大）２─０

明石・高柳（東京・早大）
小倉・成田（東京・日大）２─０

宮田・角田（東京・中大）
村上・渋谷（東京・明大）２─０

木田・岡本（兵庫・関学）
▼準決勝
佐原・坂井	 -18、17、12	 大谷・中谷
村上・渋谷	 -17、13、12	 小倉・成田
▼決勝
佐原睦男・坂井昭一	 17、20	 村上輝夫・渋谷五郎	

□女子ダブルス
▼準々決勝
岩本・細井（北海道）２─０

亀井・糸谷（兵庫・神戸発動機・成蹊短大）
大川・生野（東京・会計検査院／宮崎・旭化成延岡）

２─１　田中・藤井（山口・柳井卓研・柳井高）
江口・山泉（東京 ･東洋レーヨン／大阪 ･樟蔭女大）

２─０　津野・安宅（新潟・中央高）
難波・山本（兵庫・同女大OG・同女大）２─１

真島・菅沼（大阪・樟蔭女大）
▼準決勝
大川・生野	 14、15	 岩本・細井
江口・山泉	 -22、12、19	 難波・山本
▼決勝
江口冨士枝・山泉和子　-18、19、19	
	 	 大川とみ・生野千恵子

□混合ダブルス
▼準々決勝
野平・松﨑（東京・専大）２─１

荻村・大川（東京・三洋繊維・会計検査院）
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木田・亀井（兵庫・関学大・神戸発電機）２─０
宮田・長谷川（東京・中大・青学大）

坂本・難波（兵庫・同大・同大OG）２─１
富田・江口（東京・松竹本社・東洋レーヨン）

矢引・大塚（栃木・専売宇都宮）２─１
大滝・井出（東京・慶大）

▼準決勝
木田・亀井	 -18、14、20	 野平・松﨑
坂本・難波	 -15、15、16	 矢引・大塚
▼決勝
坂本昇・難波多慧子　18、-17、14	
	 	 木田吉明・亀井敬子	

□シニア
▼準々決勝
松本武男（大阪・関西電力）２─１

長谷川清隆（千葉・市川クラブ）
福本勝正（東京・東星会）２─０

相原禧一（大阪・丸紅飯田）
野村堯（東京・サンフレンド）２─１

北林六郎（東京・東星会）
戸塚和美（埼玉・無）２─０

横沢才吉（岩手・盛岡卓研）
▼準決勝
福本	 -18、15、11	 松本
野村	 -19、23、19	 戸塚
▼決勝
福本勝正	 19、8	 野村堯

□ベテラン
▼準々決勝
川上正（大阪・伊藤忠）２─０

外山博之（東京・TKクラブ）
柴田百門（大分・大分鉄道）２─１

池田軍治（三重・大東紡）
田上義雄（広島・広島卓研）２─０

野上令介（東京・太陽クラブ）
中村要蔵（東京・葵クラブ）２─１

林八郎（岐阜・三菱電機）
▼準決勝
川上	 15、14	 柴田
中村	 -15、17、12	 田上
▼決勝
川上正	 16、20	 中村要蔵

□男子ジュニア
▼準々決勝
新庄敏孝（京都・東山高）２─１

河原邦克（愛知・国府高）
渡辺匡啓（山形・山形東高）２─１

安藤嘉宏（愛知・名電高）
中山春生（東京・日大二高）２─０

竹本義文（静岡・浜松西高）
角田信義（東京・日大一高）２─０

柴田修武（山形・山形東高）
▼準決勝
渡辺	 -13、15、20	 新庄
角田	 19、15	 中山
▼決勝
渡辺匡啓	 19、18	 角田信義

□女子ジュニア
▼準々決勝
塚本とよ（静岡・誠心高）２─１

関正子（東京・安部学院）
河田高子（埼玉・大宮高）２─０

町田清子（群馬・前橋市立女高）
藤井紀代子（山口・柳井高）２─０

権田京子（愛知・国府高）
高橋紀代子（神奈川・京浜商工高）２─０

吉田たみ子（静岡・誠心高）
▼準決勝
塚本	 12、18	 河田
藤井	 9、9	 高橋

▼決勝
藤井紀代子	 13、9	 塚本とよ

昭和33年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）
昭和33年11月22～24日、於：大宮市埼玉県営体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
成田静司（東京・日大）3─０

中西義治（東京・日大）
田中忠男（東京・中大）3─１

大滝隆史（東京・慶大）
星野展弥（東京・専大）3─２

野平明雄（東京・専大）
村上輝夫（東京・明大）3─０

富田芳雄（東京・銀座商事）
▼準決勝
成田	 14、-18、12、10	 田中
星野	 18、-22、13、16	 村上
▼決勝
成田静司	 20、-10、13、10	 星野展弥

□女子シングルス
▼準々決勝
村上淑子（東京・専大）3─１

山泉和子（東京・東洋レーヨン）
江口冨士枝（東京・丸善美容）3─１

伊藤周子（愛知・富士紡小坂井）
設楽義子（東京・東洋レーヨン）3─１

難波多慧子（兵庫・同志社OG）
松﨑キミ代（東京・専大）3─０

権田京子（東京・専大）
▼準決勝
江口	 19、-11、-14、18、19	 村上
松﨑	 15、19、19	 設楽
▼決勝
松﨑キミ代	 19、12、15	 江口冨士枝

□男子ダブルス
▼準々決勝
山本・石橋（東京・中大）２─０

富田・川井（東京・銀座商事／静岡・日本楽器）
田中・梅原（東京・中大）２─０

岡本・木田（兵庫・関西学）
成田・小倉（東京・日大）２─１

津野・野平（東京・専大）
宮田・豊巻（東京・ヤシカ・中大）２─０

荻村・田中（東京・三洋繊維／福岡・八幡製鉄）
▼準決勝
山本・石橋	 14、15	 田中・梅原
成田・小倉	 -9、19、9	 宮田・豊巻
▼決勝
山本義徳・石橋征			17、19	 成田静司・小倉喜八郎

□女子ダブルス
▼準々決勝
江口・山泉（東京・丸善美容・東洋レーヨン）

２─１　畑山・太田（東京・昭和女子大）
渡辺・設楽（東京・東洋レーヨン）２─０

菅波・真島（大阪・樟蔭女子大）
関・清水（東京・北野高・安部学院）２─０

川合・山口（長野・ヤシカ）
松﨑・村上（東京・専大）２─０

牧野・大岩（愛知・名電工職員・桜丘高）
▼準決勝
江口・山泉	 5、17	 渡辺・設楽
松﨑・村上	 -18、16、15	 関・清水
▼決勝
松﨑キミ代・村上淑子　12、-10、16	
	 	 江口冨士枝・山泉和子

□混合ダブルス
▼準々決勝
津野・設楽（東京・専大・東洋レーヨン）２─０

浪岡・権田（東京・専大）
荻村・大川（東京・三洋繊維・会計検査院）２─０

富田・江口（東京・銀座商事・丸善美容）
野平・松﨑（東京・専大）２─１

村上・山泉（東京・明大・東洋レーヨン）
星野・村上（東京・専大）２─１

大滝・井手（東京・慶大）
▼準決勝
荻村・大川	 17、18	 津野・設楽
野平・松﨑	 19、-18、20	 星野・村上
▼決勝
荻村伊智朗・大川とみ　18、18	
	 	 野平明雄・松﨑キミ代

□シニア
▼準々決勝
野村堯（東京・サンフレンド）２─０

三木照男（兵庫・七福相互）
長谷川清隆（東京・東京卓研）２─０

河田安夫（東京・曙クラブ）
反町健樹（新潟・国鉄関東支社）２─１

北林六郎（東京・東星会）
戸塚和美（埼玉・東京卓研）２─０

矢尾板弘（東京・東星会）
▼準決勝
長谷川	 16、12	 野村
戸塚	 17、-17、15	 反町
▼決勝
戸塚和美	 -18、17、11	 長谷川清隆

□ベテラン
▼準々決勝
林八郎（岐阜・三菱電機）２─０

田上義雄（広島・広島卓研）
中村要蔵（東京・葵クラブ）２─０

池田軍治（三重・大東紡鈴鹿）
神山力（神奈川・富士通信機）２─１

猪俣芳三郎（宮城・高等裁判所）
篠原賢至（東京・TKクラブ）２─１

川上正（大阪・伊藤忠）
▼準決勝
林	 15、16	 中村
神山	 -16、13、17	 篠原
▼決勝
林八郎	 12、15	 神山力

□男子ジュニア
▼準々決勝
中山春生（東京・日大二高）２─０

平野忠義（埼玉・熊谷商工高）
太田貞夫（東京・日大一高）２─０

庭山良三（群馬・前橋商高）
瀬川栄次（京都・東山高）２─０

木村興治（秋田・秋田高）
宮地和彦（京都・東山高）２─０

小菅保彦（東京・高輪高）
▼準決勝
中山	 13、-19、9	 太田
瀬川	 19、18	 宮地
▼決勝
瀬川栄次	 -20、11、12	 中山春生

□女子ジュニア
▼準々決勝
吉田たみ子（静岡・誠心高）勝─負

大岩香津子（愛知・桜丘高）
井沢恵子（愛知・国府高）勝─負

高木教代（神奈川・大津高）
山中教子（京都・精華女子高）２─１

平岡初江（埼玉・大宮高）
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中山千鶴子（新潟・西新発田高）勝─負
磯村淳（神奈川・京浜女商高）

▼準決勝
吉田	 18、12	 井沢
中山	 16、11	 山中
▼決勝
吉田たみ子	 17、-12、10	 中山千鶴子

昭和34年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニアの部）

昭和34年12月4～6日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
荻村伊智朗（東京・三洋繊維）3─２

新庄敏孝（東京・早大）
梅原哲次（東京・中大）3─１

田中利明（福岡・八幡製鉄）
渋谷五郎（東京・明大）3─１

田中忠男（東京・中大）
中西義治（東京・日大）3─０

星野展弥（東京・専大）
▼準決勝
荻村	 8、-19、16、18	 梅原
渋谷	 -23、18、19、8	 中西
▼決勝
渋谷五郎	 15、11、16	 荻村伊智朗

□女子シングルス
▼準々決勝
松﨑キミ代（東京・専大）3─１

菅波千鶴（宮崎・旭化成）
山泉和子（東京・東洋レーヨン）3─１

関正子（東京・安部学院高）
大川とみ（東京・会計検査院）3─２

大川節子（東京・中大）
村上淑子（東京・専大）3─０

井手美代子（東京・慶大）
▼準決勝
松﨑	 -18、11、18、-19、15	 山泉
村上	 19、-13、21、15	 大川
▼決勝
松﨑キミ代	 -13、17、17、-16、15	 村上淑子

□男子ダブルス
▼準々決勝
星野・大村（東京・専大）２─１

石橋・山本（東京・中大）
中西・大谷（東京・日大）２─０

佐々木・田舛（東京・専大）
渋谷・村上（東京・明大）２─１

津野・野平（東京・旺文社／千葉・無）
吉川・松原（兵庫・関学大）２─０

田中・梅原（東京・中大）
▼準決勝
星野・大村	 15、16	 中西・大谷
渋谷・村上	 15、15	 吉川・松原
▼決勝
渋谷五郎・村上輝夫	 15、19	 星野展弥・大村光男

□女子ダブルス
▼準々決勝
松﨑・村上（東京・専大）２─０

小川・大神田（東京・中大）
畑山・太田（東京・昭和女大）２─０

井手・小川（東京・慶大）
尾中・吉田（東京・専大）２─１

柴田・中山（東京・鐘紡練馬・東洋レーヨン）
山泉・設楽（東京・東洋レーヨン）２─０

本川・安宅（静岡・富士紡）
▼準決勝
松﨑・村上	 8、-17、19	 畑山・太田
山泉・設楽	 11、20	 尾中・吉田

▼決勝
松﨑キミ代・村上淑子　10、-14、4	

山泉和子・設楽義子

□混合ダブルス
▼準々決勝
田中・小川（東京・中大）２─１

清水・菅波（宮崎・旭化成）
村上・山泉（東京・明大・東洋レーヨン）２─１

星野・村上（東京・専大）
瀬川・山中（京都・東山高・精華女子高）２─０

江頭・尾中（東京・専大）
野平・松﨑（千葉・東京・専大）２─０

坂井・関（東京・ヤシカ・安部学院高）
▼準決勝
村上・山泉	 11、12	 田中・小川
瀬川・山中	 -20、18、19	 野平・松﨑
▼決勝
村上輝夫・山泉和子　-19、17、18	
	 	 瀬川栄次・山中教子	

□シニア
▼準々決勝
河野功（広島・東洋工業）２─１

戸塚和美（埼玉・浦和卓連）
浅野英夫（東京・台東クラブ）２─１

反町健樹（東京・中野クラブ）
野村堯（東京・サンフレンド）２─０

三木昭夫（兵庫・七福銀行）
長谷川清隆（埼玉・浦和卓連）２─０

矢尾板弘（東京・東星会）
▼準決勝
浅野	 19、10	 河野
野村	 16、17	 長谷川
▼決勝
浅野英夫	 11、15	 野村堯

□ベテラン
▼準々決勝
林八郎（岐阜・三菱電機）２─１

山田孝次郎（北海道）
野上令介（東京・太陽クラブ）２─１

篠原賢至（東京・TKクラブ）
福本勝正（東京・東星会）２─０

中村要蔵（東京・葵クラブ）
坂口友吉（鳥取・河北小教）２─１

神山力（神奈川・富士通信）
▼準決勝
林	 16、14	 野上
福本	 17、14	 坂口
▼決勝
林八郎	 14、-11、15	 福本勝正

□男子ジュニア
▼準々決勝
太田貞夫（東京・日大一高）２─０

市川昇（愛知・名古屋電気高）
高橋浩（東京・高輪高）２─０

田中政治（京都・立命館高）
久田哲夫（愛知・名古屋電気高）２─１

足立務（茨城・竜ヶ崎一高）
大橋紘明（北海道・帯広三条高）２─０

渡辺宏治（京都・東山高）
▼準決勝
太田	 19、16	 高橋
大橋	 13、13	 久田
▼決勝
大橋紘明	 -9、17、21	 太田貞夫

□女子ジュニア
▼準々決勝
山中教子（京都・精華女子高）２─０

大城昌子（愛知・桜丘高）
小池ちよ子（静岡・誠心高）２─０

太田雅子（愛知・国府高）

清水美那子（東京・北野高）２─０
池田千鶴子（埼玉・大宮高）

大岩香津子（愛知・桜丘高）２─０
仁科宣子（神奈川・京浜女子高）

▼準決勝
山中	 -17、15、17	 小池
大岩	 19、14	 清水
▼決勝
山中教子	 19、19	 大岩香津子

昭和35年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニア・オープンの部）

昭和35年11月25～27日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
渋谷五郎（福岡・八幡製鉄）3─１

松原正和（兵庫・関学）
星野展弥（大阪・ナンバ一番）3─０

梅原哲次（東京・日興証券）
木村興治（東京・早大）3─２

中西義治（東京・ヤシカ）
荻村伊智朗（東京・三洋繊維）3─０

宮田俊彦（東京・ヤシカ）
▼準決勝
星野	 16、19、12	 渋谷
荻村	 -9、19、18、17	 木村
▼決勝
星野展弥	 17、-17、18、-19、8	 荻村伊智朗

□女子シングルス
▼準々決勝
松﨑キミ代（東京・専大）3─１

奥村厚子（静岡・富士紡小山）
岡田とみ（東京・会計検査院）3─０

小川節子（東京・中大）
山泉和子（大阪・ナンバ一番）3─２

関正子（東京・中大）
村上淑子（広島・帝人三原）3─２

竹内紀代子（滋賀・日清紡）
▼準決勝
松﨑	 18、17、16	 岡田
山泉	 16、19、20	 村上
▼決勝
山泉和子	 17、20、-16、-17、11	 松﨑キミ代

□男子ダブルス
▼準々決勝
星野・大村（大阪・ナンバ一番）２─１

豊巻・小峰（東京・中大）
山本・石橋（東京・楠田事務機・明治生命）２─１

荻村・村上（東京・三洋繊維・NHK）
三木・瀬川（東京・中大）２─０

中西・大谷（東京・ヤシカ・リッカーミシン）
江頭・福島（東京・専大）２─１

田口・佐光（東京・日大）
▼準決勝
山本・石橋	 16、-15、15	 星野・大村
江頭・福島	 19、19	 三木・瀬川
▼決勝
山本義徳・石橋征	 11、17	 江頭新生・福島萬治	

□女子ダブルス
▼準々決勝
松﨑・村上（東京・専大／広島・帝人三原）

２─０　磯村・中田（神奈川・京浜女高）
吉田・尾中（東京・専大・東京電力）２─０

柴田・中山（東京・鐘紡練馬・東洋レーヨン）
畑山・太田（東京・昭和女大／山口・帝人岩国）

２─１　長谷川・中川（東京・青学大）
山泉･設楽（大阪･ナンバ一番／東京･東洋レーヨン）

２─１　小川・関（東京・中大）
▼準決勝
松﨑・村上	 13、11	 吉田・尾中
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山泉・設楽	 18、-18、11	 畑山・太田
▼決勝
山泉和子・設楽義子　19、-11、17	
	 	 松﨑キミ代・村上淑子

□混合ダブルス
▼準々決勝
村上・山泉（東京・NHK／大阪・ナンバ一番）

２─１　豊巻・小川（東京・中大）
荻村・岡田（東京・三洋繊維・会計検査院）２─０

上野・吉田（東京・専大）
中西・畑山（東京・ヤシカ・昭和女大）２─１
星野・村上（大阪・ナンバ一番／広島・帝人三原）

江頭・松﨑（東京・専大）２─１
瀬川・山中（東京・中大／大阪・旭化成）

▼準決勝
村上・山泉	 15、-8、17	 荻村・岡田
江頭・松﨑	 15、-18、17	 中西・畑山
▼決勝
村上輝夫・山泉和子	19、21	 江頭新生・松﨑キミ代

□シニア
▼準々決勝
浅野英夫（東京・サンフレンド）２─０

伊藤勇（岡山・日通岡山）
戸塚和美（埼玉・浦和クラブ）２─０

沖野務（広島・東洋工業）
河野功（広島・東洋工業）２─１

北林六郎（東京・東星会）
相原禧一（大阪・丸紅飯田）２─１

桑城晋一（兵庫・神戸市役所）
▼準決勝
浅野	 17、-13、11	 戸塚
河野	 13、13	 相原
▼決勝
河野功	 -11、13、10	 浅野英夫

□ベテラン
▼準々決勝
林八郎（岐阜・三菱電機）２─１

篠原賢至（東京・TKクラブ）
矢尾板弘（東京・東星会）２─１

柴田百門（大分・大分鉄道）
河田安夫（東京・亀戸ゴム）２─１

中村要蔵（東京・葵クラブ）
田上亀四男（熊本・サンフレンド）２─１

小野寺清晃（東京・TKクラブ）
▼準決勝
林	 12、9	 矢尾板
田上	 -15、15、22	 河田
▼決勝
林八郎	 -17、3、11	 田上亀四男

□男子ジュニア
▼準々決勝
杉本勝（東京・都立国立高）２─０

堀内照夫（和歌山・新宮高）
有本登（愛知・名古屋電気高）２─１

種市一彦（青森・青商高）
原口敏雄（埼玉・熊谷商工高）２─１

根村猛（東京・安田高）
中村博保（東京・日大一高）２─０

久古明（鳥取・米子東高）
▼準決勝
有本	 -20、17、13	 杉本
中村	 18、-17、14	 原口
▼決勝
有本登	 18、-19、19	 中村博保

□女子ジュニア
▼準々決勝
黒崎南海子（栃木・真岡女高）２─１

中村良子（東京・跡見学園高）

尾形正子（福島・成蹊女高）２─０
糸賀宏子（山口・岩国高）

玉本征子（愛知・桜丘高）２─０
熊倉紀子（東京・成徳高）

下山智子（青森・青森高）２─１
竹島貴子（秋田・由利高）

▼準決勝
黒崎	 12、-15、16	 尾形
下山	 13、-17、15	 玉本
▼決勝
黒崎南海子	 14、12	 下山智子

□オープン
▼準々決勝
小泉友明（東京・ベテランクラブ）２─０

長谷川梅吉（神奈川・日産）
井坂信太郎（東京・ベテランクラブ）２─１

高木龍雄（東京・ベテランクラブ）
高橋秀史（東京・無）２─０

海老名昌二（千葉・経済高）
山本弥一郎（大阪・大阪ベテラン）２─０

秋月胤雄（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
井坂	 21、-18、13	 小泉
山本	 18、14	 高橋
▼決勝
井坂信太郎	 13、19	 山本弥一郎

昭和36年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニア・オープンの部）

昭和36年12月8～10日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
松原正和（兵庫・関学）3─０上野忠（東京・専大）
木村興治（東京・早大）3─０

近藤全博（大阪・関西学院大）
小中健（東京・法大）3─２

豊巻良夫（大阪・積水化学）
三木圭一（東京・中大）3─１

荻村伊智朗（東京・青卓会）
▼準決勝
木村	 11、15、10	 松原
三木	 19、24、19	 小中
▼決勝
木村興治	 10、-11、-17、20、12	 三木圭一

□女子シングルス
▼準々決勝
伊藤和子（大阪・ナンバ一番）3─０

山中道子（京都・華頂高）
関正子（東京・中大）3─２	小川節子（東京・中大）
山中教子（大阪・旭化成）3─２

吉田たみ子（東京・専大）
松﨑キミ代（東京・日興証券）3─０

竹内紀代子（滋賀・日清紡能登川）
▼準決勝
関	 -19、15、16、-13、13	 伊藤
松﨑	 10、8、16	 山中
▼決勝
関正子	 -19、12、-17、15、12	 松﨑キミ代

□男子ダブルス
▼準々決勝
木村・上田（東京・早大）２─０

山本・石橋（東京・楠田事務機・明治生命）
島田・鈴木（東京・明大）２─０

荻村・村上（東京・青卓会・NHK）
三木・瀬川（東京・中大）２─１

長谷川・松浦（東京・明大）
中島・芦谷（東京・日大）２─０

三林・反畑（福島・中大・日大）

▼準決勝
木村・上田	 19、8	 島田・鈴木
三木・瀬川	 15、18	 中島・芦谷
▼決勝
三木圭一・瀬川栄次	18、-11、20	 木村興治・上田浩

□女子ダブルス
▼準々決勝
松﨑・村上（東京・日興証券／広島・帝人三原）

２─０　栗田・一ノ瀬（東京・専大）
吉田・大城（東京・専大）２─０

設楽・中山（東京・東洋レーヨン）
小川・関（東京・中大）２─０

新井・坂根（大阪・旭化成）
伊藤・山中（大阪・ナンバ一番・旭化成）２─０

畑山・大田（山口・帝人三原）
▼準決勝
松﨑・村上	 -19、16、12	 吉田・大城
伊藤・山中	 17、23	 小川・関
▼決勝
松﨑キミ代・村上淑子	19、22	 伊藤和子・山中教子

□混合ダブルス
▼準々決勝
小中・中山（東京・法大・東レ）２─０

緒方・森澤（熊本・日大・尚絅高）
星野・伊藤（大阪・ナンバ一番）２─０

江頭・津久茂（大阪・積水化学・日本生命）
三木・関（東京・中大）２─０

木村・竹島（東京・早大・東レ）
福島・栗田（東京・専大）２─０

柴山・村上（広島・帝人三原）
▼準決勝
星野・伊藤	 12、17	 小中・中山
福島・栗田	 12、-12、14	 三木・関
▼決勝
星野展弥・伊藤和子	 12、11	 福島萬治・栗田和代

□シニア
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）２─０

三木照夫（兵庫・七福相互）
北林六郎（東京・東星会）２─１

今泉敬介（東京・太陽クラブ）
三浦明（宮城・仙検庁）２─０

相原禧一（大阪・丸紅飯田）
浅野英夫（東京・サンフレンド）２─０

玉井武（福岡・八幡製鉄）
▼準決勝
河野	 16、-18、15	 北林
浅野	 4、18	 三浦
▼決勝
河野巧	 13、18	 浅野英夫

□ベテラン
▼準々決勝
林八郎（岐阜・三菱電機）２─１

福本勝正（東京・東星会）
野村堯（東京・サンフレンド）２─０

河田安夫（東京・無）
戸塚和美（埼玉・浦和クラブ）２─０

矢尾板弘（東京・東星会）
田上亀四男（熊本・日本卓球KK）２─０

住野直春（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
野村	 18、-14、20	 林
戸塚	 10、10	 田上
▼決勝
野村堯	 15、12	 戸塚和美

□男子ジュニア
▼準々決勝
川島雄蔵（新潟・中越高）２─０

中村博保（東京・日大一高）
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吉田洋二（愛知・享栄商高）２─０
奥野不二彦（福岡・大牟田高）

根村猛（東京・安田商高）２─０
梨本甫（東京・中大杉並高）

原口敏雄（埼玉・熊谷商工高）２─０
中森靖雄（富山・魚津高）

▼準決勝
吉田	 22、17	 川島
根村	 16、19	 原口
▼決勝
根村猛	 11、18	 吉田洋二

□女子ジュニア
▼準々決勝
渡辺桂子（秋田・由利高）２─１

下山智子（青森・青高）
深津尚子（愛知・桜丘高）２─０

吉村京子（高知・土佐女高）
国続泰子（山口・柳井商工高）２─０

吉田光子（京都・精華女高）
岸純子（新潟・第二長岡高）２─０

中村良子（東京・跡見学園高）
▼準決勝
深津	 12、14	 渡辺
岸	 10、17	 国続
▼決勝
深津尚子	 12、14	 岸純子

□オープン
▼準々決勝
井坂信太郎（東京・ベテランクラブ）２─０

鈴木寅之助（東京・ベテランクラブ）
秋月胤雄（東京・ベテランクラブ）２─０

古作常三郎（東京・江戸川クラブ）
石井丈之助（新潟・第一港湾建設局）２─１

小泉友明（東京・ベテランクラブ）
山本弥一郎（大阪・大阪ベテランクラブ）２─０

高木龍雄（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
井坂	 13、9	 秋月
山本	 12、10	 石井
▼決勝
井坂信太郎	 16、13	 山本弥一郎

昭和37年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニア・オープンの部）

昭和37年12月7～10日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
木村興治（東京・早大）3─１	高橋浩（東京・慶大）
小中健（東京・法大）3─０	田村敏明（東京・明大）
松原正和（兵庫・関学）3─１

福島萬治（東京・専大）
三木圭一（東京・中大）3─２

有本登（愛知・中部電力）
▼準決勝
小中	 -15、19、19、19	 木村
三木	 20、17、11	 松原
▼決勝
三木圭一	 19、16、17	 小中健

□女子シングルス
▼準々決勝
関正子（東京・中大）3─１	栗田和子（東京・専大）
山中教子（大阪・ナンバ一番）3─１

尾形正子（東京・専大）
伊藤和子（大阪・ナンバ一番）3─１

吉田たみ子（東京・専大）
松﨑キミ代（東京・日興証券）3─１

加藤治子（大阪・樟蔭女大）
▼準決勝
関	 19、-13、22、11	 山中
松﨑	 -12、-14、16、19、18	 伊藤

▼決勝
松﨑キミ代	 14、15、-10、-13、16	 関正子

□男子ダブルス
▼準々決勝
三木・瀬川（東京・中大）２─０

平松・朝日（東京・日大）
中山・大橋（東京・日大）２─０

飯島・爪生（大阪・関学）
福島・吉本（東京・専大）２─０

牧野・小峰（東京・明治生命・リッカーミシン）
木村・上田（東京・早大）２─０

田中・小鹿原（東京・中大）
▼準決勝
三木・瀬川	 19、12	 中山・大橋
福島・吉本	 4、24	 木村・上田
▼決勝
福島萬治・吉本忠義	 19、16	 三木圭一・瀬川栄次	

□女子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・山中（大阪・ナンバ一番）２─０

森脇・藤村（京都・華頂高）
関・山中（東京・中大）２─１

永倉・竹島（東京・東洋レーヨン）
設楽・中山（東京・東洋レーヨン）２─０

太田・尾形（東京・専大）
古山・玉本（東京・中大）２─０

吉田・大城（東京・専大）
▼準決勝
伊藤・山中	 16、15	 関・山中
設楽・中山	 18、16	 古山・玉本
▼決勝
設楽義子・中山千鶴子		16、18	 伊藤和子・山中教子

□混合ダブルス
▼準々決勝
星野・伊藤（大阪 ･ワールドスポーツ ･ナンバ一番）

２─１　荻村・松﨑（東京・青卓会・日興証券）
木村・竹島（東京・早大・東洋レーヨン）２─１

太田・広川（東京・日大）
吉本・大城（東京・専大）２─０

市川・大岩（愛知・名電工高職員）
三木・関（東京・中大）２─０

高橋・清水（東京・慶大）
▼準決勝
木村・竹島	 18、-18、18	 星野・伊藤
三木・関	 -16、11、14	 吉本・大城
▼決勝
木村興治・竹島貴子　19、-13、17	
	 	 三木圭一・関正子

□シニア
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）２─０

桑城晋一（兵庫・神戸経済局）
三浦明（宮城・仙台高）２─１

榊田光雄（北海道・函館巴小）
今泉敬介（東京・太陽クラブ）２─１

辻田陽二郎（大阪・八木商店）
石清（東京・太陽クラブ）２─０

波部正三（大阪・マルナミ書店）
▼準決勝
河野	 15、-17、11	 三浦
今泉	 16、16	 石
▼決勝
今泉敬介	 16、18	 河野巧

□ベテラン
▼準々決勝
野村堯（東京・サンフレンド）２─１

中村要蔵（東京・ベテランクラブ）
三木照夫（兵庫・七福相互銀行）２─１

古田安通（福岡・三井三池）

林八郎（岐阜・三菱中津川）２─０
河田安夫（東京・亀戸ゴム）

戸塚和美（埼玉・浦和クラブ）２─０
福本勝正（東京・東星会）

▼準決勝
三木	 15、15	 野村
戸塚	 -18、17、22	 林
▼決勝
戸塚和美	 19、19	 三木照夫

□男子ジュニア
▼準々決勝
梨本甫（東京・中大杉並高）２─０

吉見康二（東京・関東商工高）
宮之原正治（鹿児島・鹿児島商高）２─０

角倉正男（福岡・福岡商業高）
馬場園憲（愛知・名電工高）２─１

石井清彦（東京・関東商工高）
水谷史郎（東京・高輪高）２─０

奥野不二彦（福岡・大牟田高）
▼準決勝
梨本	 12、16	 宮之原
馬場園	 14、13	 水谷
▼決勝
馬場園憲	 11、15	 梨本甫

□女子ジュニア
▼準々決勝
富重宣子（山口・柳井高）２─０

矢崎悦子（山梨・甲府高）
浅枝敏子（広島・広島女商高）２─１

名取朱美（山口・柳井高）
藤村美智子（京都・華頂高）２─０

浜治恵（東京・跡見学園高）
富田洋子（愛知・中京女高）２─１

藤井美枝子（山口・柳井高）
▼準決勝
浅枝	 -10、14、26	 富重
富田	 19、13	 藤村
▼決勝
富田洋子	 17、19	 浅枝敏子

□オープン
▼準々決勝
井坂信太郎（東京・無）２─０

小泉友明（東京・いそじ会）
野平吉衛（千葉・成球会）２─０

高橋秀史（東京・無）
外山博之（東京・TKクラブ）２─１

人見節夫（兵庫・兵庫OB）
秋月胤雄（東京・ベテランクラブ）２─０

古作常三郎（東京・いそじ会）
▼準決勝
野平	 16、16	 井坂
外山	 -20、16、18	 秋月
▼決勝
野平吉衛	 18、13	 外山博之

昭和38年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニア・オープンの部）

昭和38年12月5～8日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
三木圭一（東京・中大）3─１

相川雄二（兵庫・関学大）
野平孝雄（東京・専大）3─０

太田貞夫（東京・日大）
木村興治（東京・ゼネラル物産）3─０

矢吹嘉昭（東京・早大）
小中健（東京・法大）3─１	田村敏明（東京・明大）
▼準決勝
三木	 18、12、20	 野平
小中	 -17、12、-15、14、16	 木村
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▼決勝
小中健	 12、-21、16、16	 三木圭一

□女子シングルス
▼準々決勝
関正子（東京・中大）3─０

永倉道子（東京・東洋レーヨン）
中山千鶴子（東京・東洋レーヨン）3─０

深津尚子（東京・慶大）
磯村淳（東京・専大）3─１	太田雅子（東京・専大）
伊藤和子（大阪・ナンバ一番）3─０

竹島貴子（東京・東洋レーヨン）
▼準決勝
関	 15、16、18	 中山
伊藤	 16、-18、19、-19、18	 磯村
▼決勝
関正子	 5、-14、16、-10、6	 伊藤和子

□男子ダブルス
▼準々決勝
福島・吉本（東京・シチズン時計・専大）２─０

高橋・川中（東京・慶大）
矢吹・小枝（東京・早大）２─１

児玉・川瀬（大阪・関学）
野平・森川（東京・専大）２─１

木村・上田（東京・ゼネラル物産・無）
新開・小林（東京・早大）２─０

大橋・反畑（東京・日大）
▼準決勝
福島・吉本	 13、-20、18	 矢吹・小枝
新開・小林	 15、17	 野平・森川
▼決勝
新開卓・小林健一	 16、19	 福島萬治・吉本忠義	

□女子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・山中（大阪・ナンバ一番）２─０

磯村・大城（東京・専大）
永倉・竹島（東京・東洋レーヨン）２─０

森脇・藤村（大阪・積水化学）
栗田・徳重（東京・専大）２─１

太田・尾形（東京・専大・日興証券）
中山・岸（東京・東洋レーヨン）２─０

関・山中（東京・中大）
▼準決勝
伊藤・山中	 -14、19、12	 永倉・竹島
中山・岸	 14、13	 栗田・徳重
▼決勝
伊藤和子・山中教子	 17、9	 中山千鶴子・岸純子

□混合ダブルス
▼準々決勝
江頭・山中（大阪・積水化学・ナンバ一番）２─０
木村・竹島（東京・ゼネラル物産・東洋レーヨン）

高橋・清水（東京・慶大）２─１
新庄・藤村（大阪・積水化学）

伊東・石坂（三重・中京大）２─０
福島・尾形（東京・シチズン時計・日興証券）

片山・畑山（山口・帝人岩国）２─０
三木・関（東京・中大）

▼準決勝
江頭・山中	 -18、18、13	 高橋・清水
伊東・石坂	 17、16	 片山・畑山
▼決勝
伊東隆弘・石坂美智子		20、19	江頭新生・山中教子	

□シニア
▼準々決勝
今泉敬介（東京・太陽クラブ）２─０

北林六郎（東京・東星会）
辻田陽二郎（大阪・八木商店）２─０

鈴木祥司（東京・無）
波部正三（大阪・マルナミ書店）２─０

石清（東京・太陽クラブ）

河野巧（広島・東洋工業）２─１
矢島儀蔵（兵庫・川鉄）

▼準決勝
辻田	 12、11	 今泉
河野	 18、14	 波部
▼決勝
辻田陽二郎	 20、14	 河野巧

□ベテラン
▼準々決勝
戸塚和美（埼玉・山田ラケット）２─１

田上亀四男（熊本・日本卓球KK）
河田安夫（東京・亀戸ゴム）２─０

林八郎（岐阜・三菱中津川）
野村堯（東京・サンフレンド）２─０

福本勝正（東京・東星会）
三木照夫（兵庫・七福銀行）２─１

中村要蔵（東京・賞勲部）
▼準決勝
河田	 17、19	 戸塚
三木	 16、20	 野村
▼決勝
三木照夫	 19、12	 河田安夫

□男子ジュニア
▼準々決勝
河野満（青森・青森商業高）２─０

荻野直之（愛知・名電工高）
原田克己（京都・東山高）２─０

長谷川信彦（愛知・名電工高）
宮本武明（和歌山・新宮高）２─０

馬淵常美（京都・東山高）
石井清彦（東京・関東商工高）２─１

馬場千明（東京・日大一高）
▼準決勝
河野	 11、17	 原田
石井	 -20、15、16	 宮本
▼決勝
石井清彦	 20、-12、20	 河野満

□女子ジュニア
▼準々決勝
速水香（京都・精華女高）２─０

田中絹子（静岡・誠心高）
大島洋子（栃木・真岡女高）２─０

市川八重子（愛知・桜丘高）
増山トク（栃木・真岡女高）２─０

谷村淑子（東京・武蔵野高）
阪本義枝（大阪・四天王寺高）２─１

藤井美枝子（山口・柳井高）
▼準決勝
大島	 16、11	 速水
阪本	 14、13	 増山
▼決勝
大島洋子	 13、-14、13	 阪本義枝

□オープン
▼準々決勝
野平吉衛（千葉・成球会）２─０

石井丈之介（新潟・第一港湾建設局）
古作常三郎（東京・いそじ会）２─１

伊藤海風（東京・いそじ会）
坂口友吉（鳥取・倉吉北高）２─０

秋月胤雄（東京・ベテランクラブ）
有井住夫（大阪・無）　　２─０	 松沢茂（静岡）
▼準決勝
古作	 11、-12、16	 野平
坂口	 11、18	 有井
▼決勝
坂口友吉	 2、21	 古作常三郎

昭和39年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニア・オープンの部）

昭和39年12月3～6日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小中健（東京・リコー）3─１

新開卓（秋田・秋田銀行）
高橋浩（東京・シチズン時計）3─０

野平孝雄（東京・専大）
木村興治（東京・ゼネラル物産）3─１

神田衛治（兵庫・サンフレンド）
福島萬治（東京・シチズン時計）3─２

菅原清春（神奈川・慶大）
▼準決勝
小中	 -20、13、11、-17、16	 高橋
木村	 13、14、14	 福島
▼決勝
木村興治	 18、19、-17、-15、19	 小中健

□女子シングルス
▼準々決勝
山中教子（大阪・ナンバ一番）3─２

関正子（愛知・旭精機）
深津尚子（東京・慶大）3─１

加藤治子（大阪・樟蔭女大）
森澤幸子（東京・専大）3─０

中山千鶴子（東京・東洋レーヨン）
磯村淳（東京・専大）		3─２	下山智子（東京・専大）
▼準決勝
山中	 -15、15、8、14	 深津
磯村	 -19、7、19、-16、16	 森澤
▼決勝
山中教子	 16、-18、-21、23、21	 磯村淳

□男子ダブルス
▼準々決勝
正木・有本（東京・専大）２─１

荻村・小中（東京・青卓会・リコー）
川瀬・平松（大阪・関学）２─０

野平・森川（東京・専大）
田村・瀬川（大阪・積水化学）２─０

高橋・川中（東京・シチズン時計・慶大）
福島・吉本（東京・シチズン時計・専大）２─１

田原・渡辺（東京・立大）
▼準決勝
正木・有本	 20、15	 川瀬・平松
福島・吉本	 18、-19、17	 田村・瀬川
▼決勝
正木光久・有本登				18、12	 福島萬治・吉本忠義

□女子ダブルス
▼準々決勝
中山・岸（東京・東洋レーヨン）２─０

岩本・原口（東京・明治生命）
磯村・大城（東京・専大）２─０

石坂・江原（三重・中京大）
関・竹下（愛知・旭精機）２─１

下山・森澤（東京・専大）
山中・吉村（東京・中大）２─０

山中・永田（大阪・ナンバ一番）
▼準決勝
磯村・大城	 12、-22、17	 中山・岸
関・竹下	 14、20	 山中・吉村
▼決勝
関正子・竹下ナツミ	 23、16	 磯村淳・大城昌子

□混合ダブルス
▼準々決勝
星野・加藤（大阪 ･ワールドスポーツ ･樟蔭女大）

２─１　吉本・大城（東京・専大）
三木・関（東京・日興証券／愛知・旭精機）２─１

根村・山中（東京・中大）
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日比野・磯村（東京・専大）２─０
相川・新井（大阪・関大・樟蔭女大）

江頭・山中（大阪・積水化学・ナンバ一番）２─１
野平・森澤（東京・専大）

▼準決勝
三木・関	 20、19	 星野・加藤
日比野・磯村	 16、18	 江頭・山中
▼決勝
三木圭一・関正子　-15、16、14	
	 	 日比野多賀治・磯村淳	

□シニア
▼準々決勝
辻田陽二郎（大阪・八木商店）２─０

川原俊二（福岡・大門歯科）
沖野務（広島・東洋工業）２─１

桑城晋一（兵庫・神戸市役所）
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）２─０

今泉敬介（東京・太陽クラブ）
玉井武（福岡・八幡製鉄）２─１

河野巧（広島・東洋工業）
▼準決勝
辻田	 15、14	 沖野
矢島	 15、16	 玉井
▼決勝
辻田陽二郎	 18、15	 矢島儀蔵

□ベテラン
▼準々決勝
三木照夫（兵庫・七福相互）２─０

中川登（神奈川・日産自動車）
野村堯（東京・サンフレンド）２─１

林八郎（岐阜・三菱電機）
戸塚和美（埼玉・浦和クラブ）２─１

中村要蔵（東京・賞勲局）
河田安夫（東京・亀戸ゴム）２─０

田上亀四男（熊本・サンフレンド）
▼準決勝
野村	 11、-18、8	 三木
戸塚	 19、18	 河田
▼決勝
野村堯	 12、-18、19	 戸塚和美

□男子ジュニア
▼準々決勝
河野満（青森・青森商業高）２─０

内野国芳（東京・日大一高）
河原智（神奈川・横浜商業高）２─０

馬淵常美（京都・東山高）
馬場千明（東京・日大一高）２─０

岡田久治（京都・東山高）
加藤優（岐阜・中津商業高）２─１

柏恵一（東京・高輪商業高）
▼準決勝
河野	 16、-17、9	 河原
馬場	 -15、19、5	 加藤
▼決勝
河野満	 14、16	 馬場千明

□女子ジュニア
▼準々決勝
阪本義枝（大阪・四天王寺高）２─０

田村小夜子（京都・精華高）
松本ちい子（栃木・宇都宮高）２─０

井上キヨ子（山形・城北女高）
福野美恵子（富山・富山女高）２─１

浜田美穂（高知・土佐女高）
増山トク（栃木・真岡女高）２─１

小野恵美子（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
阪本	 19、14	 松本
増山	 11、10	 福野
▼決勝
阪本義枝	 6、11	 増山トク

□オープン
▼準々決勝
絹谷与吉（東京・いそじ会）２─０

坂口友吉（島根・倉吉北高職）
富田四郎（大阪・野村貿易）２─０

秋月胤雄（東京・ベテランクラブ）
人見節夫（兵庫・兵庫OB）２─０

福島徳夫（大阪・大阪ベテランクラブ）
宮川旭（大阪・大阪タイプオフ印刷）２─０

有井住男（大阪・阪急電鉄）
▼準決勝
富田	 16、9	 絹谷
宮川	 12、17	 人見
▼決勝
富田四郎	 14、17	 宮川旭

昭和40年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニア・オープンの部）

昭和40年12月2～5日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
木村興治（東京・ゼネラル物産）3─１

三木圭一（東京・青卓会）
高橋浩（東京・シチズン時計）3─１

松原正和（大阪・積水化学）
長谷川信彦（愛知・愛知工大）3─０

福島萬治（東京・シチズン時計）
相川雄二（兵庫・関学）3─０

田村敏明（大阪・積水化学）
▼準決勝
木村	 -14、7、17、-23、16	 高橋
長谷川	 8、16、12	 相川
▼決勝
長谷川信彦	 20、21、-16、20	 木村興治

□女子シングルス
▼準々決勝
山中教子（東京・青卓会）3─１

永倉道子（東京・東洋レーヨン）
森澤幸子（東京・専大）3─１

関正子（愛知・旭精機）
下山智子（東京・専大）3─２

深津尚子（東京・慶大）
磯村淳（東京・青卓会）3─１

広田佐枝子（東京・専大）
▼準決勝
森澤	 18、-21、19、-18、19	 山中
下山	 18、17、16	 磯村
▼決勝
森澤幸子	 -17、8、17、19	 下山智子

□男子ダブルス
▼準々決勝
斉藤・鍵本（東京・早大）２─１

奈良・三上（青森・明大）
新開・木村（秋田・秋田銀行・ゼネラル物産）２─０

川瀬・島田（和歌山・関学OB・第一火災海上）
長谷川・馬場園（愛知・愛知工大）２─１

高橋・福島（東京・シチズン時計）
大野・北村（東京・専大）２─１

西条・川島（東京・中大）
▼準決勝
斉藤・鍵本	 -14、14、18	 新開・木村
長谷川・馬場園	 16、-13、12	 大野・北村
▼決勝
斉藤敏男・鍵本肇			15、21	 長谷川信彦・馬場園憲

□女子ダブルス
▼準々決勝
阪本・広田（東京・専大）２─０

武田・岸（東京・東洋レーヨン）
境田・尾形（東京・昭和女大・日興証券）２─１

田中・玉本（東京・朝日生命）

森澤・下山（東京・専大）２─１
磯村・橋本（東京・青卓会・三井生命）

浅枝・直井（東京・専大）２─１
武市・仲（京都・京都女大）

▼準決勝
境田・尾形	 19、18	 阪本・広田
森澤・下山	 15、11	 浅枝・直井
▼決勝
森澤幸子・下山智子	10、25	 境田美智子・尾形正子

□混合ダブルス
▼準々決勝
伊藤・広田（東京・専大）２─１

三木・関（東京・青卓会／愛知・旭精機）
木村・竹島（東京・ゼネラル物産・東洋レ）２─１
星野・加藤（大阪・ワールドスポーツ・樟蔭女大）

野平・森澤（東京・専大）２─１
江頭・山中（大阪・積水化学／東京・青卓会）

長谷川・田中（愛知・愛知工大・旭精機）２─０
増田・中坂（兵庫・関学）

▼準決勝
木村・竹島	 17、11	 伊藤・広田
長谷川・田中	 17、-17、16	 野平・森澤
▼決勝
長谷川信彦・田中友子		19、16	 木村興治・竹島貴子	

□シニア
▼準々決勝
辻田陽二郎（大阪・八木商店）２─１

波部正三（大阪・マルナミ書店）
河野巧（広島・東洋工業）２─０

山根将美（愛知・スーパードール）
今泉敬介（東京・太陽クラブ）２─０

鈴木祥二（埼玉・日本ピストン）
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）２─０

二上貞夫（東京・新宿卓球会）
▼準決勝
辻田	 17、19	 河野
矢島	 16、11	 今泉
▼決勝
矢島儀蔵	 16、15	 辻田陽二郎

□ベテラン
▼準々決勝
鳴海誠二（青森・津軽ナショナル）２─１

河村鉄男（岐阜・大洋紡績）
河田安夫（東京・三井生命）２─０

相原禧一（大阪・丸紅飯田）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）２─０

三木照夫（兵庫・七福相互）
北林六郎（東京・東星会）２─０

長沢義高（東京・国税局）
▼準決勝
河田	 8、12	 鳴海
北林	 15、-10、19	 沢崎
▼決勝
河田安夫	 8、16	 北林六郎

□男子ジュニア
▼準々決勝
田阪登紀夫（京都・東山高）２─０

白沢秀男（東京・日大一高）
北村隆（東京・高輪高）２─０

今野裕二郎（東京・日大一高）
仲村渠功（大阪・泉南高）２─０

中山登（新潟・新潟商高）
西村恒男（千葉・銚子商高）２─０

西村卓二（富山・富山商高）
▼準決勝
北村	 -22、19、17	 田阪
仲村渠	 19、18	 西村
▼決勝
仲村渠功	 11、18	 北村隆
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全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

□女子ジュニア
▼準々決勝
大関行江（大阪・四天王寺高）２─１

松本チイ子（栃木・宇都宮女商高）
大村弘子（大阪・四天王寺高）２─０

大島文江（栃木・真岡女高）
小川敦子（埼玉・浦和商高）２─１

平野美恵子（静岡・誠心高）
米本恵子（愛知・愛知淑徳高）２─１

小野恵美子（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
大関	 15、11	 大村
小川	 17、-12、10	 米本
▼決勝
大関行江	 12、12	 小川敦子

□オープン
▼準々決勝
高木竜雄（東京・無）２─０

山本弥一郎（大阪・関大クラブ）
坂口友吉（鳥取・由良育英高）２─０

秋山胤雄（東京・無）
河井務（大阪・池田回生病院）２─０

有井住夫（大阪・阪急電鉄）
野上令介（東京・太陽クラブ）２─０

川上正（大阪・伊藤忠商事）
▼準決勝
坂口	 12、19	 高木
野上	 18、16	 河井
▼決勝
野上令介	 17、-10、17	 坂口友吉

昭和41年度全日本選手権大会
（一般・シニア・ベテラン・ジュニア・オールドベテランの部）

昭和41年11月21～27日、於：愛知県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（愛知・愛知工大）3─０

北村秀樹（東京・専大）
木村興治（東京・ゼネラル物産）3─１

福島萬治（東京・シチズン時計）
高橋浩（東京・シチズン時計）3─０

三木圭一（東京・青卓会）
鍵本肇（東京・早大）3─０	 河野満（東京・専大）
▼準決勝
長谷川	 -17、21、12、19	 木村
高橋	 12、18、-15、-18、16	 鍵本
▼決勝
長谷川信彦	 12、14、17	 高橋浩

□女子シングルス
▼準々決勝
森澤幸子（東京・大生信用）3─０

藤原ヨシ子（兵庫・日本生命）
伊藤和子（大阪・樟蔭大OG）3─１

広田佐枝子（東京・専大）
山中教子（東京・青卓会）3─０

畑山房江（山口・帝人岩国）
深津尚子（東京・慶大）3─１

境田美智子（東京・昭和女大）
▼準決勝
森澤	 13、15、-10、18	 伊藤
山中	 18、11、16	 深津
▼決勝
山中教子	 17、16、-20、12	 森澤幸子

□男子ダブルス
▼準々決勝
田中・加藤（岐阜・大洋紡績・大正大）２─０

伊東・玉井（静岡・日本楽器）
田村・瀬川（大阪・彌生会）２─０

高橋・福島（東京・シチズン時計）

木村・新開（秋田・ゼネラル物産・秋田銀行）
２─０　宇津・塩井（大阪・近畿大）

長谷川・馬場園（愛知・愛知工大）２─０
吉田・中島（愛知・愛知工大）

▼準決勝
田中・加藤	 19、-15、17	 田村・瀬川
木村・新開	 -10、16、10	 長谷川・馬場園
▼決勝
田中英也・加藤優	 13、11	 木村興治・新開卓	

□女子ダブルス
▼準々決勝
森澤・下山（東京・大生信用／静岡・日本楽器）

２─０　小野・浜田（東京・中大）
磯村・橋本（東京・青卓会・三井生命）２─１

清水・藤原（兵庫・日本生命）
浅枝・直井（東京・専大）２─１

仲・武市（京都・京都女大）
山中・深津（東京・青卓会・慶大）２─０

境田・尾形（東京・昭和女大・日興証券）
▼準決勝
磯村・橋本	 11、15	 森澤・下山
浅枝・直井	 18、-6、17	 山中・深津
▼決勝
浅枝敏子・直井敏子　17、-17、17	
	 	 磯村淳・橋本トシ子

□混合ダブルス
▼準々決勝
吉見・佐竹（東京・國學院大・富士短大）２─１

赤山・藤原（兵庫・関西大・日本生命）
山内・小浜（宮城・東北学院大）２─１

星野・加藤（大阪・ワールドスポーツ）
高橋・深津（東京・シチズン時計・慶大）２─１

伊藤・広田（東京・専大）
三木・山中（東京・青卓会）２─０

野平・森澤（東京・シチズン時計・大生信用）
▼準決勝
吉見・佐竹	 18、-19、11	 山内・小浜
三木・山中	 15、16	 高橋・深津
▼決勝
三木圭一・山中教子	 13、12	 吉見康二・佐竹順子

□シニア
▼準々決勝
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）２─０

桑城晋一（兵庫・神戸市庁）
今泉敬介（東京・太陽クラブ）２─１

波部正三（大阪・マルナミ書店）
河野巧（広島・東洋工業）２─０

二上貞夫（東京・富士短大クラブ）
山根将光（愛知・スーパードール）２─０

北地稔行（東京・中野クラブ）
▼準決勝
矢島	 12、9	 今泉
山根	 17、14	 河野
▼決勝
矢島儀蔵	 18、18	 山根将光

□ベテラン
▼準々決勝
河田安夫（東京・三井生命）２─０

長沢義高（東京・国税局）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）２─０

福本勝正（東京・東星会）
河村鉄夫（岐阜・大洋紡績）２─１

鳴海誠二（青森・黒石卓研）
相原禧一（大阪・丸紅飯田）２─０

北林六郎（東京・東星会）
▼準決勝
河田	 19、14	 沢崎
相原	 17、4	 河村
▼決勝
河田安夫	 11、18	 相原禧一

□男子ジュニア
▼準々決勝
木内博（埼玉・熊谷商高）２─０

今野祐二郎（東京・日大一高）
鈴木茂（神奈川・相模工大附高）２─１

岩田秀夫（愛知・津島商高）
藤原孝志（徳島・徳島市商高）２─１

佐藤伸明（京都・東山高）
高橋行光（京都・東山高）２─１

福田武（富山・高岡工高）
▼準決勝
木内	 18、18	 鈴木
高橋	 18、12	 藤原
▼決勝
高橋行光	 -17、12、20	 木内博

□女子ジュニア
▼準々決勝
今野安子（岩手・久保学園高）２─１

小椋純子（岡山・山陽商高）
児玉裕美子（山口・柳井商工高）２─０

小餅久美子（神奈川・京浜女高）
村上静代（大阪・四天王寺高）２─０

山口真知子（神奈川・京浜女高）
藤田節子（青森・青森商高）２─０

林節子（香川・高瀬高）
▼準決勝
今野	 17、19	 児玉
村上	 19、19	 藤田
▼決勝
村上静代	 -18、7、18	 今野安子

□オールドベテラン
▼準々決勝
野上令介（東京・太陽クラブ）２─０

野本登（長野・自営）
佐藤光男（青森・青森商OB）２─１

篠原賢至（東京・TKクラブ）
住野直春（東京・ベテランクラブ）２─０

人見節夫（兵庫・兵庫OB）
坂口友吉（鳥取・由良育英）２─０

秋月胤雄（東京・兵庫OB）
▼準決勝
佐藤	 17、4	 野上
坂口	 19、20	 住野
▼決勝
佐藤光男	 13、19	 坂口友吉

昭和42年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和42年11月27日～12月3日、於：愛知県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（愛知・愛知工大）3─０

田阪登紀夫（東京・早大）
木村興治（東京・ゼネラル石油）3─１

河野満（旺文社）
西飯徳康（東京・東京青果）3─０

前出猛男（東京・中大）
伊藤繁雄（東京・専大）3─０

高橋浩（東京・シチズン時計）
▼準決勝
木村	 -15、13、-15、13、18	 長谷川
伊藤	 13、16、19	 西飯
▼決勝
伊藤繁雄	 15、-8、12、-18、16	 木村興治

□女子シングルス
▼準々決勝
大関行江（東京・青山学院大）3─０

森澤幸子（東京・大生信用組合）
福野美恵子（東京・専大）3─０

藤原ヨシ子（大阪・日本生命）

※シニア以上の年齢別種目は昭和42年度より分離し、全日本社会人選手権の種目となった 17
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平野美恵子（東京・専大）3─１
浜田美穂（東京・中大）

清水照美（大阪・日本生命）3─０
井上キヨ子（東京・専大）

▼準決勝
大関	 13、16、10	 福野
清水	 15、10、16	 平野
▼決勝
大関行江	 13、-12、13、9	 清水照美

□男子ダブルス
▼準々決勝
田中・加藤（岐阜・大洋紡績／東京・大正大）

２─１　吉富・大屋（福岡・福岡工大）
北・辻（静岡・日本楽器）２─０

伊東・玉名（静岡・日本楽器）
鍵本・斉藤（東京・早大・サンフレンド）２─０

高橋・福島（東京・シチズン時計）
伊藤・河野（東京・専大）２─１

前出・穀田（東京・中大）
▼準決勝
田中・加藤	 10、13	 北・辻
伊藤・河野	 19、8	 鍵本・斉藤
▼決勝
伊藤繁雄・河野満	 16、23	 田中英也・加藤優

□女子ダブルス
▼準々決勝
浜田・小野（東京・中大）２─１

深尾・大場（愛知・中京大）
永田・下山（静岡・日本楽器）２─１

佐藤・本橋（東京・中大）
広田・福野（東京・専大）２─０

増山・大島（東京・和洋女大）
清水・藤原（大阪・日本生命）２─０

仲・武市（京都・京都女大）
▼準決勝
浜田・小野	 13、10	 永田・下山
清水・藤原	 15、16	 広田・福野
▼決勝
浜田美穂・小野恵美子　15、14	
	 	 清水照美・藤原ヨシ子

□混合ダブルス
▼準々決勝
河原・大関（東京・早大・青山学院）２─１

長谷川・中家（愛知・愛知工大・旭精機工業）
伊藤・広田（東京・専大）２─０

桑原・森重（広島・専大）
馬淵・福野（東京・専大）２─１

前出・小野（東京・中大）
浅田・大場（愛知・愛知工大・中京大）２─０

笠井・福井（愛知・愛知工大・旭精機工業）
▼準決勝
河原・大関	 17、18	 伊藤・広田
馬淵・福野	 17、19	 浅田・大場
▼決勝
河原智・大関行江		17、12	 馬淵常美・福野美恵子	

□男子ジュニア
▼準々決勝
吉垣成二（埼玉・熊谷商高）２─１

佐藤隆志（神奈川・浅野高）
古賀法男（福岡・博多高）２─０

内藤良司（愛知・名電工高）
小岩勇（岩手・一ノ関修紅高）２─０

山本明朗（宮崎・宮崎高）
山本三次（愛知・名電工高）２─０

平川雅久（鹿児島・鹿児島商高）
▼準決勝
古賀	 17、14	 吉垣
山本	 13、8	 小岩
▼決勝
古賀法男	 17、21	 山本三次

□女子ジュニア
▼準々決勝
御子貝静江（栃木・宇都宮女高）２─１

下田とわ子（神奈川・京浜女高）
鈴木紀恵（愛知・高蔵女高）２─０

阪本礼子（大阪・四天王寺高）
中村洋子（青森・青森商業高）２─１

浜田美保（大阪・四天王寺高）
山田房子（東京・東京成徳高）２─０

山中みどり（栃木・宇都宮女商高）
▼準決勝
御子貝	 -17、19、19	 鈴木
中村	 17、17	 山田
▼決勝
中村洋子	 -17、17、15	 御子貝静江

昭和43年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和43年11月25日～12月1日、於：愛知県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
伊藤繁雄（東京・専大）3─０

大屋正彦（福岡・福岡工大）
井上哲夫（東京・専大）3─０

福島萬治（東京・シチズン時計）
河野満（東京・専大）3─１

前出猛男（福井・福井県庁）
長谷川信彦（愛知・愛知工大）3─０

田阪登紀夫（東京・早大）
▼準決勝
伊藤	 10、15、12	 井上
長谷川	 10、8、-15、-15、20	 河野
▼決勝
伊藤繁雄	 14、-19、20、-12、16	 長谷川信彦

□女子シングルス
▼準々決勝
広田佐枝子（東京・専大）3─２

伊藤和子（東京・大生信用組合）
小和田敏子（愛知・中京大）3─１

福野美恵子（東京・専大）
阪本義枝（東京・専大）3─０

浜田美保（大阪・四天王寺高）
森澤幸子（東京・大生信用組合）3─０

平野美恵子（東京・専大）
▼準決勝
小和田	 -17、18、-17、11、17	 広田
森澤	 14、-18、10、10	 阪本
▼決勝
小和田敏子	 -23、14、-17、19、16	 森澤幸子

□男子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・河野（東京・専大）２─０

スゲン・ウトモ・浅田（愛知・愛知工大）
河原・田阪（東京・早大）２─１

笠井・熊地（愛知・愛知工大）
小枝・岡田（東京・シチズン時計・早大）２─０

田村・森（愛知・中京大）
長谷川・近藤（愛知・愛知工大）２─１

田中・加藤（岐阜・大洋紡績・大正大）
▼準決勝
伊藤・河野	 20、14	 河原・田阪
長谷川・近藤	 12、-18、12	 小枝・岡田
▼決勝
伊藤繁雄・河野満			16、16	 長谷川信彦・近藤有慶	

□女子ダブルス
▼準々決勝
小和田・今野（愛知・中京大・愛知工大）２─０

伊藤・徳重（東京・大生信用組合）
玉井・館山（青森・青森山田高）２─０

深尾・大場（愛知・中京大）

広田・福野（東京・専大）２─１
木村・祖父江（愛知・中京大）

清水・藤原（兵庫・日本生命）２─１
森澤・大関（東京・大生信用組合・青学大）

▼準決勝
小和田・今野	 13、15	 玉井・館山
広田・福野	 9、15	 清水・藤原
▼決勝
小和田敏子・今野安子　16、-12、14	
	 	 広田佐枝子・福野美恵子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
河原・大関（東京・早大・青学大）２─１

相川・阪本（大阪・早川電機・専大）
井上・平野（東京・専大）２─０

前出・小野（東京・福井県庁・中央大）
伊藤・広田（東京・専大）２─０

柏原・藤原（兵庫・関大・日本生命）
長谷川・今野（愛知・愛知工大）２─０

宇津・市原（大阪・近大OB・樟蔭女大）
▼準決勝
河原・大関	 -10、18、19	 井上・平野
長谷川・今野	 20、-19、19	 伊藤・広田
▼決勝
長谷川信彦・今野安子			19、17	 河原智・大関行江	

□男子ジュニア
▼準々決勝
日浦孝治（徳島・徳島市高）２─１

斉藤竜二（神奈川・相模工大附高）
橘正彦（京都・東山高）２─１

加賀美一行（神奈川・相模工大附高）
高島則夫（大阪・近大附属高）２─０

安藤守（愛知・名電工高）
村上博巳（京都・東山高）２─１

宮島芳幸（愛知・名電工高）
▼準決勝
日浦	 17、-18、15	 橘
村上	 -19、19、20	 高島
▼決勝
村上博巳	 -18、18、14	 日浦孝治

□女子ジュニア
▼準々決勝
斉藤利江（群馬・桐丘高）２─１

保永由美（山口・柳井商工高）
大関政江（東京・淑徳学園高）２─０

大森淳子（愛知・桜丘高）
神代すみ子（京都・京都女高）２─０

田中ゆう子（神奈川・京浜女高）
阿部多津子（宮城・仙台白百合高）２─０

森知子（京都・明徳高）
▼準決勝
大関	 -20、19、21	 斉藤
阿部	 17、20	 神代
▼決勝
大関政江	 -12、20、14	 阿部多津子

昭和44年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和44年12月5～8日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
伊藤繁雄（東京・タマス）3─１

笠井賢二（愛知・愛工大職）
井上哲夫（東京・専大）3─１

田阪登紀夫（東京・早大）
河野満（東京・旺文社）3─０

阿部勝幸（東京・専大）
長谷川信彦（東京・タマス）3─０

今野裕二郎（東京・早大）
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▼準決勝
伊藤	 19、-9、18、14	 井上
長谷川	 6、20、20	 河野
▼決勝
長谷川信彦	 16、9、-18、12	 伊藤繁雄

□女子シングルス
▼準々決勝
小和田敏子（愛知・中京大）3─１

深尾久子（愛知・中京大OG）
榊原倫子（東京・日大）3─１

福野美恵子（東京・専大）
今野安子（愛知・愛工大）3─０

渡辺恵美子（東京・富士卓友会）
大場恵美子（愛知・中京大）3─１

吉瀬照美（東京・専大）
▼準決勝
小和田	 20、-10、19、13	 榊原
今野	 -11、16、-17、19、9	 大場
▼決勝
小和田敏子	 13、7、21	 今野安子

□男子ダブルス
▼準々決勝
河野・西飯（東京・旺文社・サンフレンド）２─０

近藤・鎌田（愛知・愛工大）
田阪・今野（東京・早大）２─０

福島・高橋（東京・シチズン時計）
笠井・熊地（愛知・愛工大職・愛工大）２─０

仲村渠・阿部（東京・専大）
伊藤・長谷川（東京・蝶友クラブ）２─１

鈴木・高橋（東京・中大）
▼準決勝
田阪・今野	 17、-22、13	 河野・西飯
伊藤・長谷川	 -19、7、17	 笠井・熊地
▼決勝
伊藤繁雄・長谷川信彦　15、16	
	 	 田阪登紀夫・今野裕二郎

□女子ダブルス
▼準々決勝
小和田・今野（愛知・中京大・愛工大）２─０

山口・野村（東京・大生信用・富士卓友会）
小野・浜田（東京・中大）２─１

大村・祖父江（愛知・中京大）
福野・平野（東京・専大）２─０

本橋・小沼（東京・中大）
森重・松沢（東京・専大）２─０

行田・天野（山口・武田薬品）
▼準決勝
小和田・今野	 -17、12、19	 小野・浜田
福野・平野	 17、13	 森重・松沢
▼決勝
福野美恵子・平野美恵子　14、-20、19	
	 	 小和田敏子・今野安子

□混合ダブルス
▼準々決勝
近藤・今野（愛知・愛工大）２─０

川瀬・樫合（和歌山・川瀬時計・樟蔭女大）
馬淵・福野（静岡・東京・日本楽器・専大）２─１

河野・山口（東京・旺文社・大生信用）
長谷川・大関（東京・蝶友クラブ・青学大）２─０

森・小和田（愛知・中京大）
伊藤・阪本（東京・蝶友クラブ・専大）２─０

柴田・下田（東京・早大・富士短大）
▼準決勝
近藤・今野	 16、25	 馬淵・福野
長谷川・大関	 16、15	 伊藤・阪本
▼決勝
近藤有慶・今野安子　19、-10、16	
	 	 長谷川信彦・大関行江

□男子ジュニア
▼準々決勝
加賀美一行（神奈川・相模工大附属高）２─０

工藤進（青森・青森商高）
金沢光信（大阪・興国高）２─０

薄衣健吾（岩手・東和高）
後藤孝一（大分・大分商業高）２─１

黒田享（福岡・博多高）
田村隆（大阪・興国高）２─０

行則里志（広島・広島商業高）
▼準決勝
金沢	 21、18	 加賀美
田村	 18、18	 後藤
▼決勝
田村隆	 15、15	 金沢光信

□女子ジュニア
▼準々決勝
島本美津子（岡山・山陽女高）２─０

岩山美智子（富山・藤岡女高）
横田幸子（栃木・宇都宮女高）２─０

嵯峨由美子（岩手・久保学園高）
阿部弘子（秋田・由利高）２─０

枝野とみえ（岩手・久保学園高）
桜間芳子（大阪・四天王寺高）２─０

尾曲睦子（鹿児島・指宿商高）
▼準決勝
横田	 8、17	 島本
阿部	 20、7	 桜間
▼決勝
横田幸子	 10、11	 阿部弘子

昭和45年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和45年11月21～26日

於：三重県営総合競技場体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─０

西飯徳康（東京・サンフレンド）
井上哲夫（東京・専大）3─１

田阪登紀夫（東京・青卓会）
今野裕二郎（東京・早大）3─２

河野満（東京・旺文社）
伊藤繁雄（東京・蝶友クラブ）3─０

大屋正彦（静岡・日本楽器）
▼準決勝
長谷川	 10、15、17	 井上
今野	 -18、17、14、12	 伊藤
▼決勝
長谷川信彦	 18、10、-10、19	 今野裕二郎

□女子シングルス
▼準々決勝
山口朝子（東京・大生信用）3─２

小沼由紀子（東京・中大）
大関行江（東京・青山学院大）3─２

川守田幸子（宮城・東北学院大）
平野美恵子（東京・専大）3─２

伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）
小堀世津子（東京・中大）3─０

今野安子（愛知・愛知工大）
▼準決勝
大関	 16、18、8	 山口
平野	 14、15、-16、22	 小堀
▼決勝
大関行江	 -18、15、14、13	 平野美恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・長谷川（東京・蝶友クラブ）２─０

塩井・岡本（東京・アイデアル）

河野・西飯（東京・旺文社・サンフレンド）２─０
村上・大岡（京都・早大・中大）

井上・仲村渠（東京・専大）２─０
尾後・小林（東京・日大・明大）

田阪・今野（東京・青卓会・早大）２─０
永石・原武（福岡・福岡大）

▼準決勝
河野・西飯	 -18、18、17	 伊藤・長谷川
井上・仲村渠	 -10、20、16	 田阪・今野
▼決勝
井上哲夫・仲村渠功　-17、23、16	
	 	 河野満・西飯徳康	

□女子ダブルス
▼準々決勝
森重・松沢（東京・専大）２─０

伊藤・今野（愛知・愛工大）
福野・山口（東京・大生信用）２─０

小和田・会津（愛知・中京大職・中京大）
浜田・大関（東京・蝶友クラブ・青学大）２─０

小沼・阿部（東京・中大）
平野・阪本（東京・専大）２─０

角田・山崎（東京・三井生命）
▼準決勝
福野・山口	 -15、17、19	 森重・松沢
平野・阪本	 13、28	 浜田・大関
▼決勝
平野美恵子・阪本礼子　-18、19、19	
	 	 福野美恵子・山口朝子

□混合ダブルス
▼準々決勝
大和屋・伊藤（大阪 ･住友金属 ･大阪ベテラン会）
２─０　近藤・今野（愛知・刈谷市役所・愛工大）

伊藤・阪本（東京・蝶友クラブ・専大）２─１
森・小和田（愛知・三重県庁・中京大職）

馬淵・福野（静岡・日本楽器／東京・大生信用）
２─０　熊地・渡辺（愛知・愛工大）

長谷川・大関（東京・蝶友クラブ・青学大）２─０
柴田・下田（東京・早大・富士短大）

▼準決勝
伊藤・阪本	 21、-18、17	 大和屋・伊藤
長谷川・大関	 10、20	 馬淵・福野
▼決勝
長谷川信彦・大関行江	13、18	 伊藤繁雄、阪本礼子

□男子ジュニア
▼準々決勝
黒田享（福岡・博多高）２─１

加藤浩史（愛知・中京高）
久世雅之（大阪・興国高）２─０

三好敏雄（徳島・鳴門市立工高）
山下浩史（愛知・名電工高）２─１

熊谷淳（岩手・岩手高）
山田真（静岡・富士宮北高）２─１

田村明（埼玉・熊谷商高）
▼準決勝
黒田	 18、17	 久世
山田	 12、17	 山下
▼決勝
黒田享	 -21、18、23	 山田真

□女子ジュニア
▼準々決勝
猪狩栄子（神奈川・京浜女高）２─０

千葉美和子（岩手・久保高）
今野和江（秋田・由利高）２─０

高橋厚子（愛媛・済美高）
浜内真優子（大阪・四天王寺高）２─０

新岡恵子（愛媛・済美高）
枝野とみえ（岩手・久保高）２─０

長島加代子（長崎・純心高）
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▼準決勝
猪狩	 17、11	 今野
枝野	 -15、20、17	 浜内
▼決勝
猪狩栄子	 11、-15、18	 枝野とみえ

昭和46年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和46年12月3～7日

於：駒沢体育館・駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─１

中村孝太郎（東京・日大）
河野満（東京・旺文社）3─１

田阪登紀夫（東京・荻村商事）
井上哲夫（東京・シチズン時計）3─２

阿部勝幸（東京・専大）
古川敏明（千葉・荻村化学工業）3─１

今野裕二郎（東京・早大）
▼準決勝
長谷川	 9、16、-19、19	 河野
井上	 -19、17、10、19	 古川
▼決勝
長谷川信彦	 14、20、17	 井上哲夫

□女子シングルス
▼準々決勝
大関行江（東京・青学大OG）3─０

今野安子（愛知・愛工大）
福野美恵子（東京・大生信用）3─１

川守田幸子（東京・リコー）
浜田美穂（東京・蝶友クラブ）3─０

井上キヨ子（東京・シチズン）
野々山八重子（東京・富士短大）3─０

高瀬良子（東京・富士短大同好会）
▼準決勝
大関	 -14、23、6、4	 福野
浜田	 13、7、8	 野々山
▼決勝
大関行江	 -20、18、10、-20、15	 浜田美穂

□男子ダブルス
▼準々決勝
井上・仲村渠（東京・シチズン）２─１

三浦・松田（東京・大正大）
西村・加藤（東京・ミツミ電機）２─０

山内・船橋（東京・シチズン）
阿部・藤原（東京・専大）２─１

田阪・今野（東京・荻村商事・早大）
河野・西飯（東京・旺文社・東京強腕クラブ）

２─０永石・原（福岡・福岡大）
▼準決勝
井上・仲村渠	 17、12	 西村・加藤
河野・西飯	 17、-17、15	 阿部・藤原
▼決勝
井上哲夫・仲村渠功	 	20、22	 河野満・西飯徳康	

□女子ダブルス
▼準々決勝
井上・草野（東京・シチズン）２─０

伊藤・平野（大阪・大阪ベテラン会・樟蔭女大）
長洞・板野（岩手・久保学園）２─０

小沼・阿部（東京・中大）
浜田・大関（東京・蝶友クラブ・青学大OG）２─０

小野・高山（青森・青森山田高・田名部高）
今野・伊藤（愛知・愛工大）２─０

板橋・堀江（宮城・東北学院大）
▼準決勝
井上・草野	 -18、18、18	 長洞・板野
浜田・大関	 18、-16、12	 今野・伊藤

▼決勝
浜田美穂・大関行江　-18、15、19

井上キヨ子・草野良子

□混合ダブルス
▼準々決勝
長谷川・大関（東京・蝶友クラブ・青学大OG）

２─０　熊地・渡辺（愛知・日本電装・愛工大）
今野・山口（東京・早大・大生信用）２─０

金沢・今野（愛知・愛工大）
阿部・阪本（東京・専大）２─０

山内・本橋（東京・シチズン）
西飯・川守田（東京 ･東京強腕クラブ ･青学大OG）

２─０　吉田・浜田（東京・明大・蝶友クラブ）
▼準決勝
今野・山口	 -16、7、19	 長谷川・大関
阿部・阪本	 18、-24、12	 西飯・川守田
▼決勝
阿部勝幸・阪本礼子　19、16	
	 	 今野裕二郎・山口朝子	

□男子ジュニア
▼準々決勝
久世雅之（大阪・興国高）２─０

古川正雄（青森・青森山田高）
大宮久幸（高知・小津高）２─０

中村安孝（東京・日大一高）
阿部博幸（大阪・興国高）２─０

永瀬治一郎（東京・日大一高）
松岡宏（京都・東山高）２─１

亀永一正（山口・柳井商）
▼準決勝
久世	 16、15	 大宮
松岡	 -19、19、13	 阿部
▼決勝
久世雅之	 15、16	 松岡宏

□女子ジュニア
▼準々決勝
内田恒代（大阪・愛泉高）２─０

木下明子（兵庫・洲本高）
阪本由紀子（神奈川・京浜女高）２─０

佐藤咲子（愛知・名女大高）
藤田道子（徳島・鳴門高）２─１

水口律子（青森・東奥女高）
高村重乃（大阪・四天王寺高）２─０

北村令子（大阪・成蹊女高）
▼準決勝
内田	 13、19	 阪本
高村	 10、-17、9	 藤田
▼決勝
内田恒代	 13、19	 高村重乃

昭和47年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和47年12月5～10日、於：愛知県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─１

阿部勝幸（東京・協和醱酵）
田阪登紀夫（東京・青卓会）3─１

古川敏明（千葉・荻村商事）
今野裕二郎（東京・旺文社）3─１

河野満（東京・アストールクラブ）
高島則夫（大阪・近畿大）3─０

大屋正彦（静岡・日本楽器）
▼準決勝
長谷川	 14、-19、-19、15、20	 田阪
高島	 7、-17、15、20	 今野
▼決勝
高島則夫	 9、-11、5、17	 長谷川信彦

□女子シングルス
▼準々決勝
横田幸子（東京・中大）3─０

大関行江（東京・三井銀行）
枝野とみえ（東京・富士短大）3─０

野々山八重子（愛知・桜花学園職）
高瀬良子（東京・大生信用組合）3─２

福野美恵子（東京・大生信用組合）
今野安子（愛知・愛工大職）3─０

浜田美穂（東京・蝶友クラブ）
▼準決勝
横田	 11、-21、18、18	 枝野
高瀬	 16、15、11	 今野
▼決勝
横田幸子	 9、-16、17、16	 高瀬良子

□男子ダブルス
▼準々決勝
高島・岩見（大阪・近大）２─０

白沢・小山（東京・旺文社・日大）
田阪・今野（東京・青卓会・旺文社）２─０

田阪・政本（京都・同志社大）
伊藤・阿部（東京・蝶友クラブ・協和醱酵）２─１

古川・小川（千葉・荻村商事・川崎製鉄）
河野･西飯（東京･アストールクラブ･東京アームズ）

２─０　小園江・杉本（東京・サンフレンド）
▼準決勝
田阪・今野	 15、-19、19	 高島・岩見
伊藤・阿部	 -5、14、17	 河野・西飯
▼決勝
伊藤繁雄・阿部勝幸　20、13	
	 	 田阪登紀夫・今野裕二郎

□女子ダブルス
▼準々決勝
横田・島本（東京・中大）２─１

渡辺・猪狩（愛知・愛工大）
福野・山口（東京・大生信用組合）２─１

小沼・阿部（東京・中大）
今野・平野（愛知・愛工大職・旭精機工業）２─０

下田・田中（神奈川・日産自動車）
阪本・森田（東京・専大）２─０

枝野・長洞（東京・富士短大）
▼準決勝
福野・山口	 17、-14、20	 横田・島本
今野・平野	 19、18	 阪本・森田
▼決勝
今野安子・平野千恵子　11、20	
	 	 福野美恵子・山口朝子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
阿部・阪本（東京・協和醱酵・専大）２─０

田阪・大関（東京・青卓会・三井生命）
伊藤・浜田（東京・蝶友クラブ）２─０

小山・小沼（東京・日大・中央大）
西飯・西飯（東京・東京アームズ）２─１

長谷川・今野（東京・蝶友クラブ・愛工大職）
河野・横田（東京・アストールクラブ・中大）
２─０　今野・山口（東京・旺文社・大生信用組合）
▼準決勝
阿部・阪本	 19、9	 伊藤・浜田
西飯・西飯	 8、13	 河野・横田
▼決勝
阿部勝幸・阪本礼子　13、12	 西飯徳康・西飯幸子

□男子ジュニア
▼準々決勝
阿部博幸（大阪・興国高）２─０

内田雅則（広島・近大附福山高）
平野耕馬（岐阜・岐阜東高）２─０

松本昭二（山口・柳井商業高）
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古谷宏忠（神奈川・相模工大附高）２─０
五十嵐幸男（広島・近大附福山高）

中村安孝（東京・日大一高）２─０
郡幸弘（徳島・鳴門高）

▼準決勝
阿部	 13、17	 平野
古谷	 12、19	 中村
▼決勝
阿部博幸	 15、15	 古谷宏忠

□女子ジュニア
▼準々決勝
内田恒代（大阪・愛泉高）２─０

山形ひとみ（宮崎・都城商高）
後藤美根子（山形・城北女高）２─１

中井万里子（京都・華頂高）
山谷光子（青森・青森山田高）２─０

月里順子（京都・華頂高）
青木明美（東京・淑徳高）２─０

宇田澄子（愛媛・済美高）
▼準決勝
内田	 16、21	 後藤
青木	 21、15	 山谷
▼決勝
内田恒代	 12、17	 青木明美

昭和48年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和48年12月6～9日、於：駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼準々決勝
井上哲夫（東京・シチズン時計）3─２

高島規郎（大阪・近大）
河野満（東京・アストールクラブ）3─２

今野裕二郎（東京・旺文社）
古川敏明（東京・青卓会）3─０

仲村渠功（東京・シチズン時計）
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─０

阿部勝幸（東京・協和醱酵）
▼準決勝
井上	 11、13、-18、21	 河野
長谷川	 15、14、-20、-18、11	 古川
▼決勝
長谷川信彦	 21、-20、16、16	 井上哲夫

□女子シングルス
▼準々決勝
横田幸子（東京・中大）3─１

小野智恵子（東京・第一勧銀）
大関行江（東京・三井銀行）3─２

浜田美穂（東京・蝶友クラブ）
今野和枝（東京・青学大）3─２

猪狩栄子（愛知・愛工大）
阿部多津子（東京・中大）3─１

阿部弘子（秋田・中大）
▼準決勝
大関	 18、-9、-21、8、9	 横田
阿部	 -19、10、19、15	 今野
▼決勝
大関行江	 -17、15、10、13	 阿部多津子

□男子ダブルス
▼準々決勝
永石・原武（静岡・日本楽器）２─１

伊藤・阿部（東京・蝶友クラブ・協和醱酵）
古川・小川（千葉・日大OB・川鉄）２─１

高島・岩見（大阪・近大）
河野･西飯（東京･アストールクラブ･東京アームズ）

２─０　橋本・天海（大阪・近大）
田阪・今野（東京・青卓会・旺文社）２─１

井上・仲村渠（東京・シチズン時計）

▼準決勝
永石・原武	 14、18	 古川・小川
田阪・今野	 19、16	 河野・西飯
▼決勝
田阪登紀夫・今野裕二郎		15、17	永石幸久・原武進

□女子ダブルス
▼準々決勝
阪本・森田（東京・日本楽器・日興証券）２─１

葛巻・小野（東京・早大・第一勧銀）
高瀬・阿部（東京・大生信用組合・中大）２─１

小沼・阿部（東京・明治生命・中大）
枝野・長洞（東京・富士短大）２─１

浜田・大関（東京・蝶友クラブ・三井銀行）
横田・島本（東京・中大）２─０

伊藤・松村（大阪・大阪ベテラン会・日本生命）
▼準決勝
阪本・森田	 20、12	 高瀬・阿部
枝野・長洞	 -13、16、12	 横田・島本
▼決勝
枝野とみえ・長洞久美子　14、13	 	
	 	 阪本礼子・森田るみ子

□混合ダブルス
▼準々決勝
田村・小野（愛知・愛工大）２─１

阿部・阪本（静岡・協和醱酵・日本楽器）
薄衣・谷川（東京・専大）２─１

橋本・野内（大阪・近大・日本生命）
荒蒔・高瀬（東京・リコー・大生信用組合）２─０
	 	橋本・木下（東京・専大）
粂田・島本（東京・中大）２─１

前原・高山（東京・明大・青学大）
▼準決勝
田村・小野	 15、-18、16	 薄衣・谷川
荒蒔・高瀬	 11、20	 粂田・島本
▼決勝
田村隆・小野文子		6、-18、17	荒蒔基邦・高瀬良子	

□男子ジュニア
▼準々決勝
井上武弘（岡山・金光学園）２─１

河島国男（東京・日大一高）
岡田倫明（福岡・常磐高）２─１

小野誠治（愛媛・三瓶高）
坂本憲一（神奈川・相模工大附高）２─１

石谷悟（和歌山・新富高）
天野悟（福岡・博多高）２─１

大元司（宮城・仙台工業高）
▼準決勝
岡田	 14、-16、19	 井上
天野	 15、19	 坂本
▼決勝
天野悟	 16、20	 岡田倫明

□女子ジュニア
▼準々決勝
前田久美（兵庫・洲本高）２─１

山形ひとみ（宮崎・都城高）
高橋紀子（群馬・桐丘高）２─０

東千恵美（愛知・名古屋女大附高）
新保富美子（青森・東奥女子高）２─０

山崎正子（神奈川・京浜女子商）
稲森愛弓（三重・上野商高）２─０

小林末美子（三重・白子高）
▼準決勝
高橋	 13、-18、13	 前田
新保	 12、20	 稲森
▼決勝
高橋紀子	 -18、14、13	 新保富美子

昭和49年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和49年11月13～16日

於：駒沢体育館・駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─０

仲村渠功（東京・シチズン時計）
高島規郎（大阪・近大職員）3─１

古川敏明（東京・青卓会）
河野満（東京・東星会）3─１

今野裕二郎（東京・旺文社）
阿部勝幸（東京・協和醱酵）3─１

井上哲夫（東京・シチズン時計）
▼準決勝
高島	 17、18、-19、20	 長谷川
阿部	 16、-12、10、11	 河野
▼決勝
阿部勝幸	 19、-17、16、-16、23	 高島規郎

□女子シングルス
▼準々決勝
西飯幸子（三重・自営）3─１

大関行江（東京・三井銀行）
小野智恵子（東京・第一勧銀）3─２

島本美津子（東京・中大）
伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）3─１

菅谷佳代（栃木・真岡女高）
横田幸子（東京・中大）3─１

板橋三枝子（宮城・東北学大）
▼準決勝
小野	 -14、8、15、15	 西飯
横田	 13、14、6	 伊藤
▼決勝
横田幸子	 6、13、18	 小野智恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
田阪・今野（東京・青卓会・旺文社）２─０

大屋・村上（静岡・日本楽器）
仲村渠・井上（東京・シチズン時計）２─０

薄衣・後藤（東京・専大）
伊藤・河野（東京・蝶友クラブ・東星会）２─０

鈴木・斉藤（東京・旺文社）
阿部勝・阿部博（東京・協和醱酵・専大）２─１

古川・小川（東京・青卓会／千葉・川鉄千葉）
▼準決勝
田阪・今野	 20、18	 仲村渠・井上
阿部勝・阿部博	 -19、20、16	 伊藤・河野
▼決勝
田阪登紀夫・今野裕二郎　10、12	
	 	 阿部勝幸・阿部博幸	

□女子ダブルス
▼準々決勝
高瀬・阿部（東京・大生信用組合・中大）２─０
枝野・長洞（岩手・川徳デパート／東京・第一勧銀）
葛巻・小野（東京・第一勧銀）２─１

板橋・小田（宮城・東北学大）
山本・月里（大阪・大阪成蹊短大）２─０

中原・光沢（愛知・中京大）
小野・鎌倉（愛知・愛工大）２─０

阪本・森田（静岡・東京・日本楽器）
▼準決勝
葛巻・小野	 18、-15、12	 高瀬・阿部
小野・鎌倉	 15、-17、19	 山本・月里
▼決勝
葛巻まゆみ・小野智恵子　17、17	
	 	 小野文子・鎌倉由美子
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□混合ダブルス
▼準々決勝
田村・小野（愛知・愛工大）２─１

河野・阿部（東京・東星会・中大）
今野・小野（東京・旺文社・第一勧銀）２─０

前徳・下田（神奈川・日産自動車）
前原・高山（東京・明大・青学大）２─０

粂田・島本（東京・中大）
伊藤・大関（東京・蝶友クラブ・三井銀行）２─０

木村・鎌田（愛知・愛工大）
▼準決勝
田村・小野	 19、21	 今野・小野
伊藤・大関	 19、19	 前原・高山
▼決勝
伊藤繁雄・大関行江	 		20、18	 田村隆・小野文子

□男子ジュニア
▼準々決勝
高橋勝（神奈川・相模工大附高）２─０

岡田倫明（福岡・常磐高）
清水正夫（埼玉・熊谷商高）２─０

河島国男（東京・日大一高）
原田郁夫（島根・松江高）２─１

村上啓治（広島・近大附福山高）
坂本憲一（神奈川・相模工大附高）２─０

佐藤賢治（青森・青森山田高）
▼準決勝
清水	 10、12	 高橋
坂本	 11、7	 原田
▼決勝
清水正夫	 19、18	 坂本憲一

□女子ジュニア
▼準々決勝
松田一三（愛媛・済美高）２─０

今村英子（宮崎・都城商高）
水口政子（青森・東奥女高）２─１

武政千代（高知・土佐女高）
福田京子（栃木・真岡女高）２─０

塚本英子（愛知・市邨学園高蔵高）
千葉良子（青森・山田高）２─０

浅見佐恵子（愛知・市邨学園高蔵高）
▼準決勝
松田	 19、19	 水口
福田	 18、18	 千葉
▼決勝
松田一三	 15、17	 福田京子

昭和50年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和50年12月3～7日、於：駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼準々決勝
山下浩史（東京・中大）3─２

阿部勝幸（東京・協和醱酵）
前原正浩（東京・明大）3─１

村上茂（静岡・日本楽器）
河野満（東京・エドヤ）3─２

仲村渠功（東京・シチズン時計）
高島規郎（大阪・近大職員）3─２

田阪登紀夫（東京・青卓会）
▼準決勝
前原	 15、17、15	 山下
河野	 14、15、13	 高島
▼決勝
河野満	 15、14、16	 前原正浩

□女子シングルス
▼準々決勝
横田幸子（栃木・横田産業）3─０

菅谷佳代（東京・青学大）
伊藤和子（大阪・サンスター）3─１

枝野とみえ（岩手・川徳）

大関行江（東京・三井銀行）3─１
島本美津子（東京・中大）

小野文子（愛知・愛工大）3─２
吉田文江（宮崎・中島スポーツ）

▼準決勝
横田	 11、15、19	 伊藤
大関	 -20、-15、11、13、15	 小野
▼決勝
大関行江	 14、-10、12、17	 横田幸子

□男子ダブルス
▼準々決勝
山吉・永瀬（東京・日大）２─１

高島・岩見（大阪・近大職・堺市役所）
前原・斉藤（東京・明大）２─１

葛西・増田（東京・早大）
藤本・久世（静岡・日本楽器／大阪・近大）２─１

新谷・長谷川（東京・専大）
阿部勝・阿部博（東京・協和醱酵・専大）２─０

宮本・内田（大阪・近大）
▼準決勝
山吉・永瀬	 13、-9、16	 前原・斉藤
藤本・久世	 19、12	 阿部勝・阿部博
▼決勝
藤本誠三・久世雅之　-19、14、16	
	 	 山吉啓二・永瀬治一郎	

□女子ダブルス
▼準々決勝
高山・菅谷（東京・青学大）２─０

葛巻・小野（東京・第一勧銀）
桜井・福田（栃木・東女体大・真岡女高）２─１

高橋・中井（東京・専大）
枝野・長洞（岩手・川徳／東京・第一勧銀）２─０

杉本・谷川（三重・三重県庁）
小野・鎌倉（愛知・愛工大）２─０
小野目・村上（宮城・東北学院大OG・桔梗苦羅舞）
▼準決勝
高山・菅谷	 5、19	 桜井・福田
小野・鎌倉	 18、17	 枝野・長洞
▼決勝
高山徳子・菅谷佳代		17、16	 小野文子・鎌倉由美子

□混合ダブルス
▼準々決勝
伊藤・大関（東京・蝶友クラブ・三井銀行）２─０

小川・井沢（千葉・川鉄千葉・三井生命）
今野・小野（東京・旺文社・第一勧銀）２─１

仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧銀）
前原・高山（東京・明大・青学大）２─０

中村・鴻野（東京・太陽信金・三井生命）
粂田・島本（東京・中大）２─１

田村・小野（愛知・名電工高職・愛工大）
▼準決勝
伊藤・大関	 17、17	 今野・小野
前原・高山	 14、17	 粂田・島本
▼決勝
伊藤繁雄・大関行江　7、-19、14	
	 	 前原正浩・高山徳子	

□男子ジュニア
▼準々決勝
村松新五（埼玉・熊谷商高）２─１

福江滋（大阪・近大附高）
石田覚（三重・高田高）２─０

村上武（神奈川・相模工大附高）
五藤秀雄（広島・近大福山高）２─０

古賀義治（福岡・東福岡高）
山本克治（大阪・興国高）２─１

小沢吉孝（京都・東山高）
▼準決勝
村松	 -18、20、17	 石田
山本	 12、18	 五藤
▼決勝
村松新五	 13、15	 山本克治

□女子ジュニア
▼準々決勝
田村友子（愛媛・済美高）２─０

尾崎晴美（福岡・柳川商高）
宮崎勢津子（福岡・博多女商高）２─０

萩原恵子（岡山・山陽女高）
漆尾珠江（熊本・熊本女高）２─０

森山和子（静岡・誠心高）
川東加代子（福岡・柳川商高）２─０

針谷幸枝（栃木・真岡女高）
▼準決勝
田村	 8、18	 宮崎
川東	 12、-11、10	 漆尾
▼決勝
川東加代子	 18、9	 田村友子

昭和51年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和51年11月25～28日

於：駒沢体育館・駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼準々決勝
河野満（青森・青森県庁）3─０

山内正範（東京・シチズン時計）
阿部博幸（東京・専大）3─２

井上哲夫（千葉・井上スポーツ）
高島規郎（大阪・近大職員）3─０

阿部勝幸（東京・協和醱酵）
仲村渠功（東京・シチズン時計）3─２

内田雅則（大阪・近大）
▼準決勝
河野	 19、18、13	 阿部
高島	 -18、8、10、19	 仲村渠
▼決勝
河野満	 11、14、9	 高島規郎

□女子シングルス
▼準々決勝
高橋省子（東京・専大）3─０

大関行江（東京・三井銀行）
枝野とみえ（岩手・川徳）3─０

新保富美子（東京・富士短大）
小野文子（青森・青森県信用組合）3─０

長洞久美子（東京・第一勧銀）
小野智恵子（東京・第一勧銀）3─１

横田幸子（東京・朝日生命）
▼準決勝
枝野	 -15、17、20、19	 高橋
小野智	 17、19、16	 小野文
▼決勝
小野智恵子	 17、14、-21、22	 枝野とみえ

□男子ダブルス
▼準々決勝
仲村渠 ･井上（東京・シチズン／千葉 ･井上スポーツ）
２─１　藤本・久世（静岡・日本楽器／大阪・近大）
前原・斉藤（東京・協和醱酵・明大）２─１

宮本・内田（大阪・近大）
阿部勝・阿部博（東京・協和醱酵・専大）２─０

大岡・村上（京都・卓友会・京都産業大教員）
大屋・村上（静岡・日本楽器）２─０

伊藤・宮本（京都・同志社大OB・同志社大）
▼準決勝
仲村渠・井上	 16、-18、19	 前原・斉藤
阿部勝・阿部博	 17、17	 大屋・村上
▼決勝
阿部勝幸・阿部博幸　21、13	 仲村渠功・井上哲夫	

□女子ダブルス
▼準々決勝
小野・鎌倉（青森・青森県信用組合／愛知・愛工大）

２─０　新保・山本（東京・富士短大）
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菅谷・塚本（東京・青学大）２─０
星野・石井（東京・専大）

横田・千葉（東京・朝日生命・日大）２─１
五十嵐・下林（岐阜・中京大）

渕本・鎌田（愛知・愛工大）２─１
嶋内・佐藤（東京・専大）

▼準決勝
小野・鎌倉	 -19、18、13	 菅谷・塚本
横田・千葉	 12、14	 渕本・鎌田
▼決勝
小野文子・鎌倉由美子　17、-21、10	
	 	 横田幸子・千葉良子

□混合ダブルス
▼準々決勝
前原・葛巻（東京・協和醱酵・第一勧銀）２─０

今野・小野（東京・旺文社・第一勧銀）
林・小室（東京・早大・富士短大同好会）２─０

村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）
仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧銀）

２─０　阿部・福田（東京・専大・富士短大）
西飯・稲森（三重・西飯スポーツ・愛工大）２─０

粂田・島本（東京・川鉄千葉・電電東京）
▼準決勝
前原・葛巻	 22、11	 林・小室
西飯・稲森	 -19、19、21	 仲村渠・長洞
▼決勝
前原正浩・葛巻まゆみ　-20、19、21	
	 	 西飯徳康・稲森愛弓	

□男子ジュニア
▼準々決勝
竹之内君明（埼玉・熊谷商高）２─０

堀明察希（福井・北陸高）
小道野英二（三重・上野商高）２─０

平岡義博（山口・柳井商高）
海鉾仁（山形・山形工高）２─１

浜本栄二（大阪・近大附高）
田中一宏（岡山・倉敷工高）２─１

岡田健志（京都・東山高）
▼準決勝
竹之内	 14、13	 小道野
海鉾	 19、15	 田中
▼決勝
竹之内君明	 -17、15、10	 海鉾仁

□女子ジュニア
▼準々決勝
田村友子（愛媛・済美高）２─１

沢田佳子（京都・華頂高）
古川ひとみ（宮崎・都城商高）２─０

神田絵美子（青森・東奥女高）
伊藤文子（青森・東奥女高）２─０

漆尾友理枝（熊本・神瀬クラブ）
野平久美子（神奈川・京浜女商高）２─０

古岡美保子（富山・藤園女高）
▼準決勝
田村	 15、15	 古川
伊藤	 12、16	 野平
▼決勝
田村友子	 10、13	 伊藤文子

昭和52年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和52年11月24～27日

於：駒沢体育館・駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼準々決勝
河野満（青森・青森県教委）3─０

内田雅則（大阪・近大）
葛西順一（青森・青森商高教）3─１

中村安孝（東京・日大）

永瀬治一郎（神奈川・日産自動車）3─１
大元司（愛知・愛工大）

前原正浩（東京・協和醱酵）3─１
高島規郎（大阪・近大職員）

▼準決勝
河野	 -11、-15、19、13、15	 葛西
前原	 13、19、-14、17	 永瀬
▼決勝
河野満	 12、12、14	 前原正浩

□女子シングルス
▼準々決勝
枝野とみえ（岩手・川徳デパート）3─１

島本美津子（東京・電電東京）
小野文子（青森・青森県信用組合）3─２

稲森愛弓（日学連・愛工大）
長洞久美子（東京・第一勧銀）3─１

新保富美子（北海道・北拓銀）
小室恵子（神奈川・日産自動車）3─０

高橋省子（東京・専大）
▼準決勝
小野	 -12、18、18、18	 枝野
長洞	 13、20、17	 小室
▼決勝
長洞久美子	 14、-20、13、-13、11	 小野文子

□男子ダブルス
▼準々決勝
阿部・阿部（東京・協和醱酵・専大）２─０

富田・星野（東京・中大・立教大）
大元・小山（愛知・愛工大）２─１

前原・斉藤（東京・協和醱酵・シチズン時計）
松浦・村上（静岡・日本楽器）２─０

大塚・天野（東京・日大）
仲村渠 ･井上（東京 ･シチズン時計 ･井上スポーツ）

２─０　久世・村上（大阪・近大職員・近大）
▼準決勝
阿部・阿部	 21、15	 大元・小山
仲村渠・井上	 19、14	 松浦・村上
▼決勝
阿部勝幸・阿部博幸　17、12	 仲村渠功・井上哲夫

□女子ダブルス
▼準々決勝
小野・鎌倉（青森・県信用組合／静岡・日本楽器）

２─０　岩田・秋和（長野・望月高）
枝野・藤沢（岩手・川徳デパート）２─０

嶋内・佐藤（東京・専大）
高橋・中井（東京・専大）２─１

渕本・鎌田（愛知・愛工大）
稲森・宇田（愛知・愛工大）２─１

菅谷・塚本（東京・青学大）
▼準決勝
小野・鎌倉	 9、-18、16	 枝野・藤沢
高橋・中井	 -13、19、17	 稲森・宇田
▼決勝
小野文子・鎌倉由美子　12、13	
	 	 高橋省子・中井万里子

□混合ダブルス
▼準々決勝
村上・伊藤（大阪・近大・サンスター）２─０

西飯・稲森（三重・西飯スポーツ・愛工大）
阿部・福田（東京・専大・富士短大）２─０

村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）
小山・下田（神奈川・日産自動車）２─１

粂田・手塚（千葉・川鉄千葉）
仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧銀）
２─０　斉藤・菅谷（東京・シチズン時計・青学大）
▼準決勝
阿部・福田	 15、-19、19	 村上・伊藤
小山・下田	 12、19	 仲村渠・長洞
▼決勝
阿部博幸・福田京子　12、-17、15	
	 	 小山欣司・下田とわ子

□男子ジュニア
▼準々決勝
萩原健一郎（岡山・関西高）２─０

岸本和正（京都・東山高）
吉浦忠行（福岡・東福岡高）２─０

福田可信（京都・東山高）
岡田健志（京都・東山高）２─０

清野勝彦（新潟・北越商高）
糠塚重造（青森・三本木高）２─０

山本雅彦（徳島・鳴門市立商高）
▼準決勝
吉浦	 18、15	 萩原
糠塚	 8、17	 岡田
▼決勝
吉浦忠行	 17、-16、16	 糠塚重造

□女子ジュニア
▼準々決勝
福田秋枝（栃木・真岡女高）２─０

古川ひとみ（宮崎・都城商高）
岩田浩子（長野・望月高）２─０

森下幸子（三重・紀南高）
古岡美保子（富山・藤園女高）２─１

上園みゆき（宮崎・都城商高）
沢田佳子（京都・華頂高）２─０

山崎温子（岐阜・岐阜商高）
▼準決勝
岩田	 14、19	 福田
沢田	 13、16	 古岡
▼決勝
岩田浩子	 18、-19、18	 沢田佳子

昭和53年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和54年1月11～14日

於：駒沢体育館・駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼準々決勝
前原正浩（東京・協和醱酵）3─０

西飯徳康（三重・西飯スポーツ）
高島規郎（大阪・近大職員）3─０

坂本憲一（東京・日大）
山吉敬二（神奈川・日産自動車）3─０

松本尚之（愛知・愛工大）
小野誠治（大阪・近大）3─０

阿部博幸（東京・協和醱酵）
▼準決勝
高島	 13、14、-10、-18、15	 前原
小野	 13、16、19	 山吉
▼決勝
高島規郎	 15、17、-19、17	 小野誠治

□女子シングルス
▼準々決勝
嶋内よし子（高知・専大）3─１

神田絵美子（東京・富士短大）
稲森愛弓（愛知・愛工大）3─０

新保富美子（北海道・北海道拓銀）
林愉美（高知・中大）3─１和田理枝（福岡・中大）
菅谷佳代（東京・青学大）3─０

高橋省子（東京・第一勧銀）
▼準決勝
嶋内	 -19、19、-16、16、20	 稲森
菅谷	 11、20、22	 林
▼決勝
嶋内よし子	 17、-17、22、12	 菅谷佳代

□男子ダブルス
▼準々決勝
川村・西村（東京・大正大）２─１

海鉾・塩田（東京・日大）
高島・大嶋（大阪・近大職員・近大）２─０

中村・坂本（東京・日大）
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大元・小山（愛知・愛工大）２─１
天野・清水（東京・日大）

小野・福江（大阪・近大）２─０
木村・内田（静岡・日本楽器）

▼準決勝
高島・大嶋	 13、17	 川村・西村
小野・福江	 20、18	 大元・小山
▼決勝
小野誠治・福江滋留　18、-21、10	
	 	 高島規郎・大嶋雅美

□女子ダブルス
▼準々決勝
中田・鎌倉（青森・青森県信組／静岡・日本楽器）

２─０　廖・浦（東京・富士短大）
高橋・川東（東京・第一勧銀）２─０

岩田・秋和（長野・望月高）
小室・上野（神奈川・日産自動車）２─１

嶋内・佐藤（東京・専大）
菅谷・塚本（東京・青学大）２─１

稲森・鎌田（愛知・愛工大）
▼準決勝
中田・鎌倉	 -19、14、12	 高橋・川東
小室・上野	 17、-16、15	 菅谷・塚本
▼決勝
中田文子・鎌倉由美子　-21、16、12	
	 	 小室恵子・上野由貴子

□混合ダブルス
▼準々決勝
阿部博・福田（東京・専大・川鉄千葉）２─１

永瀬・高橋（神奈川・日産自動車）
粂田・手塚（千葉・川鉄千葉）２─１

加藤・広原（東京・ミツミ電機・大正大）
坂本・塚本（東京・日大・青学大）２─０

山吉・上野（神奈川・日産自動車）
前原・漆尾（東京・協和醱酵・第一勧銀）２─１

仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧銀）
▼準決勝
粂田・手塚	 16、20	 阿部博・福田
坂本・塚本	 13、19	 前原・漆尾
▼決勝
坂本憲一・塚本英子	 18、13	 粂田芳孝・手塚明美	

□男子ジュニア
▼準々決勝
福田可信（京都・東山高）２─０

奥平和良（大阪・近大附高）
竹元章（京都・東山高）２─１

齋藤清（埼玉・熊谷商高）
渡辺武弘（埼玉・熊谷商高）２─０

大谷宗照（愛媛・新田高）
岸本和正（京都・東山高）２─０

桜井正喜（青森・三本木高）
▼準決勝
福田	 6、12	 竹元
渡辺	 10、13	 岸本
▼決勝
福田可信	 19、-18、18	 渡辺武弘

□女子ジュニア
▼準々決勝
上山浩子（兵庫・洲本高）２─１

岩佐智恵（岡山・山陽女高）
小西淑子（岩手・久保学園高）２─０

小原るみ（兵庫・洲本高）
湯川祥子（東京・淑徳高）２─０

大岩裕美子（福岡・柳川商高）
石橋美里（青森・東奥女高）２─０

福田法子（茨城・下館北クラブ）
▼準決勝
小西	 19、15	 上山
石橋	 15、-19、20	 湯川
▼決勝
小西淑子	 12、15	 石橋美里

昭和54年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和54年12月5～9日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
高島規郎（大阪・近大職員）3─１

内田雅則（静岡・日本楽器）
阿部博幸（東京・協和醱酵）3─０

坂本憲一（東京・日大）
前原正浩（東京・協和醱酵）3─０

五藤ひで男（大阪・近大）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─１

林直樹（東京・シチズン時計）
▼準決勝
高島	 -14、10、13、12	 阿部
小野	 -21、13、17、-15、12	 前原
▼決勝
高島規郎	 -24、15、17、19	 小野誠治

□女子シングルス
▼準々決勝
嶋内よし子（東京・三井銀行）3─１

漆尾珠枝（東京・第一勧銀）
和田理枝（福岡・中大）3─０

稲森愛弓（神奈川・日産自動車）
林愉美（神奈川・日産自動車）3─０

高橋省子（東京・第一勧銀）
高橋とわ子（神奈川・日産自動車）3─１

神田絵美子（東京・富士短大）
▼準決勝
和田	 -12、18、17、-17、17	 嶋内
高橋	 -18、17、19、20	 林
▼決勝
和田理枝	 -20、18、-16、19、13	 高橋とわ子

□男子ダブルス
▼準々決勝
小野・福江（静岡・日本楽器／大阪・近大）２─１

渡辺・齋藤（埼玉・熊谷商高）
五藤・藤代（大阪・近大）２─０

浦野・浜島（和歌山・和歌山相銀）
斉藤・林（東京・シチズン時計）２─０

前原・阿部（東京・協和醱酵）
村上・今福（静岡・日本楽器）２─１

森永・小道野（愛知・愛工大）
▼準決勝
小野・福江	 13、14	 五藤・藤代
村上・今福	 13、14	 斉藤・林
▼決勝
小野誠治・福江滋留	 		19、16	 村上茂・今福護

□女子ダブルス
▼準々決勝
菅谷・塚本（東京・真岡女高教・青学大）２─０

福田・平田（愛知・愛工大）
岩田・秋和（長野・専大・愛工大）２─０

細川・上園（東京・青学大）
嶋内・佐藤（東京・三井銀行・大生信用組合）

２─０　稲森・林（神奈川・日産自動車）
高橋・川東（東京・第一勧銀）２─０

浜口・竹中（大阪・日本生命）
▼準決勝
菅谷・塚本	 -15、14、19	 岩田・秋和
高橋・川東	 19、7	 嶋内・佐藤
▼決勝
高橋省子・川東加代子　19、-17、14
	 	 菅谷佳代・塚本英子

□混合ダブルス
▼準々決勝
川村・稲森（神奈川・日産自動車）２─０

林・大川（東京・シチズン時計・第一勧銀）

前原・漆尾（東京・協和醱酵・第一勧銀）２─０
田中・西山（岡山・法大・山陽女高）

高木・高橋（東京・協和醱酵・第一勧銀）２─１
石川・石井（千葉・川鉄千葉）

阿部博・福田（東京・協和醱酵・川鉄千葉）２─１
近藤・浦（東京・法大・富士短大）

▼準決勝
前原・漆尾	 19、18	 川村・稲森
阿部博・福田	 -17、14、13	 高木・高橋
▼決勝
阿部博幸・福田京子　16、-20、16

前原正浩・漆尾珠枝

□男子ジュニア
▼準々決勝
石垣敏夫（静岡・島田学園高）２─０

徳永利光（福岡・柳川商高）
灘部年郁（京都・東山高）２─１

野尻俊宣（埼玉・熊谷商高）
荻野博之（埼玉・熊谷商高）２─０

増田朗（愛知・名古屋電高）
齋藤清（埼玉・熊谷商高）２─０

大内完司（京都・東山高）
▼準決勝
石垣	 -10、21、15	 灘部
齋藤	 9、10	 荻野
▼決勝
齋藤清	 11、12	 石垣敏夫

□女子ジュニア
▼準々決勝
岡本富美子（山口・岩国中クラブ）２─１

根本しのぶ（青森・東奥女高）
漆尾ゆりえ（福岡・柳川商高）２─０

井戸川貴子（福島・磐城女高）
野平美恵子（神奈川・京浜女商高）２─１

鈴木緑（埼玉・KTG）
石渡麻美（広島・松永高）２─０

丸山順子（福岡・柳川商高）
▼準決勝
漆尾	 15、16	 岡本
野平	 -18、19、13	 石渡
▼決勝
漆尾ゆりえ	 14、19	 野平美恵子

昭和55年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和55年12月3～7日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車）3─２

高島規郎（大阪・近大教員）
阿部博幸（東京・協和醱酵）3─０

林直樹（東京・シチズン時計）
前原正浩（東京・協和醱酵）3─２

内田雅則（静岡・日本楽器）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─０

糠塚重造（東京・明治大）
▼準決勝
阿部	 9、-22、18、14	 坂本
小野	 14、-13、15、13	 前原
▼決勝
阿部博幸	 10、19、-16、-17、18	 小野誠治

□女子シングルス
▼準々決勝
和田理枝（福岡・中央大）3─０

佐藤隆子（東京・大生信用組合）
稲森愛弓（神奈川・日産自動車）3─０

神田絵美子（東京・富士短大教員）
新保富美子（北海道・北海道拓銀）3─２

梅田浩子（岐阜・中京大）
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嶋内よし子（東京・三井銀行）3─０
福田陽登美（愛知・愛工大）

▼準決勝
和田	 10、15、19	 稲森
嶋内	 20、15、18	 新保
▼決勝
和田理枝	 18、16、-18、-14、18	 嶋内よし子

□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）２─０

小野・福江（静岡・日本楽器／大阪・近大）
渡辺・齋藤（埼玉・明治大・熊谷商高）２─０

斉藤・林（東京・シチズン時計）
川村・西村（神奈川・日産自動車）２─０

石田・岡部（東京・明治大）
海鉾・塩田（東京・日本大）２─０

古賀・吉浦（福岡・九州産業大）
▼準決勝
織部・井上	 -14、12、21	 渡辺・齋藤
海鉾・塩田	 14、15	 川村・西村
▼決勝
海鉾仁・塩田晋宏　-17、12、24	
	 	 織部幸治・井上武弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・川東（東京・第一勧銀）２─０

梅田・加藤（岐阜・中京大）
神田・山下（東京・富士短大教員・明治生命）

２─１　福田・平田（愛知・愛工大）
和田・萩原（東京・中央大）２─１

北山・西山（静岡・日本楽器）
岩田・秋和（長野・専修大・愛工大）２─０

林・稲森（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
神田・山下	 17、-15、14	 高橋・川東
岩田・秋和	 20、10	 和田・萩原
▼決勝
神田絵美子・山下恵子　-21、16、11	
	 	 岩田浩子・秋和百合子

□混合ダブルス
▼準々決勝
阿部・福田（東京・協和醱酵・松下電器）２─１

田中・西山（岡山・法政大・日本楽器）
西村・林（神奈川・日産自動車）２─０

石川・石井（千葉・川鉄千葉）
大元・伊藤（愛知・愛工大職員・愛工大）２─１

武田・岩佐（岡山・三菱自工・和洋女大）
村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）２─０

金島・古手川（愛知・愛工大）
▼準決勝
阿部・福田	 15、-12、18	 西村・林
村上・村上	 18、15	 大元・伊藤
▼決勝
村上力・村上美枝子　-17、18、19	
	 	 阿部博幸・福田京子

□男子ジュニア
▼準々決勝
野尻俊宣（埼玉・熊谷商高）２─１

田村卓（徳島・徳島市立高）
萩原卓己（京都・東山高）２─０

池田研一（鹿児島・鹿児島実業高）
山本恒安（京都・東山高）２─０

内田計也（神奈川・相模工大附高）
河本茂雄（静岡・静岡北高）２─０

末次正美（鹿児島・鹿児島実業高）
▼準決勝
野尻	 19、7	 萩原
河本	 19、19	 山本
▼決勝
野尻俊宣	 13、12	 河本茂雄

□女子ジュニア
▼準々決勝
石渡麻美（広島・松永高）２─０

本間のり子（宮崎・都城商高）
福田法子（栃木・真岡女高）２─０

細矢順子（神奈川・京浜女商高）
渋谷美保（愛知・桜丘高）２─０

星野美香（群馬・椎坂クラブ）
田中淳子（福岡・柳川高）２─１

岡本富美子（山口・岩陽高）
▼準決勝
福田	 12、20	 石渡
渋谷	 16、16	 田中
▼決勝
福田法子	 12、12	 渋谷美保

昭和56年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和56年12月2～6日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
笠原荷津也（大阪・近畿大）3─２

内田雅則（静岡・日本楽器）
前原正浩（東京・協和醱酵）3─１

高島規郎（大阪・近大教員）
坂本憲一（神奈川・日産自動車）3─０

粂田芳孝（千葉・川鉄千葉）
井上武弘（東京・青卓会）3─２

齋藤清（東京・明治大）
▼準決勝
前原	 13、-9、16、11	 笠原
坂本	 14、-21、16、-20、23	 井上
▼決勝
前原正浩	 14、9、-20、-14、14	 坂本憲一

□女子シングルス
▼準々決勝
山下恵子（東京・明治生命）3─２

伊藤文子（東京・大正大）
岩田浩子（東京・専修大）3─１

新保富美子（北海道・たくぎん）
川東加代子（東京・第一勧銀）3─１

浦喜久（神奈川・日産自動車）
嶋内よし子（東京・三井銀行）3─０

漆尾珠江（東京・第一勧銀）
▼準決勝
岩田	 17、-20、19、-12、18	 山下
嶋内	 -22、-23、12、19、18	 川東
▼決勝
嶋内よし子	 19、16、-21、-20、19	 岩田浩子

□男子ダブルス
▼準々決勝
海鉾・塩田（東京・日本大）２─０

竹之内・平岡（東京・明治大）
渡辺・齋藤（東京・明治大）２─０

武田・高橋（岡山・三菱自工水島）
前原・阿部博（東京・協和醱酵）２─０

粂田・清水（千葉・川鉄千葉）
織部・井上（東京・青卓会）２─１

近藤・村松（東京・法政大）
▼準決勝
渡辺・齋藤	 21、14	 海鉾・塩田
前原・阿部博	 -15、13、15	 織部・井上
▼決勝
前原正浩・阿部博幸　-17、20、19	
	 	 渡辺武弘・齋藤清

□女子ダブルス
▼準々決勝
神田・山下（神奈川・日産自動車・明治生命）

２─０　嶋内・中尾（東京・三井銀行）

浦・古川（神奈川・日産自動車）２─０
佐藤・岡崎（広島・専売広島）

林・稲森（神奈川・日産自動車）２─１
音坂・村上（青森・青森銀行）

和田・増川（神奈川・日産自動車・専修大）２─１
福田・平田（滋賀・松下電工彦根）

▼準決勝
神田・山下	 15、-19、11	 浦・古川
林・稲森	 12、11	 和田・増川
▼決勝
神田絵美子・山下恵子　-10、14、15	
	 	 林愉美・稲森愛弓

□混合ダブルス
▼準々決勝
村上・村上（宮城・桔梗クラブ）２─０

川村・稲森（神奈川・日産自動車）
小森・浦（神奈川・日産自動車）２─０
末次・口ノ町（鹿児島・鹿児島実業高・山口歯科）

福江・福田（滋賀 ･滋賀相互銀行 ･松下電工彦根）
２─１　中村・川野（東京・協和醱酵・明治生命）

西村・林（神奈川・日産自動車）２─０
村上・石崎（千葉・川鉄千葉）

▼準決勝
小森・浦	 -11、17、16	 村上・村上
福江・福田	 20、15	 西村・林
▼決勝
小森孝則・浦喜久　17、-18、12	
	 	 福江滋留・福田陽登美

□男子ジュニア
▼準々決勝
田村卓（徳島・徳島高）２─１

小林史幸（青森・青森商高）
小林智之（神奈川・相模工大附高）２─０

本田豊（福岡・柳川高）
木村正幸（青森・青森商高）２─１

渋谷浩（東京・武蔵野第三中）
池田研一（鹿児島・鹿児島実業高）２─０

田中正人（宮崎・都城商高）
▼準決勝
田村	 13、16	 小林
池田	 11、18	 木村
▼決勝
池田研一	 10、-16、14	 田村卓

□女子ジュニア
▼準々決勝
広川理恵（神奈川・京浜女商高）２─１

川森みゆき（北海道・旭川実高）
星野美香（群馬・前橋東高）２─０

石塚玲子（東京・東京成徳短大高）
細矢順子（神奈川・京浜女商高）２─０

鈴木緑（埼玉・川口女高）
岡本富美子（山口・岩陽高）２─０

伊藤昌代（高知・土佐女高）
▼準決勝
星野	 12、15	 広川
細矢	 16、8	 岡本
▼決勝
細矢順子	 19、15	 星野美香

昭和57年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和57年12月22～26日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
前原正浩（東京・協和醱酵）3─２

渡辺武弘（東京・明治大）
糠塚重造（東京・明治大）3─１

高島規郎（大阪・近大職員）
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石谷悟（東京・シチズン時計）3─２
永瀬治一郎（神奈川・日産自動車）

齋藤清（東京・明治大）3─０
坂本憲一（神奈川・日産自動車）

▼準決勝
糠塚	 19、14、19	 前原
齋藤	 14、16、16	 石谷
▼決勝
齋藤清	 -18、16、-18、17、16	 糠塚重造

□女子シングルス
▼準々決勝
和田理枝（神奈川・日産自動車）3─０

宮木由美子（千葉・川鉄千葉）
新保富美子（北海道・たくぎん）3─０

高木珠江（熊本・タカギ卓球クラブ）
川東加代子（東京・第一勧銀）3─２

星野美香（群馬・前橋東高）
神田絵美子（神奈川・日産自動車）3─０

岩田浩子（東京・専修大）
▼準決勝
和田	 15、-18、15、-18、14	 新保
神田	 16、6、11	 川東
▼決勝
神田絵美子	 9、20、13	 和田理枝

□男子ダブルス
▼準々決勝
前原・阿部（東京・協和醱酵）２─０

清水・海鉾（千葉・川鉄千葉）
織部・井上（東京・青卓会）２─０

八島・萩原（東京・中央大）
内田・小野（静岡・日本楽器）２─０

宮木・山本（京都・近畿大・同志社大）
渡辺・齋藤（東京・明治大）２─１

川村・西村（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
織部・井上	 12、19	 前原・阿部
渡辺・齋藤	 13、17	 内田・小野
▼決勝
渡辺武弘・齋藤清　-17、12、12	
	 	 織部幸治・井上武弘	

□女子ダブルス
▼準々決勝
神田・山下（神奈川 ･日産自動車／東京 ･明治生命）

２─０　伊藤・秋和（愛知・愛工大）
北山・田村（静岡・日本楽器）２─１

川東・大岩（東京・第一勧銀）
山崎・大川（東京・第一勧銀）２─０

和田・増川（神奈川・日産自動車）
新保・畑毛（北海道・たくぎん）２─０

浦・古川（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
神田・山下	 11、16	 北山・田村
山崎・大川	 15、18	 新保・畑毛
▼決勝
神田絵美子・山下恵子　12、-10、15
	 	 山崎温子・大川百合子

□混合ダブルス
▼準々決勝
小森・浦（神奈川・日産自動車）２─１

今福・勝（静岡・日本楽器）
阿部・山下（東京・協和醱酵・明治生命）２─０

萩原・小原（東京・中央大）
齋藤・嶋内（東京・明治大・三井銀行）２─１

西村・神田（神奈川・日産自動車）
鬼木・佐藤（広島・専売広島）２─０

山本・秋和（石川・加賀市卓協・金城短大）
▼準決勝
小森・浦	 19、15	 阿部・山下
齋藤・嶋内	 15、11	 鬼木・佐藤
▼決勝
齋藤清・嶋内よし子		-18、12、11	小森孝則・浦喜久

□男子ジュニア
▼準々決勝
小林智之（神奈川・相模工大附高）２─０

江沢俊輔（東京・日大豊山高）
北山友幸（青森・青森商高）２─１

古市克浩（鹿児島・鹿児島実高）
松下雄二（愛知・桜丘クラブ）２─０

渡辺満（青森・青森商高）
渋谷浩（東京・武蔵野三中）２─０

室重忠良（埼玉・熊谷商高）
▼準決勝
小林	 17、-23、14	 北山
渋谷	 14、18	 松下
▼決勝
小林智之	 16、17	 渋谷浩

□女子ジュニア
▼準々決勝
石塚玲子（東京・成徳短高）２─０

秋山真樹子（神奈川・京浜女商高）
森真紀子（青森・東奥女高）２─０

下長智子（熊本・熊本女高）
橘川美紀（神奈川・京浜女商高）２─０

国居美穂（東京・文大杉並高）
北原美由紀（福岡・柳川高）２─０

布施江津子（神奈川・京浜女商高）
▼準決勝
森	 18、22	 石塚
橘川	 14、19	 北原
▼決勝
橘川美紀	 10、-19、15	 森真紀子

昭和58年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和58年12月21～25日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（東京・明治大）3─０

永瀬治一郎（神奈川・日産自動車）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─１

渡辺武弘（東京・明治大）
前原正浩（東京・協和醱酵）3─１

宮﨑義仁（和歌山・和歌山相銀）
糠塚重造（千葉・川鉄千葉）3─２

坂本憲一（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
齋藤	 18、17、-21、-12、12	 小野
糠塚	 -15、18、-13、10、10	 前原
▼決勝
齋藤清	 -20、20、-16、19、18	 糠塚重造

□女子シングルス
▼準々決勝
神田絵美子（神奈川・日産自動車）3─１

田村友子（静岡・日本楽器）
渋谷美保（東京・青山学院大）3─１

荒井玲子（東京・中央大）
星野美香（群馬・前橋東高）3─２

嶋内よし子（東京・三井銀行）
川東加代子（東京・第一勧銀）3─０

伊藤優子（宮城・中央大）
▼準決勝
神田	 14、19、16	 渋谷
星野	 22、14、11	 川東
▼決勝
星野美香	 13、19、20	 神田絵美子

□男子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・齋藤（東京・明治大）２─０

湖山・坂本（神奈川・日産自動車）
前原・阿部（東京・協和醱酵）２─０

吉田・五藤（静岡・日本楽器）

内田・小野（静岡・日本楽器）２─１
川村・西村（神奈川・日産自動車／山口・三新化学）
清水・海鉾（千葉・川鉄千葉）２─０

斉藤・近藤（東京・協和醱酵）
▼準決勝
渡辺・齋藤	 13、19	 前原・阿部博
清水・海鉾	 12、15	 内田・小野
▼決勝
渡辺武弘・齋藤清	 17、-18、19	 清水拡嗣・海鉾仁

□女子ダブルス
▼準々決勝
神田・山下（神奈川 ･日産自動車／東京 ･明治生命）

２─０　細矢・伊藤（東京・専修大）
尾崎・愛甲（福岡・住金小倉）２─０

勝・千種（静岡・日本楽器）
森・斉藤（青森・東奥女高）２─１

池田・鈴木（東京・専修大）
川東・大岩（東京・第一勧銀）２─０

岩田・山下（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
神田・山下	 19、16	 尾崎・愛甲
川東・大岩	 20、17	 森・斉藤
▼決勝
神田絵美子・山下恵子　-17、16、14	
	 	 川東加代子・大岩裕美子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
齋藤・嶋内（東京・明治大・三井銀行）２─０

三上・池田（東京・専修大）
萩原・小原（東京・中央大）２─１

今福・勝（静岡・日本楽器）
渡辺・荒井（東京・明治大・中央大）２─０

内田・千種（静岡・日本楽器）
阿部・山下（東京・協和醱酵・明治生命）２─０

岡部・山本（東京・協和醱酵・三井銀行）
▼準決勝
齋藤・嶋内	 11、22	 萩原・小原
阿部・山下	 16、12	 渡辺・荒井
▼決勝
齋藤清・嶋内よし子　-17、12、10	
	 	 阿部博幸・山下恵子

□男子ジュニア
▼準々決勝
戸田冬樹（青森・青森商高）２─１

泉直行（京都・東山高）
岩崎清信（埼玉・熊谷商高）２─０

宮崎吉之（福岡・柳川高）
佐藤進（埼玉・熊谷商高）２─０

佐藤義彦（東京・実践商高）
松下浩二（愛知・桜丘高）２─０

佐藤定明（宮城・仙台商高）
▼準決勝
岩崎	 24、13	 戸田
松下	 18、16	 佐藤
▼決勝
岩崎清信	 17、-17、16	 松下浩二

□女子ジュニア
▼準々決勝
下長智子（熊本・熊本女高）２─１

大山真由美（東京・東京成徳短大附高）
坂田ひとみ（北海道・旭川実業高）２─１

山谷弘子（青森・青森山田高）
室重明世（山口・岩国中クラブ）２─１

中里好江（栃木・真岡女高）
渕上桂子（岐阜・中京商高）２─１

生駒典子（石川・金城高）
▼準決勝
下長	 13、16	 坂田
室重	 18、11	 渕上
▼決勝
室重明世	 19、11	 下長智子
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全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

昭和59年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

昭和59年11月21～25日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（東京・明治大）3─２

清水拡嗣（千葉・川鉄千葉）
前原正浩（東京・協和醱酵）3─０

五藤ひで男（静岡・日本楽器）
宮﨑義仁（和歌山・和歌山相銀）3─１

川村公一（神奈川・日産自動車）
糠塚重造（千葉・川鉄千葉）3─０

渡辺武弘（東京・協和醱酵）
▼準決勝
齋藤	 10、-18、-16、22、24	 前原
糠塚	 19、16、9	 宮﨑
▼決勝
齋藤清	 18、16、14	 糠塚重造

□女子シングルス
▼準々決勝
星野美香（東京・青山学院大）3─２

下長智子（熊本・熊本女高）
前田喜久子（和歌山・和歌山相銀）3─２

中島ともよ（神奈川・日産自動車）
古岡美貴子（東京・日体大）3─２

石塚玲子（東京・日体大）
山下さとみ（神奈川・日産自動車）3─２

森真紀子（青森・大正大）
▼準決勝
星野	 16、14、13	 前田
山下	 18、10、16	 古岡
▼決勝
星野美香	 -19、21、10、16	 山下さとみ

□男子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・齋藤（東京・協和醱酵・明治大）２─０

川原・小道野（神奈川・日産自動車）
前原・阿部（東京・協和醱酵）２─０

林・桑原（東京・シチズン時計）
村上・宮﨑（和歌山・和歌山相銀）２─０

織部・井上（東京・青卓会）
清水・海鉾（千葉・川鉄千葉）２─１

福江・山内（滋賀・滋賀相銀）
▼準決勝
渡辺・齋藤	 -19、15、19	 前原・阿部
清水・海鉾	 16、-19、18	 村上・宮﨑
▼決勝
渡辺武弘・齋藤清	 16、10	 清水拡嗣・海鉾仁

□女子ダブルス
▼準々決勝
須見・須藤（東京・青山学院大）２─１

田中・神谷（東京・専修大）
名和・高橋（大阪・四天王寺高）２─０

細川・香月（神奈川・日産自動車）
浜本・滝北（滋賀・松下電工彦根）２─０

石田・石田（京都・宮津高）
橘川・斉藤（東京・富士短大）２─１

渋谷・星野（東京・青山学院大）
▼準決勝
名和・高橋	 9、-17、12	 須見・須藤
橘川・斉藤	 19、15	 浜本・滝北
▼決勝
橘川美紀・斉藤美香子		10、17	 名和史・高橋頼子

□混合ダブルス
▼準々決勝
今福・勝（静岡・日本楽器）２─１

齋藤・嶋内（東京・明治大・三井銀行）

宮﨑・秋和（和歌山・和歌山相銀）２─１
川端・関口（栃木・日大・青山学院大）

渡辺・荒井（東京・協和醱酵・中大）２─１
丹藤・須見（東京・シチズン時計・青山学院大）

大竹・石田（京都・同志社大・宮津高）２─０
阿部・山下（東京・協和醱酵・明治生命）

▼準決勝
宮﨑・秋和	 13、-17、14	 今福・勝
大竹・石田	 13、17	 渡辺・荒井
▼決勝
大竹克利・石田清美　12、-16、12	
	 	 宮﨑義仁・秋和百合子

□男子ジュニア
▼準々決勝
伊藤哲也（青森・青森商高）２─１

庄野聡広（徳島・鳴門工高）
小泉純彦（神奈川・相模工大附高）２─１

柏原哲郎（埼玉・熊谷商高）
岡本利明（徳島・徳島市高）２─０

木戸地武（福岡・柳川高）
伊藤誠（青森・三本木高）２─１

大平信悟（東京・実践商高）
▼準決勝
小泉	 14、18	 伊藤哲
伊藤誠	 -17、16、14	 岡本
▼決勝
伊藤誠	 18、12	 小泉純彦

□女子ジュニア
▼準々決勝
日高利恵子（鹿児島・鹿児島城西高）２─１

室本則子（東京・東京成徳短大附高）
山口裕恵（東京・武蔵野高）２─１

名和史（大阪・四天王寺高）
内山京子（神奈川・京浜女商高）２─１

川上玦重（千葉・和洋高）
高橋頼子（大阪・四天王寺高）２─０

鈴木奈美（神奈川・京浜女商高）
▼準決勝
山口	 12、14	 日高
内山	 -13、21、17	 高橋
▼決勝
内山京子	 -16、9、11	 山口裕恵

昭和60年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和60年12月21～27日

於：駒沢屋内球技場・東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─０

石谷悟（東京・シチズン時計）
岡部茂樹（東京・協和醱酵）3─１

前原正浩（東京・協和醱酵）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─０

阿部博幸（東京・協和醱酵）
渡辺武弘（東京・協和醱酵）3─１

渋谷浩（埼玉・熊谷商高）
▼準決勝
齋藤	 -19、14、14、16	 岡部
小野	 10、16、11	 渡辺
▼決勝
齋藤清	 17、-20、16、12	 小野誠治

□女子シングルス
▼準々決勝
星野美香（東京・青山学院大）3─２

安永二三代（福岡・中央大）
古岡美貴子（富山・南星中教員）3─１

山本智子（山梨・甲府商工信金）

森真紀子（東京・大正大）3─２
渋谷美保（東京・青山学院大）

石田清美（京都・宮津高）3─０
高橋頼子（大阪・四天王寺高）

▼準決勝
星野	 8、13、6	 古岡
石田	 17、11、24	 森
▼決勝
星野美香	 14、-19、15、-14、17	 石田清美

□男子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・齋藤（東京 ･協和醱酵／神奈川 ･日産自動車）

２─０　渡辺・桑原（東京・専修大）
川原・小道野（神奈川・日産自動車）２─１

横山・山岡（大阪・近畿大）
林・桑原（東京・シチズン時計）２─０

吉浦・平井（広島・日本たばこ広島）
前原・阿部（東京・協和醱酵）２─１

川村・桜井（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
渡辺・齋藤	 14、17	 川原・小道野
前原・阿部	 19、19	 林・桑原
▼決勝
渡辺武弘・齋藤清	 17、14	 前原正浩・阿部博幸

□女子ダブルス
▼準々決勝
橘川・斉藤（東京・富士短大）２─０

町田・中嶋（東京・日体大）
渋谷・星野（東京・青山学院大）２─０

鈴木・高木（神奈川・武田薬品）
石田・石田（京都・大正大・宮津高）２─０

下加茂・伊藤（東京・中央大）
山下・幸野（神奈川・日産自動車）２─１

生駒・厚見（東京・富士短大）
▼準決勝
橘川・斉藤	 17、19	 渋谷・星野
山下・幸野	 16、-12、3	 石田・石田
▼決勝
山下さとみ・幸野信子　18、21	
	 	 橘川美紀・斉藤美香子

□混合ダブルス
▼準々決勝
齋藤・細川（神奈川・日産自動車）２─１

井坂・平野（神奈川・日産自動車）
永福・森（東京・シチズン時計・大正大）２─１

村上・堀越（千葉・川鉄千葉）
桜井・山下（神奈川・日産自動車）２─０

佐藤・野崎（東京・協和醱酵・三井銀行）
川村・香月（神奈川・日産自動車）２─１

宮﨑・秋和（和歌山・和歌山相銀）
▼準決勝
齋藤・細川	 -18、17、16	 永福・森
桜井・山下	 -14、11、9	 川村・香月
▼決勝
桜井正喜・山下さとみ	16、17	 齋藤清・細川幸智子

□男子ジュニア
▼準々決勝
甲斐貢（岐阜・陽南中クラブ）２─１

美木哲（京都・東山高）
西川雅也（京都・東山高）２─０

OYAMA	HUGO（ブラジル）
木原温（鹿児島・鹿児島実業高）２─０

KAWAI	ISAMU（ブラジル）
迫田正実（大阪・近大附高）２─１

菅生晋（京都・東山高）
▼準決勝
西川	 14、12	 甲斐
迫田	 21、14	 木原
▼決勝
西川雅也	 13、16	 迫田正実
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国内大会

□女子ジュニア
▼準々決勝
金上英代（東京・東京成徳短大附）２─０

室重明世（神奈川・京浜女商高）
松崎静香（大阪・四天王寺高）２─０

富永克子（大阪・四天王寺高）
岡本香奈（高知・土佐女子高）２─０

山川佳恵（大阪・四天王寺高）
内山京子（神奈川・京浜女商高）２─０

松本雪乃（千葉・千城クラブ）
▼準決勝
松崎	 6、-16、16	 金上
内山	 20、8	 岡本
▼決勝
内山京子	 -16、14、19	 松崎静香

昭和61年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和61年12月17～21日

於：駒沢屋内球技場・体育館、代々木第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─２

糠塚重造（千葉・川崎製鉄）
渡辺武弘（東京・協和発酵）3─０

松下雄二（東京・明治大）
川村公一（神奈川・日産自動車）3─２

宮﨑義仁（和歌山・和歌山相銀）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─０

萩原卓己（茨城・筑波大研究生）
▼準決勝
渡辺	 17、-10、16、18	 齋藤
小野	 15、13、18	 川村
▼決勝
小野誠治	 10、16、10	 渡辺武弘

□女子シングルス
▼準々決勝
星野美香（東京・青山学院大）3─１

遠藤光恵（岡山・就実高）
細川幸智子（神奈川・日産自動車）3─１

厚見里香（東京・富士短大）
内山京子（神奈川・京浜女商高）3─０

富永克子（大阪・四天王寺高）
石田清美（京都・宮津高）3─２

橘川美紀（神奈川・武田薬品湘南）
▼準決勝
星野	 -21、18、-12、13、11	 細川
石田	 18、13、-19、19	 内山
▼決勝
星野美香	 -16、16、14、15	 石田清美

□男子ダブルス
▼準々決勝
村上・糠塚（千葉・川崎製鉄）２─１

小野・徐（東京・シチズン時計・サンリツ）
川村・桜井（神奈川・日産自動車）２─０

笠原・増田（静岡・日本楽器）
宮﨑・村上（和歌山・和歌山相銀）２─１

阿部・岡部（東京・協和発酵）
金島・山内（滋賀・滋賀相銀）２─１

林・桑原（東京・シチズン時計）
▼準決勝
村上・糠塚	 14、-12、13	 川村・桜井
金島・山内	 -11、17、13	 宮﨑・村上
▼決勝
金島博之・山内篤	 13、18	 村上武・糠塚重造

□女子ダブルス
▼準々決勝
山下・幸野（神奈川・日産自動車）２─０

町田・中嶋（東京・日体大）

渋谷・星野（東京・青山学院大）２─０
柳田・森（東京・大正大）

内野・安河内（鳥取・鳥取女高）２─１
石田・石田（京都・大正大・宮津高）

橘川･斉藤（神奈川･武田薬品湘南／青森･みちのく銀行）
	 ２─０　高倉・藤沢（静岡・日本楽器）
▼準決勝
渋谷・星野	 -18、13、14	 山下・幸野
橘川・斉藤	 16、19	 内野・安河内
▼決勝
橘川美紀・斉藤美香子　-8、20、14	
	 	 渋谷美保・星野美香

□混合ダブルス
▼準々決勝
桜井・山下（神奈川・日産自動車）２─０

田村・厚見（東京・早大・富士短大）
木村・橘川（神奈川・専修大・武田薬品湘南）
２─１　松下・下長（東京・明治大・青山学院大）

三上・高倉（静岡・日本楽器）２─０
佐藤・野崎（東京・協和発酵・三井銀行）

齋藤・細川（神奈川・日産自動車）２─０
西飯・西飯（三重・21クラブ）

▼準決勝
桜井・山下	 15、-20、16	 木村・橘川
齋藤・細川	 18、21	 三上・高倉
▼決勝
齋藤清・細川幸智子	19、15	 桜井正喜・山下さとみ

□男子ジュニア
▼準々決勝
矢島淑雄（埼玉・熊谷商高）２─０

本郷彰一（京都・東山高）
福留勉（大阪・上宮高）２─１

江崎敏満（福岡・柳川高）
佐藤孝之（北海道・旭川実高）２─１

松井正幸（神奈川・相模工大附高）
入山浩治（東京・西新井中）２─１

牛谷有一（大阪・上宮高）
▼準決勝
矢島	 10、9	 福留
入山	 10、-14、17	 佐藤
▼決勝
矢島淑雄	 12、15	 入山浩治

□女子ジュニア
▼準々決勝
吉田静子（京都・宮津卓研）２─１

松崎静香（大阪・四天王寺高）
佐藤利香（宮城・吉成中）２─０

鈴木真紀（神奈川・京浜女商高）
遠藤光恵（岡山・就実高）２─０

村井理美（岐阜・中京商高）
岡村篤子（大阪・四天王寺高）２─０

小貫菜穂子（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
吉田	 -14、14、10	 佐藤
岡村	 17、19	 遠藤
▼決勝
吉田静子	 11、19	 岡村篤子

昭和62年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和62年12月16～20日

於：駒沢屋内球技場・体育館、代々木第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小野誠治（静岡・ヤマハ）3─１

松下雄二（東京・明治大）
桜井正喜（神奈川・日産自動車）3─０

川村公一（神奈川・日産自動車）
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─０

宮﨑義仁（和歌山・和歌山相銀）

糠塚重造（千葉・川鉄千葉）3─０
渡辺武弘（東京・協和発酵）

▼準決勝
桜井	 22、-15、18、22	 小野
糠塚	 19、13、19	 齋藤
▼決勝
糠塚重造	 6、14、11	 桜井正喜

□女子シングルス
▼準々決勝
星野美香（東京・青山学院大）3─０

内野文（東京・専修大）
橘川美紀（神奈川・武田薬品湘南）3─２

内山京子（岐阜・十六銀行）
村松由希子（山梨・甲府商高）3─２

髙木和恵子（東京・千代田クラブ）
下長智子（東京・青学大）3─１

山下富美代（福井・中京大）
▼準決勝
星野	 15、16、-19、17	 橘川
村松	 -18、-16、11、17、13	 下長
▼決勝
星野美香	 12、11、16	 村松由希子

□男子ダブルス
▼準々決勝
小道野・高（神奈川・日産自動車）２─０

岡部・渡辺（東京・協和発酵）
宮﨑・村上（和歌山・和歌山相銀）２─０

林・桑原（東京・シチズン時計）
渋谷・松下（東京・明治大）２─１

渡辺・伊藤（青森・専修大・早大）
川村・齋藤（神奈川・日産自動車）２─０

小野・徐（東京・シチズン時計・サンリツ）
▼準決勝
宮﨑・村上	 16、20	 小道野・高
渋谷・松下	 8、19、19	 川村・齋藤
▼決勝
渋谷浩・松下浩二　-18、18、18	
	 	 宮﨑義仁・村上恭和

□女子ダブルス
▼準々決勝
橘川･斉藤（神奈川･武田薬品湘南／青森･みちのく銀行）
２─０　髙木和・鈴木（東京･千代田クラブ･東京光学）
謝・陳（愛知・ソニー一宮）２─１

町田・細矢（神奈川・日産自動車）
星野・名和（東京・青山学院大）２─０

柳田・森（東京・第一勧銀・大正大）
幸野・細川（神奈川・日産自動車）２─０

石田・石田（京都・大正大・住友生命）
▼準決勝
謝・陳	 14、19	 橘川・斉藤
星野・名和	 -16、9、12	 幸野・細川
▼決勝
謝春英・陳莉莉	 16、19	 星野美香・名和史

□混合ダブルス
▼準々決勝
齋藤・細川（神奈川・日産自動車）２─１

桑原・下加茂（東京・シチズン時計・三井銀行）
村上・小泉（千葉・川鉄千葉）２─１
大瀬・児玉（広島 ･日本たばこ広島 ･メロディクラブ）
松下雄・下長（東京・明治大・青山学院大）２─０

松下浩・富永（東京・明治大・富士短大）
木村･橘川（千葉･川鉄千葉／神奈川･武田薬品湘南）

キケン　井坂・平野（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
齋藤・細川	 14、16	 村上・小泉
木村・橘川	 -20、12、16	 松下雄・下長
▼決勝
齋藤清・細川幸智子	 14、16	 木村正幸・橘川美紀

28



全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

□男子ジュニア
▼準々決勝
糀谷博和（大阪・上宮高）２─１

森本洋治（東京・中野一中）
小笠原剛士（京都・東山高）２─０

外間政克（沖縄・普天間高）
石井健吾（大阪・上宮高）２─０

内宮誠（東京・実践商高）
徳村智彦（宮崎・宮崎工高）２─０

今井款（愛知・桜丘高）
▼準決勝
小笠原	 9、-15、17	 糀谷
徳村	 -18、12、17	 石井
▼決勝
徳村智彦	 15、13	 小笠原剛士

□女子ジュニア
▼準々決勝
吉田静子（京都・宮津卓研）２─０

松本雪乃（神奈川・京浜女商高）
小貫菜穂子（大阪・四天王寺高）２─０

雨宮由貴（山梨・甲府商高）
佐藤利香（神奈川・京浜女商高）２─０

河合雅世（神奈川・御所見中）
青池優美（神奈川・御所見中）２─０

今井美恵（神奈川・京浜女商高）
▼準決勝
小貫	 -11、19、14	 吉田
佐藤	 19、18	 青池
▼決勝
佐藤利香	 -17、19、11	 小貫菜穂子

昭和63年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
昭和63年12月13～17日

於：駒沢屋内球技場・体育館、代々木第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
糠塚重造（千葉・川崎製鉄千葉）3─０

渋谷浩（東京・明治大）
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─０

松下雄二（東京・明治大）
小野誠治（静岡・ヤマハ）3─０

政本尚（奈良・王寺工高職員）
桜井正喜（神奈川・日産自動車）3─１

宮﨑義仁（和歌山・和歌山相銀）
▼準決勝
齋藤	 -15、19、16、10	 糠塚
小野	 13、12、15	 桜井
▼決勝
齋藤清	 11、-12、20、11	 小野誠治

□女子シングルス
▼準々決勝
星野美香（東京・三井銀行）3─０

内野文（東京・専修大）
細川幸智子（神奈川・日産自動車）3─０

平野恵美子（神奈川・日産自動車）
佐藤利香（神奈川・白鵬女高）3─０

山下富美代（福井・中京大）
細矢順子（神奈川・日産自動車）3─１

内山京子（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
星野	 11、18、11	 細川
佐藤	 -15、13、9、14	 細矢
▼決勝
佐藤利香	 19、-7、15、-12、17	 星野美香

□男子ダブルス
▼準々決勝
小野・三上（静岡・ヤマハ）２─０

佐藤・田中（東京・協和発酵）

金島・山内（滋賀・滋賀相銀）２─０
近藤・王（京都・スイトピア・龍谷大）

岡部・渡辺（東京・協和発酵）２─１
海鉾・木村（千葉・川鉄千葉）

井坂・末次（神奈川・日産自動車）２─０
徳村・田部（宮崎・宮崎工高）

▼準決勝
小野・三上	 16、-26、13	 金島・山内
井坂・末次	 14、12	 岡部・渡辺
▼決勝
小野誠治・三上雅也	 13、15	 井坂俊正・末次正美

□女子ダブルス
▼準々決勝
小野・村松（東京・専修大）２─０

下加茂・大沼（東京・三井銀行）
下長・室重（東京・青山学院大）２─１

生駒・橘川（神奈川・武田薬品湘南）
石・下田（大阪・住友生命）２─１

魚路・久保（岐阜・十六銀行）
山田・星野（東京・三井銀行）２─０

松本・佐藤（神奈川・白鵬女高）
▼準決勝
小野・村松	 17、-17、13	 下長・室重
山田・星野	 16、16	 石・下田
▼決勝
山田道代・星野美香　18、16	

小野ひとみ・村松由希子

□混合ダブルス
▼準々決勝
齋藤・細川（神奈川・日産自動車）２─０

佐藤・福田（千葉・川崎製鉄千葉）
山内・趙（滋賀・滋賀相銀・松下電工彦根）２─０

松下浩・富永（東京・明治大・富士短大）
井坂・平野（神奈川・日産自動車）２─０

松下雄・下長（東京・明治大・青山学院大）
木村･橘川（千葉･川崎製鉄千葉／神奈川･武田薬品湘南）	
	 ２─０　桜井・町田（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
齋藤・細川	 14、14	 山内・趙
木村・橘川	 19、15	 井坂・平野
▼決勝
齋藤清・細川幸智子	 19、16	 木村正幸・橘川美紀

□男子ジュニア
▼準々決勝
徳村智彦（宮崎・宮崎工高）２─１

皆川顕一（大阪・上宮高）
川嶋崇弘（京都・東山高）２─０

森本洋治（大阪・上宮高）
平亮太（埼玉・埼工大深谷高）２─１

外間政克（沖縄・普天間高）
入山浩治（埼玉・埼工大深谷高）２─０

日下部卓慎（福岡・柳川高）
▼準決勝
徳村	 13、-15、18	 川嶋
平	 20、15	 入山
▼決勝
平亮太	 10、18	 徳村智彦

□女子ジュニア
▼準々決勝
佐藤利香（神奈川・白鵬女高）２─０

藤本香織（大阪・四天王寺高）
高橋広佳（神奈川・白鵬女高）２─０

塩谷真由美（神奈川・白鵬女高）
大場範子（千葉・和洋女高）２─１

河合雅世（神奈川・白鵬女高）
有村ひとみ（大阪・四天王寺高）２─０

青池優美（神奈川・白鵬女高）
▼準決勝
佐藤	 -18、20、11	 高橋
大場	 24、-18、12	 有村

▼決勝
佐藤利香	 -12、16、12	 大場範子

平成元年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
平成元年12月13～17日

於：駒沢屋内球技場・体育館、代々木第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─０

松下雄二（東京・明治大）
糠塚重造（千葉・川崎製鉄千葉）3─１

山内篤（滋賀・びわこ銀行）
岡部茂樹（東京・協和発酵）3─１

松下浩二（東京・明治大）
小野誠治（静岡・ヤマハ）3─０

山本恒安（東京・シチズン時計）
▼準決勝
齋藤	 12、20、-12、17	 糠塚
岡部	 20、-16、10、18	 小野
▼決勝
齋藤清	 19、11、-20、10	 岡部茂樹

□女子シングルス
▼準々決勝
室重明世（東京・青山学院大）3─０

髙木和恵子（東京・千代田クラブ）
細矢順子（神奈川・日産自動車）3─１

内野文（東京・専修大）
細川幸智子（神奈川・日産自動車）3─１

福田礼子（千葉・川崎製鉄千葉）
星野美香（東京・三井銀行）3─０

松崎静香（大阪・日本生命）
▼準決勝
室重	 -12、19、13、-20、20	 細矢
星野	 9、8、21	 細川
▼決勝
星野美香	 11、12、-15、14	 室重明世

□男子ダブルス
▼準々決勝
宮﨑・袁（和歌山・和歌山銀行）２─１

小野・三上（静岡・ヤマハ）
渋谷・松下（東京・明治大）２─１

桜井・高（神奈川・日産自動車）
大場・王（滋賀・びわこ銀行）２─０

平・田中（埼玉・埼工大深谷高）
丹藤・山本（東京・シチズン時計）２─０

鷲見・大矢（東京・早稲田大）
▼準決勝
渋谷・松下	 -18、12、15	 宮﨑・袁
丹藤・山本	 15、-21、14	 大場・王
▼決勝
渋谷浩・松下浩二	 14、11	 丹藤貴・山本恒安

□女子ダブルス
▼準々決勝
鄭・詹（長野・飯田ビジネス専門学校）２─０

日高・趙（滋賀・松下電工彦根）
橘川・佐藤（神奈川 ･武田薬品湘南 ･白鵬女高）

２─０　森・松本（神奈川・日産自動車）
福田・高山（千葉・川崎製鉄千葉）２─１
下長・室重（岐阜・十六銀行／東京・青山学院大）

星野・高橋（東京・三井銀行・青山学院大）２─０
石・下田（大阪・住友生命）

▼準決勝
鄭・詹	 11、-19、15	 橘川・佐藤
星野・高橋	 14、19	 福田・高山
▼決勝
鄭慧萍・詹莉					10、17	 	 星野美香・高橋頼子
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□混合ダブルス
▼準々決勝
齋藤・細川（神奈川・日産自動車）２─１

佐藤・福田（千葉・川崎製鉄千葉）
黄・鄭（長野・飯田ビジネス専門学校）２─０

渋谷・八嶋（東京・明治大・青山学院大）
佐藤・白浜（東京・協和発酵・富士短大）２─１

王・細山田（滋賀・びわこ銀行・松下電工彦根）
袁・呉（和歌山・和歌山銀行）２─１
木村・橘川（神奈川・川崎製鉄千葉・武田薬品湘南）
▼準決勝
黄・鄭	 12、-18、17	 齋藤・細川
袁・呉	 12、15	 佐藤・白浜
▼決勝
黄若東・鄭慧萍	 16、17	 袁建剛・呉琼

□男子ジュニア
▼準々決勝
上原卓（愛知・桜丘高）２─０

上田将祐（山口・柳井商工高）
鬼頭明（愛知・愛工大附EC）２─０

藤本武司（京都・東山高）
田中卓也（埼玉・埼玉工大深谷高）２─１

田﨑俊雄（埼玉・岡部中）
森本洋治（大阪・上宮高）２─０

馬場健一（神奈川・相模工大附高）
▼準決勝
鬼頭	 20、19	 上原
森本	 17、16	 田中
▼決勝
森本洋治	 -13、11、12	 鬼頭明

□女子ジュニア
▼準々決勝
河合雅世（神奈川・白鵬女子高）２─０

川田裕子（東京・文大杉並高）
鬼頭美佐緒（愛知・愛工大名電高）２─１

坂田倫子（熊本・熊本信愛高）
吉田静子（熊本・熊本女子高）２─０

河野文江（神奈川・寺尾中）
横田亜季（高知・土佐女子高）２─０

迫由美（青森・山田高）
▼準決勝
河合	 12、19	 鬼頭
横田	 20、-18、18	 吉田
▼決勝
河合雅世	 14、14	 横田亜季

平成2年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
平成2年12月19～23日

於：駒沢屋内球技場・体育館・代々木第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─１

松下浩二（東京・協和発酵）
佐藤真二（東京・協和発酵）3─０

山本恒安（東京・シチズン時計）
松下雄二（東京・協和発酵）3─０

田中卓也（埼玉・埼工大深谷高）
渡辺武弘（東京・協和発酵）3─１

渋谷浩（千葉・川鉄千葉）
▼準決勝
齋藤	 11、19、18	 佐藤
渡辺	 7、15、16	 松下
▼決勝
齋藤清	 11、8、-14、13	 渡辺武弘

□女子シングルス
▼準々決勝
星野美香（東京・太神三井銀行）3─０

松崎静香（大阪・日本生命）

下長智子（岐阜・十六銀行）3─０
小林薫（千葉・川鉄千葉）

佐藤利香（神奈川・武田薬品湘南）3─１
細川幸智子（神奈川・日産自動車）

河合雅世（神奈川・白鵬女高）3─１
室重明世（東京・青山学院大）

▼準決勝
星野	 -19、13、21、9	 下長
佐藤	 12、20、13	 河合
▼決勝
星野美香	 -21、20、11、-19、18	 佐藤利香

□男子ダブルス
▼準々決勝
渋谷・松下浩（千葉・川鉄千葉／東京・協和発酵）

２─０　中田・窪（埼玉・埼工大深谷高）
小野・三上（静岡・ヤマハ）２─０

林・伊藤（東京・シチズン時計）
末次・小泉（神奈川・日産自動車）２─１

大川・入山（東京・中央大）
渡辺・松下雄（東京・協和発酵）２─０

丹藤・山本（東京・シチズン時計）
▼準決勝
渋谷・松下浩	 15、9	 小野・三上
末次・小泉	 19、17	 渡辺・松下雄
▼決勝
渋谷浩・松下浩二	 16、7	 末次正美・小泉純彦

□女子ダブルス
▼準々決勝
道広・渡（岡山・就実高）２─１

星野・高橋（東京・太神三井銀行・青山学院大）
秋山・山谷（東京・第一勧業銀行）２─１

平井・福田（神奈川・白鵬女高）
下長・室重（岐阜 ･十六銀行／東京 ･青山学院大）

２─０　財津・和田（東京・富士短大）
日高・細山田（滋賀・松下電工彦根）２─１

杉山・石岡（青森・富士短大）
▼準決勝
秋山・山谷	 15、14	 道広・渡
日高・細山田	 21、19	 下長・室重
▼決勝
秋山真樹子・山谷弘子　16、19	
	 	 日高利恵子・細山田智美

□混合ダブルス
▼準々決勝
山内・細山田（滋賀 ･びわこ銀行 ･松下電工彦根）

２─０　野中・高山（千葉・川鉄千葉）
岩崎・松本（神奈川・日産自動車）２─１

松下浩・工藤（東京・協和発酵・中央大）
渡辺・大野（東京・協和発酵・武蔵野高）２─０
齋藤・佐藤（神奈川・日産自動車・武田薬品湘南）

木村･橘川（千葉･川鉄千葉／神奈川･武田薬品湘南）
２─０　渋谷・小林（千葉・川鉄千葉）

▼準決勝
山内・細山田	 12、22	 岩崎・松本
渡辺・大野	 -18、20、17	 木村・橘川
▼決勝
渡辺武弘・大野知子	 16、19	 山内篤・細山田智美

□男子ジュニア
▼準々決勝
大野哲郎（宮崎・宮崎工業高）２─１

鬼頭明（愛知・愛工大名電高）
仲村錦治郎（高知・明徳義塾高）２─１

稲垣康生（京都・東山高）
今枝一郎（愛知・愛工大名電高）２─１

渡部将史（京都・東山高）
松下英司（宮崎・宮崎工高）２─０

田﨑俊雄（埼玉・埼工大深谷高）
▼準決勝
仲村	 11、-21、12	 大野
今枝	 16、11	 松下

▼決勝
今枝一郎	 -21、18、20	 仲村錦治郎

□女子ジュニア
▼準々決勝
坂田倫子（熊本・熊本信愛女高）２─０

長田多恵子（岐阜・中京商業高）
大島美絵（栃木・真岡女高）２─０

松岡りか（大阪・四天王寺高）
村上敏恵（栃木・真岡女高）２─１

遠藤美香（岡山・山陽女高）
野末愉美（静岡・浜松女高）２─１

迫由美（青森・青森山田高）
▼準決勝
大島	 -16、26、14	 坂田
野末	 13、9	 村上
▼決勝
大島美絵	 15、16	 野末愉美

平成3年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成3年12月18～22日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
渡辺武弘（東京・協和発酵）3─１

今枝一郎（愛知・愛工大名電高）
三上雅也（静岡・ヤマハ）3─０

大川誠司（東京・中央大）
松下浩二（東京・協和発酵）3─１

児玉義則（神奈川・日産自動車）
渋谷浩（千葉・川鉄千葉）3─２

森本洋治（東京・日本大）
▼準決勝
渡辺	 17、19、16	 三上
渋谷	 11、14、13	 松下
▼決勝
渡辺武弘	 14、18、-19、18	 渋谷浩

□女子シングルス
▼準々決勝
橘川美紀（神奈川・武田薬品湘南）3─１

松本雪乃（神奈川・日産自動車）
石田清美（大阪・住友生命）3─０

大野知子（東京・武蔵野高）
大場範子（東京・中大）3─２

平野恵美子（神奈川・日産自動車）
佐藤利香（神奈川・武田薬品湘南）3─１

大沼珠希（東京・さくら銀行）
▼準決勝
石田	 -16、12、-19、19、17	 橘川
佐藤	 -15、8、17、17	 大場
▼決勝
佐藤利香	 17、13、15	 石田清美

□男子ダブルス
▼準々決勝
渋谷・松下浩（千葉・川鉄千葉／東京・協和発酵）

２─０　先原・小林（静岡・ヤマハ）
小野・三上（静岡・ヤマハ）２─０

丹藤・山本（東京・シチズン時計）
渡辺・松下雄（東京・協和発酵）２─１

今枝・鬼頭（愛知・愛工大名電高）
田原・川嶋（東京・専修大）２─１

西村・竹内（山口・三新化学）
▼準決勝
小野・三上	 16、19	 渋谷・松下浩
田原・川嶋	 -18、20、19	 渡辺・松下雄
▼決勝
小野誠治・三上雅也	 15、10	 田原直昌・川嶋崇弘
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□女子ダブルス
▼準々決勝
橘川・佐藤（神奈川・武田薬品湘南）２─０

平野・高橋（神奈川・日産自動車）
星野・高橋（東京・太神三井）２─０

大野・石井（千葉・川鉄千葉・青山学院大）
室重・松本（神奈川・日産自動車）２─０

松崎・藤本（大阪・日本生命）
岡村・丸木（東京・青山学院大）２─０

日高・細山田（滋賀・松下電工彦根）
▼準決勝
橘川・佐藤	 13、15	 星野・高橋
岡村・丸木	 18、12	 室重・松本
▼決勝
橘川美紀・佐藤利香		12、11	岡村篤子・丸木貴美子

□混合ダブルス
▼準々決勝
渡辺・大野（東京・協和発酵・早大）２─０

小林・長嶋（北海道・専修大・日体大）
岩崎・松本（神奈川・日産自動車）２─０

萩原・高草（岡山・教友会・山陽女高）
木村･橘川（千葉･川鉄千葉／神奈川･武田薬品湘南）
２─０	松下浩・工藤（東京・協和発酵／神奈川・日産自動車）
川嶋・小貫（東京・専修大）２─１

森本・道広（東京・日本大・富士短大）
▼準決勝
渡辺・大野	 10、20	 岩崎・松本
木村・橘川	 14、-18、6	 川嶋・小貫
▼決勝
渡辺武弘・大野知子	 19、14	 木村正幸・橘川美紀

□男子ジュニア
▼準々決勝
今枝一郎（愛知・愛工大名電高）２─０

青木和弘（山形・長井工高）
田﨑俊雄（埼玉・埼工大深谷高）２─０

立藤伸二（大阪・上宮高）
村上裕和（埼玉・埼工大深谷高）２─０

新宮正英（福岡・柳川高）
仲村錦治郎（高知・明徳義塾高）２─０

村田充史（京都・東山高）
▼準決勝
今枝	 15、-15、14	 田﨑
仲村	 -15、12、19	 村上
▼決勝
仲村錦治郎	 -17、18、20	 今枝一郎

□女子ジュニア
▼準々決勝
村上敏恵（栃木・真岡女高）２─０

西飯由香（三重・白子高）
浜田華奈子（高知・土佐女高）２─０

大柿柴保（神奈川・白鵬女高）
松岡りか（大阪・四天王寺高）２─０

白滝裕子（栃木・真岡女高）
木林弥生（北海道・札幌星園高）２─０

高草由紀（岡山・山陽女高）
▼準決勝
村上	 15、17	 浜田
松岡	 9、6	 木林
▼決勝
松岡りか	 11、19	 村上敏恵

平成4年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成4年12月22～27日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
山本恒安（東京・シチズン時計）3─１

小野誠治（大阪・グランプリ）
齋藤清（埼玉・教職員クラブ）3─１

三上雅也（山形・谷地高教員）

岩崎清信（神奈川・日産自動車）3─２
宮﨑義仁（和歌山・和歌山銀行）

大平信悟（東京・協和発酵）3─２
丹藤貴（東京・シチズン時計）

▼準決勝
齋藤	 14、13、18	 山本
岩崎	 -16、18、17、19	 大平
▼決勝
齋藤清	 17、-21、20、-19、15	 岩崎清信

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

道広友子（東京・富士短大）
大場範子（東京・中央大）3─１

松本雪乃（神奈川・日産自動車）
大野知子（東京・早稲田大）3─１

河合雅世（東京・青山学院大）
石田清美（大阪・住友生命）3─１

平野恵美子（長崎・諫早卓球センター）
▼準決勝
小山	 13、11、12	 大場
石田	 -18、21、17、-16、18	 大野
▼決勝
小山ちれ	 13、8、-14、18	 石田清美

□男子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・大平（東京・協和発酵）２─０
小野・三上（大阪・グランプリ／山形・谷地高教員）
渡辺・松下雄（東京・協和発酵）２─０

木村・矢島（千葉・川鉄千葉）
渋谷・松下浩（千葉・川鉄千葉／東京・協和発酵）

２─０　今枝・鬼頭（愛知・愛工大名電高）
田原・川嶋（滋賀・びわこ銀行／京都・専修大）

２─０　平・糀谷（東京・早稲田大）
▼準決勝
佐藤・大平	 -9、17、18	 渡辺・松下雄
渋谷・松下浩	 19、-13、16	 田原・川嶋
▼決勝
渋谷浩・松下浩二	 14、14	 佐藤真二・大平信悟

□女子ダブルス
▼準々決勝
大柿・河野（神奈川・白鵬女高）２─０

松岡・大槻（大阪・四天王寺）
山下・櫛引（滋賀・松下電工彦根）２─０

大場・石井（東京・中央大）
益田・米倉（宮城・仙台育英学園高）２─１

金上・佐藤（神奈川・武田薬品湘南）
小山・石田（大阪・池田銀行・住友生命）２─０

鳩野・高橋（東京・さくら銀行）
▼準決勝
大柿・河野	 -18、13、10	 山下・櫛引
益田・米倉	 13、13	 小山・石田
▼決勝
大柿柴保・河野文江	 17、16	 益田誌保・米倉知子

□混合ダブルス
▼準々決勝
渡辺・大野（東京・協和発酵・早稲田大）２─０
	 新宮・石橋（福岡・柳川高・筑紫女学園）
松下浩・工藤（東京・協和発酵／神奈川 ･日産自動車）

２─０　岩崎・松本（神奈川・日産自動車）
川嶋・小貫（東京・専修大）２─０

小林・長嶋（北海道・専修大・日体大）
森本・道広（東京・日大・富士短大）２─０

山内・竹中（滋賀・びわこ銀行・松下電工彦根）
▼準決勝
渡辺・大野	 18、-14、16	 松下浩・工藤
川嶋・小貫	 20、18	 森本・道広
▼決勝
渡辺武弘・大野知子　12、-19、18	
	 	 川嶋崇弘・小貫菜穂子	

□男子ジュニア
▼準々決勝
佐藤利明（埼玉・埼工大深谷高）２─０

綾良仁（埼玉・埼工大深谷高）
竹谷康一（埼玉・埼工大深谷高）２─１

遊澤亮（大阪・上宮高）
倉嶋洋介（埼玉・埼工大深谷高）２─１

山口晃司（神奈川・湘南工大附高）
村上裕和（埼玉・埼工大深谷高）２─１

辻本真也（大阪・上宮高）
▼準決勝
竹谷	 14、22	 佐藤
村上	 12、10	 倉嶋
▼決勝
村上裕和	 12、17	 竹谷康一

□女子ジュニア
▼準々決勝
福田聡子（神奈川・白鵬女高）２─０

川田久美子（福岡・精華女高）
塩見亜矢子（宮城・仙台育英学園高）２─０

山田眞由美（大阪・四天王寺高）
西飯由香（三重・白子高）２─０

益田誌保（宮城・仙台育英学園高）
大柿柴保（神奈川・白鵬女高）２─１

四元静香（東京・武蔵野高）
▼準決勝
塩見	 19、17	 福田
西飯	 17、-18、17	 大柿
▼決勝
西飯由香	 14、13	 塩見亜矢子

平成5年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成5年12月21～26日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
松下浩二（神奈川・日産自動車）3─２

伊藤誠（東京・シチズン時計）
山本恒安（東京・シチズン時計）3─１

田﨑俊雄（東京・明治大）
糀谷博和（東京・早稲田大）3─１

青木和弘（東京・専修大）
松下雄二（東京・協和発酵）3─０

仲村錦治郎（高知・明徳義塾高）
▼準決勝
松下浩	 -14、13、-16、16、22	 山本
糀谷	 -17、21、19、18	 松下雄
▼決勝
松下浩二	 -16、9、-19、12、10	 糀谷博和

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

河合雅世（東京・青山学院大）
松本雪乃（神奈川・日産自動車）3─２

大野知子（東京・早稲田大）
室重明世（神奈川・日産自動車）3─１

坂田愛（大阪・日本生命）
佐藤利香（神奈川・武田薬品湘南）3─１

岡崎恵子（宮城・仙台育英学園高）
▼準決勝
小山	 13、9、12	 松本
佐藤	 19、18、-15、12	 室重
▼決勝
小山ちれ	 17、-16、12、12	 佐藤利香

□男子ダブルス
▼準々決勝
松下・渋谷（神奈川・日産自動車／千葉・川崎製鉄）

２─０　平・糀谷（東京・早稲田大）
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渡辺・松下（東京・協和発酵）２─１
中田・田﨑（東京・明治大）

橋本・矢島（千葉・川崎製鉄千葉）２─０
遊澤・川田（大阪・上宮高）

齋藤・志賀（埼玉・埼玉工大職員・埼玉工大）
２─１　山形・巽（東京・中央大）

▼準決勝
渡辺・松下雄	 18、-20、19	 松下浩・渋谷
橋本・矢島	 16、8	 齋藤・志賀
▼決勝
渡辺武弘・松下雄二	 13、13	 橋本正浩・矢島淑雄

□女子ダブルス
▼準々決勝
大柿・河野（高体連・白鵬女高）２─１

大掛・下岡（東京・日本大）
金上・佐藤（神奈川・武田薬品湘南）２─１

大場・石井（東京・中央大）
海津・櫛引（滋賀・松下電工彦根）２─１

松岡・道広（大阪・松下電器）
益田・米倉（宮城・仙台育英学園高）２─０

杉本・和田（東京・第一勧銀）
▼準決勝
大柿・河野	 -15、15、10	 金上・佐藤
益田・米倉	 12、16	 海津・櫛引
▼決勝
益田誌保・米倉知子	 18、15	 大柿柴保・河野文江	

□混合ダブルス
▼準々決勝
高志・室重（神奈川・日産自動車）２─０

萩原・高草（岡山・教友会・山陽女高）
森本・道広（東京・日本大／大阪・松下電器）

２─１　今枝・西飯（愛知・愛知工大）
岩崎・松本（神奈川・日産自動車）２─０

鬼頭・鬼頭（愛知・愛知工大）
齋藤・齋藤（埼玉 ･埼玉工大職員 ･埼工大クラブ）

２─１　渡辺・小泉（東京・大正大）
▼準決勝
高志・室重	 17、-25、9	 森本・道広
岩崎・松本	 17、-17、15	 齋藤・齋藤
▼決勝
高志亮・室重明世	 17、9	 岩崎清信・松本雪乃

□男子ジュニア
▼準々決勝
田中大起（大阪・上宮高）２─０

神健介（青森・青森山田高）
遊澤亮（大阪・上宮高）２─０

真田浩二（愛知・愛工大附中EC）
辻本真也（大阪・上宮高）２─０

岡地英雄（埼玉・埼工大深谷高）
倉嶋洋介（埼玉・埼工大深谷高）２─０

阪田俊平（大阪・上宮高）
▼準決勝
遊澤	 15、11	 田中
辻本	 -19、14、15	 倉嶋
▼決勝
遊澤亮	 14、13	 辻本真也

□女子ジュニア
▼準々決勝
梅村礼（岐阜・富田女高）２─０

石橋朋子（福岡・筑紫女学園高）
岡崎恵子（宮城・仙台育英学園高）２─０

山田眞由美（大阪・四天王寺高）
岡田晶子（福島・福島女高）２─０

辻本理恵（大阪・四天王寺中）
河野文江（神奈川・白鵬女高）２─０

米倉知子（宮城・仙台育英学園高）
▼準決勝
岡崎	 17、20	 梅村
河野	 11、11	 岡田
▼決勝
河野文江	 16、-16、15	 岡崎恵子

平成6年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成6年12月20～25日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
宮﨑義仁（和歌山・和歌山銀行）3─１

松下浩二（神奈川・日産自動車）
松下雄二（東京・協和発酵）3─０

中田幸信（東京・明治大）
山本恒安（東京・シチズン時計）3─１

仲村錦治郎（高知・大正大）
今枝一郎（愛知・愛知工大）3─０

遊澤亮（大阪・上宮高）
▼準決勝
松下	 18、17、17	 宮﨑
今枝	 -20、13、19、18	 山本
▼決勝
今枝一郎	 19、-14、-18、15、15	 松下雄二

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

河合雅世（東京・青山学院大）
大野知子（東京・早稲田大）3─２

青池優美（神奈川・武田薬品湘南）
塩見亜矢子（東京・大正大）3─２

大場範子（東京・さくら銀行）
佐藤利香（神奈川・武田薬品湘南）3─０

西飯由香（愛知・愛知工大）
▼準決勝
小山	 7、8、12	 大野
佐藤	 16、20、15	 塩見
▼決勝
小山ちれ	 -19、14、9、17	 佐藤利香

□男子ダブルス
▼準々決勝
糀谷・平（滋賀・びわこ銀行）２─０

宮﨑・土岡（和歌山・和歌山銀行）
中田・田﨑（東京・明治大）２─１

佐藤・木村（千葉・川崎製鉄千葉）
松下・渋谷（神奈川･日産自動車／千葉･川崎製鉄千葉）

２─１　皆川・渡辺（東京・大正大）
橋本・矢島（千葉・川崎製鉄千葉）２─１

山形・巽（東京・中央大）
▼準決勝
中田・田﨑	 12、14	 糀谷・平
松下・渋谷	 -18、12、14	 橋本・矢島
▼決勝
中田幸信・田﨑俊雄				17、15	 松下浩二・渋谷浩

□女子ダブルス
▼準々決勝
米倉・益田（宮城・仙台育英学園高）２─１

吉田・宇佐美（岐阜・十六銀行）
佐藤・金上（神奈川・武田薬品湘南）２─０

今井・渡辺（岐阜・十六銀行・日本大）
海津・櫛引（滋賀・松下電工彦根）２─０
岡崎・山田（大阪・仙台育英学園高・四天王寺高）

増田・内藤（香川・百十四銀行）２─０
河野・大柿（神奈川・白鵬女高・専修大）

▼準決勝
佐藤・金上	 18、13	 米倉・益田
海津・櫛引	 17、9	 増田・内藤
▼決勝
佐藤利香・金上英代　18、-14、17	 	
	 	 海津富美代・櫛引理恵

□混合ダブルス
▼準々決勝
高志・室重（神奈川 ･日産自動車／岐阜 ･十六銀行）
２─１　渡辺・小泉（東京・大正大・さくら銀行）

小泉・小貫（神奈川・日産自動車）２─１
齋藤・齋藤（埼玉・埼工大職員・三峰クラブ）

皆川・塩見（東京・大正大）２─０
志賀・笹森（埼玉・埼玉工大・淑徳短大）

岩崎・松本（神奈川・日産自動車・個人）２─１
鬼頭・西飯（愛知・愛知工大）

▼準決勝
小泉・小貫	 19、15	 高志・室重
岩崎・松本	 18、18	 皆川・塩見
▼決勝
小泉純彦・小貫菜穂子	17、9	 岩崎清信・松本雪乃

□男子ジュニア
▼準々決勝
田中大起（大阪・上宮高）２─０

金氏祐一（愛知・愛工大名電高）
木方慎之介（東京・実践学園高）２─０

安倍弘之（栃木・作新学院高）
大森隆弘（京都・東山高）２─０

河原祐二（神奈川・愛工大名電高）
真田浩二（愛知・愛工大名電高）２─０

辻明（京都・東山高）
▼準決勝
木方	 15、20	 田中
真田	 20、15	 大森
▼決勝
真田浩二	 -17、23、13	 木方慎之介

□女子ジュニア
▼準々決勝
辻本理恵（大阪・四天王寺高）２─０

三宅芳枝（広島・広島皆実高）
武田明子（大阪・四天王寺中）２─０

四元直美（東京・武蔵野高）
藤田由希（福島・安達高）２─０

川越真由（大阪・四天王寺中）
村瀬佳子（愛知・高蔵高）２─０

高橋美貴江（福島・三浦卓球クラブ）
▼準決勝
辻本	 -15、20、19	 武田
藤田	 16、21	 村瀬
▼決勝
辻本理恵	 -10、11、11	 藤田由希

平成7年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成7年12月19～24日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
岩崎清信（神奈川・日産自動車）3─１

伊藤誠（東京・シチズン時計）
渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）3─０

安藤正勝（愛知・愛知工業大）
松下浩二（大阪・グランプリ）3─０

山本恒安（東京・シチズン時計）
田﨑俊雄（東京・明治大）3─１

松下雄二（東京・協和発酵）
▼準決勝
渋谷	 18、19、-15、-19、19	 岩崎
松下	 14、-18、18、13	 田﨑
▼決勝
松下浩二	 19、18、-8、14	 渋谷浩

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

大場範子（東京・さくら銀行）
松岡りか（大阪・松下電器）3─０

梅村礼（岐阜・十六銀行）
東童多英子（滋賀・松下電工彦根）3─０

長嶋正子（神奈川・武田薬品湘南）
佐藤利香（静岡・リコー沼津）3─０

青池優美（神奈川・武田薬品湘南）
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▼準決勝
小山	 8、14、12	 松岡
東童	 10、16、-18、-11、7	 佐藤
▼決勝
小山ちれ	 14、-9、-15、13、19	 東童多英子

□男子ダブルス
▼準々決勝
中田・田﨑（東京・サンリツ・明治大）２─１

山内・田原（滋賀・びわこ銀行）
岩崎・森本（神奈川・日産自動車）２─０

渡辺・仲村（東京・大正大）
高志・小泉（神奈川・日産自動車）２─０

村上・佐藤（東京・専修大）
松下・渋谷（大阪･グランプリ／千葉･川崎製鉄千葉）

２─０　平井・大川（広島・JT広島）
▼準決勝
岩崎・森本	 14、17	 中田・田﨑
松下浩・渋谷	 18、18	 高志・小泉
▼決勝
松下浩二・渋谷浩　12、-18、14	
	 	 岩崎清信・森本洋治

□女子ダブルス
▼準々決勝
道広・松岡（大阪・松下電器）２─０

長嶋・青池（神奈川・武田薬品湘南）
東童・財津（滋賀・松下電工彦根）２─０
西飯美・西飯由（京都・健勝苑京都／愛知・愛知工業大）
宇佐美・吉田（岐阜・十六銀行）２─０

坂田・高草（大阪・日本生命）
河野・大柿（神奈川・武田薬品湘南・専修大）２─１

佐藤・池田（静岡・リコー沼津）
▼準決勝
東童・財津	 11、15	 道広・松岡
河野・大柿	 -15、11、15	 宇佐美・吉田
▼決勝
河野文江・大柿柴保	 14、15	 東童多英子・財津恵

□混合ダブルス
▼準々決勝
野平・大柿（東京・専修大）２─０

田中・梅村（岐阜・田中スポーツ・十六銀行）
齋藤・齋藤（埼玉・埼工大職員・三峰クラブ）２─０
森本・河野（神奈川・日産自動車・武田薬品湘南）

鬼頭・西飯（愛知・愛知工業大）２─１
皆川・塩見（東京・大正大）

高志・室重（神奈川 ･日産自動車／東京 ･サンリツ）
２─０　牛谷・横田（東京・シチズン時計・さくら銀行）
▼準決勝
野平・大柿	 16、-10、12	 齋藤・齋藤
鬼頭・西飯	 -11、16、26	 高志・室重
▼決勝
鬼頭明・西飯由香	 18、12	 野平直孝・大柿柴保

□男子ジュニア
▼準々決勝
真田浩二（愛知・愛工大名電高）２─０

石田大輔（京都・東山高）
井之上善紀（大阪・上宮高）２─１

辻明（京都・東山高）
岡地智之（京都・東山高）２─０

遊佐充裕（福島・小高工業高）
大森隆弘（京都・東山高）２─０

荒木剛之（福岡・柳川高）
▼準決勝
真田	 20、13	 井之上
岡地	 16、14	 大森
▼決勝
真田浩二	 17、-14、19	 岡地智之

□女子ジュニア
▼準々決勝
武田明子（大阪・四天王寺高）２─１

大野恵理（広島・府中東高）
高橋美代子（東京・淑徳学園高）２─０

小浜典子（北海道・札幌星園高）
川越真由（大阪・四天王寺高）２─０

藤原裕子（静岡・誠心高）
佐藤素子（大阪・四天王寺高）２─０

白石裕子（岡山・山陽女子高）
▼準決勝
武田	 18、11	 高橋
川越	 -11、14、8	 佐藤
▼決勝
川越真由	 18、10	 武田明子

平成8年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成8年12月18～23日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
松下浩二（東京・スヴェンソン）3─０

村上裕和（東京・専修大）
岩崎清信（神奈川・日産自動車）3─１

山本恒安（東京・シチズン時計）
高志亮（神奈川・日産自動車）3─１

木方慎之介（東京・実践学園高）
渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）3─０

森本洋治（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
岩崎	 17、18、13	 松下
渋谷	 14、-17、15、8	 高志
▼決勝
岩崎清信	 14、14、-19、9	 渋谷浩

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

松尾清美（大阪・住友生命）
梅村礼（大阪・日本生命）3─０

大場範子（東京・さくら銀行）
松岡りか（大阪・松下電器）3─２

武田明子（大阪・四天王寺高）
佐藤利香（和歌山・和歌山銀行）3─１

内藤和子（神奈川・武田薬品湘南）
▼準決勝
小山	 16、16、13	 梅村
松岡	 17、-17、17、17	 佐藤
▼決勝
小山ちれ	 19、5、10	 松岡りか

□男子ダブルス
▼準々決勝
渋谷・松下（千葉･川崎製鉄千葉／東京･スヴェンソン）

２─０　鬼頭・安藤（愛知・愛知工業大）
中田・田﨑（東京・サンリツ・明治大）２─１

高志・斉藤（神奈川・日産自動車）
山内・田原（滋賀・びわこ銀行）２─０

伊藤・牛谷（東京・シチズン時計）
佐藤・木村（千葉・川崎製鉄千葉）２─０

川田・辻本（京都・同志社大）
▼準決勝
中田・田﨑	 21、20	 渋谷・松下
佐藤・木村	 15、17	 山内・田原
▼決勝
中田幸信・田﨑俊雄	 18、16	 佐藤計・木村正幸

□女子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・横山（和歌山・和歌山銀行）２─０
大柿・河野（東京 ･専修大／神奈川 ･武田薬品湘南）

道広・松岡（大阪・松下電器）２─０
室重・下岡（東京・サンリツ）

坂田・高草（大阪・日本生命）２─０
岡崎・山田（大阪・近畿大）

青池・内藤（神奈川・武田薬品湘南）２─１
松尾・野末（大阪・住友生命）

▼準決勝
道広・松岡	 -19、23、13	 佐藤・横山
坂田・高草	 14、17	 青池・内藤
▼決勝
坂田愛・高草由紀	 12、25	 道広友子・松岡りか

□混合ダブルス
▼準々決勝
鬼頭・西飯（愛知・愛知工業大）２─０

竹谷・高瀬（茨城・筑波大）
田中・梅村（東京 ･東京アート／大阪 ･日本生命）
２─０　三島・今野（北海道・旭川陸上自衛隊・ツルハ）
皆川・塩見（大阪・グランプリ／東京・大正大）
２─０　高志・室重（神奈川・日産／東京・サンリツ）
森本・河野（神奈川 ･日産自動車 ･武田薬品湘南）

２─１　野平・大柿（東京・専修大）
▼準決勝
鬼頭・西飯	 14、17	 田中・梅村
森本・河野	 16、-20、19	 皆川・塩見
▼決勝
鬼頭明・西飯由香	 19、18	 森本洋治・河野文江

□男子ジュニア
▼準々決勝
谷口祐二（大阪・上宮高）２─０

高橋鑑史郎（神奈川・横浜商業高）
末貞拓郎（山口・柳井商業高）２─０

竹内功（宮城・仙台育英学園高）
高松雅幸（愛知・桜丘高）２─０

原田隆雅（福岡・柳川高）
長谷川晃司（埼玉・狭山ヶ丘高）２─１

細井耕平（兵庫・滝川第二高）
▼準決勝
谷口	 9、14	 末貞
高松	 11、18	 長谷川
▼決勝
谷口祐二	 13、-13、10	 高松雅幸

□女子ジュニア
▼準々決勝
武田明子（大阪・四天王寺高）２─１

藤井寛子（大阪・四天王寺中）
高橋美貴江（福島・安達高）２─１

加登由起子（徳島・徳島城南高）
清水朋美（宮城・仙台育英学園高）２─０

田中三華（神奈川・白鵬女高）
小西杏（大阪・四天王寺高）２─１

内田望（宮城・仙台育英学園高）
▼準決勝
武田	 -20、19、20	 高橋
小西	 22、-16、17	 清水
▼決勝
武田明子	 -18、17、16	 小西杏

平成9年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成9年12月16～21日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
真田浩二（愛知・愛知工業大）3─１

山本恒安（東京・シチズン時計）
高志亮（神奈川・日産自動車）3─１

糀谷博和（滋賀・びわこ銀行）
松下浩二（大阪・ミキハウス）3─２

佐藤建剛（和歌山・和歌山銀行）

33



国内大会

偉関晴光（熊本・寿屋）3─０
倉嶋洋介（東京・明治大）

▼準決勝
高志	 13、15、16	 真田
偉関	 -19、11、14、11	 松下
▼決勝
偉関晴光	 -8、17、-18、12、18	 高志亮

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

河野文江（神奈川・武田薬品湘南）
佐藤利香（和歌山・和歌山銀行）3─１

坂田愛（大阪・日本生命）
梅村礼（大阪・日本生命）3─１

松尾清美（大阪・ミキハウス）
塩見亜矢子（東京・大正大）3─２

小西杏（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
小山	 -19、16、16、15	 佐藤
塩見	 -11、21、10、-17、16	 梅村
▼決勝
小山ちれ	 10、11、8	 塩見亜矢子

□男子ダブルス
▼準々決勝
中田・田﨑（東京・サンリツ・協和発酵）２─１

山内・青山（滋賀・びわこ銀行）
渡辺・福原（東京・早稲田大）２─０

橋本・立藤（大阪・グランプリ）
偉関・竹本（熊本・寿屋）２─１
鬼頭・安藤（愛知・三楽クラブ／京都・健勝苑京都）
渋谷･松下（神奈川･日産自動車／大阪･ミキハウス）
２─０　松下英・倉嶋（東京・協和発酵・明治大）

▼準決勝
中田・田﨑	 -17、14、17	 渡辺・福原
渋谷・松下	 18、-19、12	 偉関・竹本
▼決勝
中田幸信・田﨑俊雄	 16、19	 渋谷浩・松下浩二

□女子ダブルス
▼準々決勝
辻本・藤沼（大阪・ミキハウス・四天王寺中）

２─１　道広・松岡（大阪・松下電器）
山田・岡崎（大阪・ミキハウス・日本生命）２─１

青池・内藤（神奈川・武田薬品湘南）
河野・大柿（神奈川・武田薬品湘南・専修大）

２─１　米倉・今坂（茨城・筑波大）
松尾・野末（大阪・ミキハウス・松下電器）２─０

坂田・梅村（大阪・日本生命）
▼準決勝
辻本・藤沼	 -14、15、18	 山田・岡崎
河野・大柿	 17、-14、16	 松尾・野末
▼決勝
河野文江・大柿柴保	 12、19	 辻本理恵・藤沼亜衣

□混合ダブルス
▼準々決勝
佐藤・佐藤（和歌山・和歌山銀行）２─０

立藤・坂田（大阪・グランプリ・日本生命）
村上・浜田（東京・専修大・中央大）２─０
横田・横田（高知 ･徳島文理大学 ･高知トヨタ自動車）
橋本・金氏（大阪・グランプリ・松下電器）２─０

野平・大柿（東京・専修大）
三島・今野（北海道・旭川陸上自衛隊・ツルハ）

２─０　小林・西飯（京都・健勝苑京都）
▼準決勝
村上・浜田	 -15、19、19	 佐藤・佐藤
橋本・金氏	 16、13	 三島・今野
▼決勝
橋本正浩・金氏雅美　-12、15、17	
	 	 村上裕和・浜田華奈子

□男子ジュニア
▼準々決勝
今福豊（福島・帝京安積高）２─１

宮下渉（京都・東山高）
三田村宗明（青森・青森山田高）２─１

近藤隆典（愛知・愛工大名電高）
柳田敏則（大阪・上宮高）２─０

渡邊隆司（福島・帝京安積高）
並木佑介（東京・実践学園高）２─０

脇ノ谷勝利（大阪・上宮高）
▼準決勝
三田村	 16、5	 今福
柳田	 12、13	 並木
▼決勝
柳田敏則	 11、-7、20	 三田村宗明

□女子ジュニア
▼準々決勝
小西杏（大阪・四天王寺高）２─０

樋野真弓（岐阜・富田高）
川越由香（大阪・四天王寺高）２─１

井手由美子（大阪・四天王寺高）
田中三華（神奈川・白鵬女高）２─１

小林久美子（兵庫・東谷中）
福岡春菜（大阪・四天王寺高）２─１

藤井寛子（大阪・四天王寺中）
▼準決勝
小西	 13、14	 川越
田中	 14、17	 福岡
▼決勝
小西杏	 10、20	 田中三華

平成10年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成10年12月18～23日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
偉関晴光（熊本・ラララ）3─２

田﨑俊雄（東京・協和発酵）
木方慎之介（東京・明治大）3─０

森本洋治（神奈川・日産自動車）
徳村智彦（東京・協和発酵）3─２

矢島淑雄（東京・東京アート）
青山振一（滋賀・びわこ銀行）3─２

遊澤亮（東京・明治大）
▼準決勝
偉関	 20、17、8	 木方
徳村	 19、21、16	 青山
▼決勝
偉関晴光	 15、16、22	 徳村智彦

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

河野文江（神奈川・武田薬品湘南）
小西杏（大阪・四天王寺）3─１

坂田倫子（京都・健勝苑京都）
西飯美幸（京都・健勝苑京都）3─１

樋野真弓（岐阜・富田高）
坂田愛（大阪・日本生命）3─１

内藤和子（神奈川・武田薬品湘南）
▼準決勝
小山	 17、12、16	 小西
坂田	 16、18、10	 西飯
▼決勝
坂田愛	 17、14、-11、-15、18	 小山ちれ

□男子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・井之上（東京・専修大）２─１

森本・今枝（神奈川・日産自動車）

村上・倉嶋（東京・協和発酵・明治大）２─１
松下・徳村（東京・協和発酵）

遊澤・木方（東京・明治大）２─０
伊藤・川田（東京・シチズン時計）

糀谷・平（滋賀・びわこ銀行）２─１
神・吉山（東京・明治大）

▼準決勝
佐藤・井之上	 18、17	 村上・倉嶋
糀谷・平	 14、20	 遊澤・木方
▼決勝
佐藤利明・井之上善紀　-23、15、14	
	 	 糀谷博和・平亮太

□女子ダブルス
▼準々決勝
本間・河野（神奈川・武田薬品湘南）２─１

梅村・岡崎（大阪・日本生命）
西飯・西飯（京都・健勝苑京都）２─１

小西・藤沼（大阪・四天王寺高）
内藤･島村（神奈川･武田薬品湘南･南台卓球クラブ）

２─１　藤田・沼田（東京・中央大）
松岡・金氏（大阪・松下電器）２─０

長田・井上（神奈川・NEC相模原）
▼準決勝
西飯・西飯	 21、19	 本間・河野
松岡・金氏	 18、10	 内藤・島村
▼決勝
西飯美幸・西飯由香　-19、22、16	
	 	 松岡りか・金氏雅美

□混合ダブルス
▼準々決勝
川嶋・偉関（熊本・ラララ）２─１

増田・坂田（京都・健勝苑京都）
安藤・西飯由（京都・健勝苑京都）２─０

川田・石井（東京・シチズン時計・第一勧銀）
倉嶋・河村（東京・明治大・第一勧銀）２─１
森本・河野（神奈川・日産自動車・武田薬品湘南）

河原・松富（東京・大正大）２─１
渡辺・加藤（東京・シチズン時計・さくら銀行）

▼準決勝
川嶋・偉関	 21、-15、20	 安藤・西飯
河原・松富	 13、-18、13	 倉嶋・河村
▼決勝
川嶋崇弘・偉関絹子	-22、15、8	 河原祐二・松富心

□男子ジュニア
▼準々決勝
柳田敏則（大阪・上宮高）２─０

宮坂昌利（京都・東山高）
田㔟邦史（青森・青森山田高）２─０

宮下渉（京都・東山高）
加藤雅也（青森・青森山田高）２─０

並木佑介（東京・実践学園高）
三田村宗明（青森・青森山田高）２─０

吉田訓章（愛知・杜若高）
▼準決勝
柳田	 19、19	 田㔟
三田村	 20、-19、17	 加藤
▼決勝
三田村宗明	 15、18	 柳田敏則

□女子ジュニア
▼準々決勝
潮﨑由香（熊本・慶誠高）２─０

中島絵理（宮城・仙台育英学園高）
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─１

大畑奈保子（宮城・仙台育英学園高）
藤井寛子（大阪・四天王寺高）２─０

坂本沙織（大阪・四天王寺中）
藤沼亜衣（大阪・四天王寺高）２─０

樋浦令子（大阪・四天王寺中）
▼準決勝
福原	 16、14	 潮﨑
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藤沼	 16、20	 藤井
▼決勝
藤沼亜衣	 9、14	 福原愛

平成11年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成11年12月21～26日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
偉関晴光（熊本・ラララ）3─０

三田村宗明（青森・青森山田高）
木方慎之介（東京・明治大）3─１

鬼頭明（京都・健勝苑京都）
渋谷浩（神奈川・日産自動車）3─０

遊澤亮（東京・東京アート）
松下浩二（大阪・ミキハウス）3─０

野平直孝（京都・健勝苑京都）
▼準決勝
偉関	 -14、6、19、10	 木方
渋谷	 -18、-15、20、9、21	 松下
▼決勝
渋谷浩	 19、-13、-13、15、11	 偉関晴光

□女子シングルス
▼準々決勝
坂田愛（大阪・日本生命）3─２

羽佳純子（東京・サンリツ）
梅村礼（大阪・日本生命）3─２

小西杏（大阪・ミキハウス）
西飯美幸（京都・健勝苑京都）3─２

河村朋枝（東京・第一勧業銀行）
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─０

西飯由香（京都・健勝苑京都）
▼準決勝
坂田	 16、-12、15、11	 梅村
小山	 -15、12、9、11	 西飯
▼決勝
小山ちれ	 16、11、17	 坂田愛

□男子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・河原（東京・大正大）２─０

田原・辻本（滋賀・びわこ銀行）
高志・森本（神奈川・日産自動車）２─０

神・吉山（滋賀・びわこ銀行／東京・明治大）
渋谷･松下浩（神奈川･日産自動車／大阪･ミキハウス）

２─０　村上・倉嶋（東京・協和発酵）
大森・谷口（東京・早稲田大）２─１

糀谷・平（滋賀・びわこ銀行）
▼準決勝
高志・森本	 12、-15、13	 伊藤・河原
渋谷・松下浩	 16、-16、14	 大森・谷口
▼決勝
渋谷浩・松下浩二	 13、18	 高志亮・森本洋治

□女子ダブルス
▼準々決勝
西飯・西飯（京都・健勝苑京都）２─１

川越・武田（大阪・ミキハウス）
野末・塩見（大阪・松下電器）２─０

河合・浜田（東京・第一勧業銀行）
坂田･谷口（熊本･県スポーツ振興事業団／東京･富士短大）
２─０　小西・藤沼（大阪・ミキハウス・四天王寺高）
東童・森川（滋賀・松下電工彦根）２─０

宮尾・羽佳（東京・サンリツ）
▼準決勝
西飯・西飯	 15、17	 野末・塩見
東童・森川	 17、-17、17	 坂田・谷口
▼決勝
西飯美幸・西飯由香	14、17	 東童多英子・森川千絵

□混合ダブルス
▼準々決勝
川嶋・偉関（熊本・ラララ）２─０

加藤・古月（青森・青森山田高・みちのく銀行）
倉嶋・河村（東京・協和発酵・第一勧業銀行）２─０	

木方・高橋（東京・明治大・富士短大同好会）
安藤・西飯由（京都・健勝苑京都）２─１
森本・河野（神奈川 ･日産自動車／京都 ･健勝苑京都）
小林・西飯美（京都・健勝苑京都）２─０

脇ノ谷・米倉（大阪・近畿大・池田銀行）
▼準決勝
倉嶋・河村	 19、19	 川嶋・偉関
安藤・西飯由	 -18、16、13	 小林・西飯美
▼決勝
安藤正勝・西飯由香　11、-14、20	
	 	 倉嶋洋介・河村朋枝

□男子ジュニア
▼準々決勝
岸川一星（京都・東山高）２─０

高木和健一（青森・青森南中）
川崎公介（青森・青森山田高）２─０

森田有城（青森・青森南中）
白神宏佑（岡山・関西高）２─０

山城譲二（福岡・柳川高）
坂本竜介（青森・青森南中）２─１

羽賀慎一郎（高知・明徳義塾高）
▼準決勝
岸川	 15、11	 川崎
坂本	 21、13	 白神
▼決勝
坂本竜介	 18、-16、16	 岸川一星

□女子ジュニア
▼準々決勝
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─１

西岡麻子（大阪・四天王寺高）
樋浦令子（大阪・四天王寺高）２─０

坂本沙織（大阪・四天王寺中）
福岡春菜（大阪・四天王寺高）２─１

杉田早苗（大阪・四天王寺中）
藤井寛子（大阪・四天王寺高）２─０

森山あづさ（岐阜・富田高）
▼準決勝
樋浦	 17、16	 福原
藤井	 16、17	 福岡
▼決勝
藤井寛子	 14、-19、21	 樋浦令子

平成12年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
平成12年12月12～17日

於：名古屋市総合体育館レインボーホール

□男子シングルス
▼準々決勝
真田浩二（愛知・愛知工大）3─１

三田村宗明（青森・青森大）
松下浩二（大阪・ミキハウス）3─０

徳村智彦（東京・協和発酵）
木方慎之介（東京・明治大）3─０

倉嶋洋介（東京・協和発酵）
偉関晴光（熊本・ラララ）3─１

田﨑俊雄（東京・協和発酵）
▼準決勝
松下	 16、20、19	 真田
偉関	 10、16、17	 木方
▼決勝
偉関晴光	 20、-18、14、17	 松下浩二

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─１

藤沼亜衣（大阪・四天王寺高）

高田佳枝（大阪・日本生命）3─０
佐藤利香（和歌山・和歌山銀行）

西飯由香（京都・健勝苑）3─２
小西杏（大阪・ミキハウス）

羽佳純子（東京・サンリツ）3─０
梅村礼（大阪・日本生命）

▼準決勝
小山	 14、20、15	 高田
羽佳	 20、7、18	 西飯
▼決勝
小山ちれ	 -22、18、14、-8、17	 羽佳純子

□男子ダブルス
▼準々決勝
渋谷 ･松下（神奈川･日産自動車／大阪･ミキハウス）

２─１　川田・渡辺（東京・シチズン時計）
三田村・加藤（青森・青森大）２─１

三原・川嶋（神奈川・日産自動車・健勝苑）
増田・坂本（福岡・健勝苑）２─１

今枝・竹谷（神奈川・日産自動車）
鬼頭・野平（京都・健勝苑）２─１

徳村・松下英（東京・協和発酵）
▼準決勝
渋谷・松下	 12、14	 三田村・加藤
鬼頭・野平	 -19、15、13	 増田・坂本
▼決勝
鬼頭明・野平直孝	 18、-11、16	 渋谷浩・松下浩二

□女子ダブルス
▼準々決勝
西飯・西飯（京都・健勝苑）２─０

石橋・松井（熊本・NEC九州）
梅村・岡崎（大阪・日本生命）２─０

福岡・杉田（大阪・四天王寺高）
四元・高橋（埼玉・淑徳大）２─０

川越・武田（大阪・健勝苑）
末益・藤田（大阪・日本生命）２─０

野末・塩見（大阪・松下電器）
▼準決勝
西飯・西飯	 -17、21、20	 梅村・岡崎
四元・高橋	 18、12	 末益・藤田
▼決勝
西飯美幸・西飯由香	15、20	 四元直美・高橋美貴江

□混合ダブルス
▼準々決勝
加藤・古月（青森・青森大・みちのく銀行）２─１

安藤・西飯由（京都・健勝苑）
森本・河野（神奈川 ･日産自動車／京都 ･健勝苑）
２─０　脇ノ谷・米倉（大阪・近畿大・池田銀行）

小林・西飯美（京都・健勝苑）２─１
高橋・岸田（神奈川・埼玉工大・岸田クラブ）

野平・松村（京都・健勝苑）２─０
倉嶋・河村（東京・協和発酵／岐阜・十六銀行）

▼準決勝
森本・河野	 15、20	 加藤・古月
小林・西飯美	 18、-9、14	 野平・松村
▼決勝
小林仁・西飯美幸	 16、18	 森本洋治・河野文江

□男子ジュニア
▼準々決勝
中野祐介（京都・東山高）２─１

坂本竜介（青森・青森山田高）
森田有城（青森・青森山田高）２─０

原雅彦（青森・青森山田高）
高木和健一（青森・青森山田高）２─１

村田雄平（東京・実践学園高）
村守実（青森・青森南中）２─０

岸川一星（京都・東山高）
▼準決勝
中野	 22、19	 森田
高木和	 10、19	 村守
▼決勝
高木和健一	 11、12	 中野祐介
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□女子ジュニア
▼準々決勝
樋浦令子（大阪・四天王寺高）２─０

今福久美（宮城・仙台育英学園高）
杉田早苗（大阪・四天王寺高）２─０

坂本沙織（大阪・四天王寺高）
平野早矢香（宮城・仙台育英学園高）２─０

福岡春菜（大阪・四天王寺高）
伊藤みどり（大阪・四天王寺中）２─０

三原沙織（青森・青森山田高）
▼準決勝
樋浦	 -8、12、19	 杉田
平野	 -17、10、19	 伊藤
▼決勝
平野早矢香	 -13、19、19	 樋浦令子

平成13年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成13年12月18～23日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝	
偉関晴光（熊本・ラララ）4─0

渡辺将人（東京・シチズン時計）
遊澤亮（東京・東京アート）4─1

三田村宗明（青森・青森大）
倉嶋洋介（東京・協和発酵）4─3

鬼頭明（京都・健勝苑）
松下浩二（大阪・ミキハウス）4─1

大森隆弘（東京・東京アート）
▼準決勝
偉関	 8、-12、-7、9、8、6	 遊澤
松下	 8、7、-4、8、-7、-7、7	 倉嶋
▼決勝
松下浩二	 6、-10、-9、10、7、-6、7	 偉関晴光

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）4─0

福原愛（大阪・ミキハウス JSC）
小西杏（大阪・ミキハウス）4─3

杉田早苗（大阪・四天王寺高）
岸田聡子（大阪・日本生命）4─0

塩見亜矢子（大阪・池田銀行）
梅村礼（大阪・日本生命）4─3

羽佳純子（東京・サンリツ）
▼準決勝
小西	 10、-8、-6、11、13、-4、7	 小山
梅村	 4、4、6、3	 岸田
▼決勝
梅村礼	 11、10、4、9	 小西杏

□男子ダブルス
▼準々決勝
渋谷・松下（神奈川・日産自動車／大阪・ミキハウス）

3─0　坂本・高木和（青森・青森山田高）
鬼頭・安藤（京都・健勝苑）3─0

三浦・川崎（青森・青森大）
中田・谷口（和歌山・和歌山銀行）3─2
真田・金氏（東京・K.T.T.C. ／神奈川・信号器材）

川田・渡辺（東京・シチズン時計）3─1
高志・森本（神奈川・日産自動車）

▼準決勝
渋谷・松下	 6、11、9	 鬼頭・安藤
川田・渡辺	 12、10、-4、8	 中田・谷口
▼決勝
渋谷浩・松下浩二			6、6、3	 川田貴之・渡辺将人

□女子ダブルス
▼準々決勝
西飯・西飯（京都・健勝苑）3─0

末益・岸田（大阪・日本生命）

羽佳・谷口（東京・サンリツ）3─0
河村・冨永（岐阜・十六銀行）

小西・福原（大阪・ミキハウス・ミキハウス JSC）
3─2　東郷・山川（東京・サンリツ）

梅村・岡崎（大阪・日本生命）3─1
米倉・今坂（熊本・NEC九州／大阪・池田銀行）

▼準決勝
西飯・西飯	 -9、5、9、8	 羽佳・谷口
梅村・岡崎	 6、10、-8、-9、9	 小西・福原
▼決勝
梅村礼・岡崎恵子		10、5、7	 西飯美幸・西飯由香

□混合ダブルス
▼準々決勝
倉嶋・河村（東京・協和発酵・十六銀行）3─0

小林・西飯美（京都・健勝苑）
松島・田阪（京都・中央大・立命館大）3─0	
高橋・岸田（埼玉・埼玉工業大／大阪・日本生命）

新井・小西（大阪・グランプリ・ミキハウス）3─0
川嶋・四元（東京・東京SCクラブ・レッツスポーツ）
安藤・西飯由（京都・健勝苑）3─0

渡辺・東郷（東京・シチズン時計・サンリツ）
▼準決勝
倉嶋・河村	 11、7、-9、10	 松島・田阪
新井・小西	 -7、7、5、10	 安藤・西飯
▼決勝
倉嶋洋介・河村朋枝　	12、9、6	 新井周・小西杏

□男子ジュニア
▼準々決勝
高木和健一（青森・青森山田高）3─2

田中満雄（青森・東奥学園高）
岸川聖也（福岡・レオクラブ）3─1

原雅彦（青森・青森山田高）
小山武典（福岡・柳川高）3─0

阿部一博（東京・実践学園高）
時吉佑一（京都・東山高）3─0

森田有城（青森・青森山田高）
▼準決勝
高木和	 8、9、10	 岸川
時吉	 9、9、8	 小山
▼決勝
高木和健一	 10、10、-11、3	 時吉佑一

□女子ジュニア
▼準々決勝
杉田早苗（大阪・四天王寺高）3─1

藤谷千穂（兵庫・市川高）
今福久美（宮城・仙台育英学園高）3─0

片岡愛（岡山・就実高）
坂本沙織（大阪・四天王寺高）3─0

平田知代（青森・青森山田高）
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）3─0

伊藤みどり（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
杉田	 6、9、9	 今福
福原	 3、8、9	 坂本
▼決勝
福原愛	 3、7、8	 杉田早苗

平成14年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成14年12月18～23日、於：東京武道館

□男子シングルス
▼準々決勝
松下浩二（大阪・ミキハウス）4─0

三田村宗明（青森・青森大）
遊澤亮（東京・東京アート）4─0

竹谷康一（神奈川・日産自動車）
倉嶋洋介（東京・協和発酵）4─2

新井周（大阪・グランプリ）

木方慎之介（東京・協和発酵）4─3
偉関晴光（東京・健勝苑）

▼準決勝
松下	 6、3、-7、7、6	 遊澤
木方	 8、5、11、12	 倉嶋
▼決勝
松下浩二	 5、9、-10、10、-3、9	 木方慎之介

□女子シングルス
▼準々決勝
梅村礼（大阪・日本生命）4─2

潮﨑由香（埼玉・淑徳大）
末益亜紗美（大阪・日本生命）4─3

小山ちれ（大阪・池田銀行）
藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）4─1

平野早矢香（宮城 ･仙台育英学園高）
高橋美貴江（埼玉・淑徳短大職員）4─0

西飯由香（東京・健勝苑）
▼準決勝
梅村	 -9、7、-4、6、9、1	 末益
藤沼	 6、-9、9、10、4	 高橋
▼決勝
梅村礼	 5、-10、3、9、-11、-4、5	 藤沼亜衣

□男子ダブルス
▼準々決勝
渋谷・松下（神奈川・日産自動車／大阪・ミキハウス）

3─1　遊澤・大森（東京・東京アート）
倉嶋・木方（東京・協和発酵）3─2

偉関・中田（東京・健勝苑・東京アート）
加山・新井（大阪・グランプリ）3─1

鬼頭・安藤（京都・健勝苑）
矢島・野平（千葉・健勝苑）3─1

谷口・三原（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
倉嶋・木方	 3、5、9	 渋谷・松下
矢島・野平	 -9、9、-8、9、10	 加山・新井
▼決勝
倉嶋洋介・木方慎之介　6、10、11	

矢島淑雄・野平直孝

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）3─0

西飯美・西飯由（東京・健勝苑）
塩見・今坂（大阪・池田銀行）3─0

梅村・岸田（大阪・日本生命）
武田・岸（大阪・チームマツシタ）3─1

藤田・末益（大阪・日本生命）
小西・福原（大阪・ミキハウス／青森・ミキハウスJSC）

3─1　坂本・井上（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
塩見・今坂	 7、8、8	 藤沼・樋浦
小西・福原	 10、5、-6、-6、5	 武田・岸
▼決勝
小西杏・福原愛		10、8、6	 塩見亜矢子・今坂亮子

□混合ダブルス
▼準々決勝
渡辺・東郷（東京・シチズン時計・サンリツ）3─2

新井・小西（大阪・グランプリ・ミキハウス）
小林・西飯美（東京・健勝苑）3─2

田原・小野（滋賀・びわこ銀行・松下電工彦根）
木方・湯原（東京・協和発酵・東京富士大）3─2

川嶋・四元（東京・健勝苑・個人）
真田・西飯由（東京・協和発酵・健勝苑）3─0

河原・中田（東京・シチズン時計・サンリツ）
▼準決勝
渡辺・東郷	 9、4、9	 小林・西飯美
真田・西飯由	 -3、9、9、7	 木方・湯原
▼決勝
渡辺将人・東郷媛　8、5、-10、-9、9	
	 	 真田浩二・西飯由香
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□ジュニア男子
▼準々決勝
時吉佑一（京都・東山高）3─2

水野裕哉（宮城・仙台育英学園高）
高木和卓（青森・青森山田中）3─2

下山隆敬（大阪・大阪桐蔭高）
村守実（青森・青森山田高）3─2

小野竜也（宮城・仙台育英学園高）
岸川聖也（宮城・仙台育英秀光中）3─1

白神俊祐（岡山・関西高）
▼準決勝
時吉	 10、9、-10、9	 高木和
岸川	 9、4、9	 村守
▼決勝
岸川聖也	 -10、-5、9、11、5	 時吉佑一

□ジュニア女子
▼準々決勝
福原愛（青森・ミキハウス JSC）3─0

中村郁美（茨城・岩瀬日大高）
多田一葉（宮城・仙台育英学園高）3─2

花田麻里（大阪・四天王寺高）
大西綾（岡山・就実高）3─1

中川めぐみ（大阪・四天王寺高）
伊藤みどり（大阪・四天王寺高）3─1

宮本真梨子（宮城・仙台育英学園高）
▼準決勝
福原	 8、5、6	 多田
伊藤	 6、3、6	 大西
▼決勝
福原愛	 5、8、8	 伊藤みどり

平成15年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成16年1月12～16日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
松下浩二（大阪・ミキハウス）4─3

三田村宗明（青森・青森大）
偉関晴光（静岡・健勝苑浜松）4─0

倉嶋洋介（東京・協和発酵）
新井周（大阪・グランプリ）4─1

遊澤亮（東京・東京アート）
吉富永剛（京都・健勝苑）4─3

高志亮（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
偉関	 8、6、9、-9、4	 松下
新井	 9、9、5、8	 吉富
▼決勝
偉関晴光	 -9、5、6、9、-12、-9、6	 新井周

□女子シングルス
▼準々決勝
梅村礼（大阪・日本生命）4─1

福原愛（青森・ミキハウス JSC青森）
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─0

岸田聡子（大阪・日本生命）
小西杏（大阪・ミキハウス）4─0

樋浦令子（大阪・ミキハウス）
藤井寛子（埼玉・淑徳大）4─0

藤田由希（大阪・日本生命）
▼準決勝
平野	 -7、-6、5、8、-6、9、5	 梅村
藤井	 6、-9、-9、11、7、4	 小西
▼決勝
平野早矢香		-11、-12、5、-6、8、12、8	 藤井寛子

□男子ダブルス
▼準々決勝
安藤・吉富（京都・健勝苑）3─0

三原・谷口（神奈川・日産自動車）

加山・新井（大阪・グランプリ）3─1
偉関・高山（静岡・健勝苑／東京・東京アート）

田﨑・鬼頭（東京・協和発酵／愛知・健勝苑）3─0
渋谷・松下（神奈川・日産自動車／大阪・ミキハウス）
遊澤・大森（東京・東京アート）3─1

矢島・野平（東京・健勝苑／静岡・健勝苑浜松）
▼準決勝
加山・新井	 -10、-6、9、12、4	 安藤・吉富
田﨑・鬼頭	 -3、9、9、9	 遊澤・大森
▼決勝
田﨑俊雄・鬼頭明	 7、7、4	 加山兵伍・新井周

□女子ダブルス
▼準々決勝
小西・福原（大阪・ミキハウス／青森・ミキハウスJSC青森）						

3─2　潮﨑・藤井（埼玉・淑徳大）
梅村・岸田（大阪・日本生命）3─2

西飯美・西飯由（東京・健勝苑）
松富・高橋（岐阜・十六銀行）3─1

藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）
柏木・渡辺（東京・中央大）3─2

末益・平野（大阪・日本生命・サンリツ）
▼準決勝
小西・福原	 -5、8、11、10	 梅村・岸田
松富・高橋	 13、-7、9、4	 柏木・渡辺
▼決勝
小西杏・福原愛				7、5、8	 松富心・高橋美貴江

□混合ダブルス
▼準々決勝
渡辺・東郷（東京・シチズン時計／茨城・日立化成）
3─1　柳田・岡崎（大阪・明治大・チームマツシタ）
新井・小西（大阪・グランプリ・ミキハウス）

3─1　小林・西飯美（東京・健勝苑）
木方・湯原（東京・協和発酵・東京富士大）3─0

田中・柏木（東京・中央大）
下山・武田（大阪・大阪桐蔭高・チームマツシタ）
3─1　真田・西飯由（東京・協和発酵・健勝苑）

▼準決勝
新井・小西	 10、-13、7、8	 渡辺・東郷
下山・武田	 -8、8、3、-11、10	 木方・湯原
▼決勝
新井周・小西杏　3、-11、-8、4、8	
	 	 下山隆敬・武田明子

□ジュニア男子
▼準々決勝
高木和卓（青森・青森山田中）3─2

塩野真人（埼玉・狭山ケ丘高）
横山友一（青森・青森山田高）3─2

照井雄太（兵庫・滝川第二高）
水谷隼（青森・青森山田中）3─1

清水康充（東京・実践学園高）
水野裕哉（宮城・仙台育英学園高）3─0

坂本一樹（大阪・上宮高）
▼準決勝
横山	 8、-8、3、5	 高木和
水谷	 8、-7、8、4	 水野
▼決勝
水谷隼	 5、3、-5、-11、9	 横山友一

□ジュニア女子
▼準々決勝
福原愛（青森・ミキハウス JSC青森）3─2

照井萌美（宮城・秀光中等教育学校）
小野思保（神奈川・白鵬女子高）3─0

尾田紗矢佳（熊本・慶誠高）
岡本真由子（岡山・就実高）3─1

有坂美里（東京・武蔵野高）
原瞳（青森・青森山田高）3─2

中島慶子（岡山・就実中）
▼準決勝
福原	 4、9、2	 小野
岡本	 -4、10、-7、11、6	 原

▼決勝
福原愛	 6、3、6	 岡本真由子

平成16年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成17年1月11～16日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
偉関晴光（東京・健勝苑）4─0

倉嶋洋介（東京・協和発酵）
加山兵伍（大阪・グランプリ）4─1

高木和卓（青森・青森山田高）
吉田海偉（神奈川・日産自動車）4─1

三田村宗明（青森・健勝苑AYSC）
岸川聖也（宮城・仙台育英学園高）4─2

高志亮（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
偉関	 9、7、11、10	 加山
吉田	 -6、-9、6、6、10、11	 岸川
▼決勝
吉田海偉	 4、4、8、7	 偉関晴光

□女子シングルス
▼準々決勝
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─1

今福久美（埼玉・淑徳大）
金沢咲希（大阪・日本生命）4─0

梅村礼（大阪・日本生命）
末益亜紗美（大阪・日本生命）4─0

高橋美貴江（岐阜・十六銀行）
藤井寛子（埼玉・淑徳大）4─2

藤田由希（大阪・日本生命）
▼準決勝
平野	 -7、-7、6、9、9、6	 金沢
末益	 12、1、9、7	 藤井
▼決勝
平野早矢香	 9、12、7、8	 末益亜紗美

□男子ダブルス
▼準々決勝
偉関・川嶋（東京・健勝苑・豊姫一番）3─0

村守・横山（青森・青森大・青森山田高）
倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）3─0

高志・三原（神奈川・日産自動車）
徳村・田﨑（東京・協和発酵）3─1

鬼頭・大森（東京・東京アート）
高木和・水谷（青森・青森山田高・青森山田中）

3─0　高木和・森田（青森・青森大）
▼準決勝
倉嶋・田㔟	 -7、7、15、-4、11	 偉関・川嶋
徳村・田﨑	 -8、5、11、9	 高木和・水谷
▼決勝
倉嶋洋介・田㔟邦史　9、-4、1、-9、4	
	 	 徳村智彦・田﨑俊雄

□女子ダブルス
▼準々決勝
小西・福原（大阪・ミキハウス／青森・ミキハウスJSC青森）

3─1　西飯由・西飯美（東京・健勝苑）
藤井・原田（東京・サンリツ）3─1
岸・武田（島根・明誠高職員／大阪・チームマツシタ）
金沢・末益（大阪・日本生命）3─2

福岡・坂本（東京・日本大）
松富・高橋（岐阜・十六銀行）3─0

射場山・増田（熊本・NEC九州）
▼準決勝
小西・福原	 5、7、8	 藤井・原田
金沢・末益	 10、8、-5、7	 高橋・松富
▼決勝
小西杏・福原愛　9、-9、-9、16、10	
	 	 金沢咲希・末益亜紗美
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□混合ダブルス
▼準々決勝
坂本・福原（青森・青森大・ミキハウスJSC青森）3─1
	下山・武田（東京・早稲田大／大阪・チームマツシタ）
田中・柏木（東京・中央大）3─0

原・杉田（東京・専修大）
渡辺・東郷（東京・シチズン時計／茨城・日立化成）

3─1　足立・福岡（東京・明治大・日本大）
川嶋・島田（東京・豊姫一番・東京富士大）3─0

小林・西飯美（東京・健勝苑）
▼準決勝
坂本・福原	 7、6、8	 田中・柏木
渡辺・東郷	 9、8、7	 川嶋・島田
▼決勝
坂本竜介・福原愛	 6、7、9	 渡辺将人・東郷媛

□ジュニア男子
▼準々決勝
水谷隼（青森・青森山田中）3─1

軽部隆介（宮城・仙台育英学園高）
大矢英俊（青森・青森山田高）3─1

松平健太（青森・青森山田中）
高木和卓（青森・青森山田高）3─0

松竹紀昭（愛知・愛工大名電高）
横山友一（青森・青森山田高）3─1

池田和正（静岡・清水国際高）
▼準決勝
水谷	 11、6、10	 大矢
高木和	 -7、-6、3、6、10	 横山
▼決勝
高木和卓	 7、-9、5、5	 水谷隼

□ジュニア女子
▼準々決勝
井上朋美（神奈川・白鵬女子高）3─0

森永愛里（三重・白子高）
溝上千秋（高知・明徳義塾高）3─1

亀崎遥（埼玉・川口総合高）
藤井優子（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─1

小川未紗希（宮城・秀光中等教育学校）
石塚美和子（大阪・四天王寺高）3─2

小野思保（神奈川・白鵬女子高）
▼準決勝
井上	 7、7、5	 溝上
石塚	 -15、12、9、5	 藤井
▼決勝
石塚美和子	 9、10、-12、4	 井上朋美

平成17年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成18年1月10～15日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
吉田海偉（神奈川・日産自動車）4─1

大森隆弘（東京・東京アート）
倉嶋洋介（東京・協和発酵）4─0

三原孝博（神奈川・日産自動車）
松下浩二（大阪・グランプリ）4─0

水谷隼（青森・青森山田高）
坂本竜介（青森・青森大）4─1

渡辺将人（東京・シチズン時計）
▼準決勝
吉田	 -10、13、10、3、5	 倉嶋
松下	 10、8、4、8	 坂本
▼決勝
吉田海偉	 -2、12、9、-9、5、5	 松下浩二

□女子シングルス
▼準々決勝
小西杏（静岡・アスモ㈱）4─1

岸田聡子（大阪・日本生命）

藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）4─3
福原愛（青森・グランプリ）

金沢咲希（大阪・日本生命）4─1
梅村礼（大阪・文化シヤッター）

西飯由香（東京・健勝苑）4─1
佐藤素子（東京・卓球王国NT）

▼準決勝
小西	 11、10、-8、12、6	 藤沼
金沢	 3、5、7、-8、-4、9	 西飯
▼決勝
金沢咲希	 8、-10、-7、7、8、-5、6	 小西杏

□男子ダブルス
▼準々決勝
倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）3─2

村守・横山（青森・青森大・青森山田高）
高木和・水谷（青森・青森山田高）3─0

高志・三原（神奈川・日産自動車）
鬼頭・大森（東京・東京アート）3─0

金氏・大谷（神奈川・信号器材）
大矢・松平（青森・青森山田高）3─2

坪口・垣原（青森・青森大）
▼準決勝
倉嶋・田㔟	 -11、3、9、7	 高木和・水谷
鬼頭・大森	 6、-9、3、6	 大矢・松平
▼決勝
倉嶋洋介・田㔟邦史	　2、-7、6、-10、3	
	 	 鬼頭明・大森隆弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
小西・福原（静岡・アスモ／青森・グランプリ）

3─0　山梨・照井（宮城・秀光中等教育学校）
高橋・潮﨑（岐阜・十六銀行）3─1

梅村・岸田（大阪・文化シヤッター・日本生命）
福岡・坂本（東京・日本大）3─2

金沢・藤井（大阪・日本生命）
藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）3─2

原田・藤井（東京・サンリツ）
▼準決勝
高橋・潮﨑	 -4、5、6、12	 小西・福原
藤沼・樋浦	 9、-7、7、7	 福岡・坂本
▼決勝
高橋美貴江・潮﨑由香　9、6、9	
	 	 藤沼亜衣・樋浦令子

□混合ダブルス
▼準々決勝
坂本・福原（青森・青森大・グランプリ）3─0

山城・大畑（広島・原田鋼業・中国電力）
小野・山崎（東京・明治大・青山学院大）3─2

原・杉田（東京・専修大）
阿部・阿部	（東京・早稲田大・青山学院大）

3─1　中野・渡辺（東京・早稲田大・中央大）
足立・福岡（東京・明治大・日本大）3─2

渡邊・藤井（東京・東京アート・サンリツ）
▼準決勝
坂本・福原	 9、3、7	 小野・山崎
足立・福岡	 6、7、-7、9	 阿部・阿部
▼決勝
足立卓也・福岡春菜			8、5、11	 坂本竜介・福原愛

□ジュニア男子
▼準々決勝
高木和卓（青森・青森山田高）3─2

松平賢二（青森・青森山田高）
松平健太（青森・青森山田中）3─1

池田和正（静岡・清水国際高）
大矢英俊（青森・青森山田高）3─1

渡井伯和（静岡・清水国際高）
水谷隼（青森・青森山田高）3─0

甲斐義和（大分・明豊高）
▼準決勝
高木和	 -4、4、10、5	 松平

水谷	 4、9、7	 大矢
▼決勝
水谷隼	 8、5、-8、9	 高木和卓

□ジュニア女子
▼準々決勝
阿部奈々（宮城・秀光中等教育学校）3─2

川村愛（大阪・四天王寺高）
石垣優香（宮城・秀光中等教育学校）3─2

森永愛里（三重・白子高）
照井萌美（宮城・秀光中等教育学校）3─0

古川里美（大阪・四天王寺高）
中山翠（大阪・四天王寺高）3─1

石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
石垣	 5、8、7	 阿部
照井	 6、7、5	 中山
▼決勝
照井萌美	 9、11、8	 石垣優香

平成18年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成19年1月16～21日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
吉田海偉（神奈川・日産自動車）4─2

偉関晴光（東京・TEAM	JUIC）
大矢英俊（青森・青森山田高）4─0

下山隆敬（東京・早稲田大）
田﨑俊雄（東京・協和発酵）4─0

横山友一（青森・青森大）
水谷隼（青森・青森山田高）4─2

木方慎之介（東京・協和発酵）
▼準決勝
吉田	 -8、7、-4、12、6、6	 大矢
水谷	 -9、-13、3、13、9、-9、11	 田﨑
▼決勝
水谷隼	 8、10、-6、6、5	 吉田海偉

□女子シングルス
▼準々決勝
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）4─3

樋浦令子（大阪・ミキハウス）
藤井寛子（大阪・日本生命）4─1

田㔟美貴江（岐阜・十六銀行）
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─1

照井萌美（宮城・秀光中等教育学校）
小西杏（静岡・アスモ）4─1

潮﨑由香（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
藤井	 8、-8、8、-6、8、-7、10	 石川
平野	 9、-9、7、9、9	 小西
▼決勝
平野早矢香	 9、-8、3、8、-7、6	 藤井寛子

□男子ダブルス
▼準々決勝
倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）3─1

時吉・下山（東京・早稲田大）
岸川・水谷（東京・スヴェンソン／青森・青森山田高）

3─0　荻原・三浦（北海道・JR北海道）
木方・真田（東京・協和発酵）3─0

坪口・垣原（青森・青森大）
渡辺・並木（東京・シチズン時計）3─1

坂本・松平健（青森・青森大・青森山田中）
▼準決勝
岸川・水谷	 -8、7、2、8	 倉嶋・田㔟
木方・真田	 11、10、11	 渡辺・並木
▼決勝
岸川聖也・水谷隼　8、4、-9、3	
	 	 木方慎之介・真田浩二
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□女子ダブルス
▼準々決勝
田㔟・潮﨑（岐阜・十六銀行）3─2

高橋・河村（茨城・日立化成）
梅村・岸田（大阪・文化シヤッター・日本生命）

3─0　大畑・福岡（広島・中国電力）
金沢・藤井（大阪・日本生命）3─2

原・小野（埼玉・淑徳大）
藤沼・平野（大阪・ミキハウス）3─0

照井・石垣（宮城・秀光中等教育学校）
▼準決勝
田㔟・潮﨑	 -4、9、8、9	 梅村・岸田
金沢・藤井	 7、7、-1、-9、8	 藤沼・平野
▼決勝
金沢咲希・藤井寛子　8、9、-7、-6、8	
	 	 田㔟美貴江・潮﨑由香

□混合ダブルス
▼準々決勝
谷口・大橋（東京・シチズン時計・サンリツ）3─0

徳増・豊田（愛知・専修大・中京大）
原・杉田（東京・専修大）3─2

川口・河村（広島・原田鋼業・中国電力）
末貞・山崎（東京・東京アート・サンリツ）3─1

村守・森薗（青森・青森大・青森山田中）
坂本・福原（青森・青森大・グランプリ）3─2
渡辺・四元（東京・シチズン時計・東京キングコング）
▼準決勝
谷口・大橋	 5、-3、-10、7、9	 原・杉田
坂本・福原	 4、7、10	 末貞・山崎
▼決勝
坂本竜介・福原愛　6、-14、4、-8、8

谷口祐二・大橋香織

□ジュニア男子
▼準々決勝
水谷隼（青森・青森山田高）3─0

笠原弘光（京都・東山高）
甲斐義和（大分・明豊高）3─0

佐藤慧（大阪・上宮高）
松平賢二（青森・青森山田高）3─1

上田仁（青森・青森山田中）
高岡諒太郎（東京・実践学園高）3─1

松平健太（青森・青森山田中）
▼準決勝
水谷	 5、9、9	 甲斐
松平	 -10、-9、6、2、8	 高岡
▼決勝
水谷隼	 7、6、-4、7	 松平賢二

□ジュニア女子
▼準々決勝
藤井優子（大阪・四天王寺高）3─0

石垣優香（宮城・秀光中等教育学校）
若宮三紗子（香川・尽誠学園高）3─0

有田朱里（愛媛・新田高）
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）3─1

田中由貴（岡山・山陽女子高）
岡崎恵（東京・武蔵野中）3─0

池田友里佳（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
藤井	 8、8、8	 若宮
石川	 9、9、-10、12	 岡崎
▼決勝
石川佳純	 10、-9、5、8	 藤井優子

平成19年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成20年1月15～20日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（青森・青森山田高）4─1

坂本竜介（東京・協和発酵）

田㔟邦史（東京・協和発酵）4─0
渡辺将人（東京・シチズンホールディングス）

大矢英俊（青森・青森大）4─2
岸川聖也（東京・スヴェンソン）

吉田海偉（神奈川・日産自動車）4─0
木方慎之介（東京・協和発酵）

▼準決勝
水谷	 -9、-8、12、6、10、11	 田㔟
吉田	 9、8、-7、7、-5、8	 大矢
▼決勝
水谷隼	 -8、-9、7、6、7、-6、7	 吉田海偉

□女子シングルス
▼準々決勝
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─1

田㔟美貴江（東京・十六銀行）
照井萌美（東京・早稲田大）4─0

小西杏（静岡・アスモ）
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）4─0

河村茉依（茨城・日立化成）
樋浦令子（大阪・ミキハウス）4─0

若宮三紗子（香川・尽誠学園高）
▼準決勝
平野	 8、4、6、10	 照井
樋浦	 5、5、-9、-11、9、2	 石川
▼決勝
平野早矢香	 9、4、9、3	 樋浦令子

□男子ダブルス
▼準々決勝
岸川・水谷（東京・スヴェンソン／青森・青森山田高）

3─2　田﨑・川崎（東京・協和発酵）
谷口・中野（東京・シチズンホールディングス）

3─2　木方・坂本（東京・協和発酵）
渡辺・並木（東京・シチズンホールディングス）

3─2　江藤・立石（東京・専修大）
倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）3─0

足立・笠原（京都・早稲田大・東山高）
▼準決勝
岸川・水谷	 5、4、6	 谷口・中野
倉嶋・田㔟	 8、9、-4、10	 渡辺・並木
▼決勝
岸川聖也・水谷隼　4、9、-7、16	
	 	 倉嶋洋介・田㔟邦史

□女子ダブルス
▼準々決勝
宮本・梶本（東京・早稲田大）3─0

渡辺・野上（大阪・ミキハウス／東京・中央大）
藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）3─0

花沢・和田（静岡・アスモ）
小林・西飯（東京・ファミタク／岐阜・十六銀行）3─0
平野・石川（大阪・ミキハウス・ミキハウス JSC）
福原・照井（東京・ANA・早稲田大）3─1

田㔟・潮﨑（東京・岐阜・十六銀行）
▼準決勝
藤沼・樋浦	 5、7、-11、11	 宮本・梶本
福原・照井	 13、4、7	 小林・西飯
▼決勝
福原愛・照井萌美	　-8、7、-4、9、9	
	 	 藤沼亜衣・樋浦令子

□混合ダブルス
▼準々決勝
坂本・福原（東京・協和発酵・ANA）3─1

阿部一・阿部恵（東京・リコー・青山学院大）
渡辺・四元（東京・シチズンホールディングス・東京アート）

3─0
熊田・湯原（神奈川・日産自動車・東京富士大同好会）
田㔟・田㔟（東京・協和発酵・十六銀行）3─1

下山・坂巻（東京・早稲田大・東京富士大）
水野・梶本（東京・明治大・早稲田大）3─2
谷口・大橋（東京・シチズンホールディングス・サンリツ）

▼準決勝
渡辺・四元	 8、-6、8、-6、7	 坂本・福原
田㔟・田㔟	 -7、4、7、-7、7	 水野・梶本
▼決勝
田㔟邦史・田㔟美貴江	　-9、9、-13、8、10	
	 	 渡辺将人・四元奈生美

□ジュニア男子
▼準々決勝
上田仁（青森・青森山田高）3─0

中島裕騎（愛知・愛工大名電高）
町飛鳥（青森・青森山田中）3─1

谷村直樹（岐阜・関商工高）
山谷仁生（青森・青森山田高）3─0

板倉健信（福岡・希望が丘高）
平野友樹（宮城・秀光中等教育学校）3─0

柳井陽介（大分・明豊高）
▼準決勝
上田	 6、6、9	 町
平野	 5、6、-7、8	 山谷
▼決勝
上田仁	 3、12、7	 平野友樹

□ジュニア女子
▼準々決勝
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）3─0

酒井春香（大阪・四天王寺高）
田代早紀（岡山・山陽女子高）3─1

伊積ひかり（東京・武蔵野高）
森薗美咲（青森・青森山田中）3─0

岡崎恵（東京・武蔵野高）
藤井優子（大阪・四天王寺高）3─1

須磨睦（岡山・就実高）
▼準決勝
石川	 -7、-7、11、6、7	 田代
藤井	 4、3、8	 森薗
▼決勝
石川佳純	 -6、-8、7、7、1	 藤井優子

平成20年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成21年1月13～18日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・明治大）4─3

岸川聖也（東京・スヴェンソン）
上田仁（青森・青森山田高）4─2

渡辺将人（東京・シチズン）
松平健太（青森・青森山田高）4─0

大矢英俊（青森・青森大）
吉田海偉（大阪・グランプリ大阪）4─1

松平賢二（青森・青森大）
▼準決勝
水谷	 11、6、8、12	 上田
松平	 5、-9、-9、6、-4、10、10	 吉田
▼決勝
水谷隼	 9、7、8、-8、15	 松平健太

□女子シングルス
▼準々決勝
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─2

河村茉依（茨城・日立化成）
森薗美咲（青森・青森山田高）4─1

渡辺裕子（大阪・ミキハウス）
福原愛（東京・ANA）4─0

石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）
王輝（茨城・日立化成）4─0

金沢咲希（大阪・日本生命）
▼準決勝
平野	 4、4、5、4	 森薗
王輝	 6、8、9、9	 福原
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▼決勝
平野早矢香					5、-8、6、-5、5、-7、9	 王輝

□男子ダブルス
▼準々決勝
岸川・水谷（東京・スヴェンソン・明治大）3─1
	 大森・張（東京・東京アート）
上田・野邑（青森・青森山田高）3─2

渡辺・並木（東京・シチズン）
坪口・垣原（青森・青森大）3─1

谷口・中野（東京・シチズン）
時吉・横山（大阪・グランプリ大阪）3─2

倉嶋・田㔟（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
岸川・水谷	 -14、-9、6、4、6	 上田・野邑
時吉・横山	 -10、-5、3、8、10	 坪口・垣原
▼決勝
岸川聖也・水谷隼	10、6、11	 時吉佑一・横山友一

□女子ダブルス
▼準々決勝
福原・照井（東京・ANA・早稲田大）3─0

金沢・藤井（大阪・日本生命）
渡辺・藤井（大阪・ミキハウス・四天王寺高）3─2

越崎・福岡（広島・中国電力）
平野・石川（大阪・ミキハウス・ミキハウス JSC）

3─2　藤沼・島田（茨城・日立化成）
谷岡・鈴木（東京・エリートアカデミー）3─2

岸田・重本（大阪・日本生命）
▼準決勝
福原・照井	 -4、9、7、2	 渡辺・藤井
平野・石川	 8、4、4	 谷岡・鈴木
▼決勝
平野早矢香・石川佳純		7、8、9	 福原愛・照井萌美

□混合ダブルス
田㔟・田㔟（東京・協和発酵キリン・十六銀行）
3─0　高木和健・坂本（東京・東京アート・サンリツ）
水谷・福原（東京・明治大・ANA）3─2

谷口・大橋（東京・シチズン・サンリツ）
水野・梶本（東京・明治大・早稲田大）3─2

塩野・亀崎（埼玉・早稲田大）
荻原典・荻原史（北海道・JR北海道）3─2

石野・若宮（京都・立命館大）
▼準決勝
田㔟・田㔟	 7、-6、-12、9、6	 水谷・福原
水野・梶本　-6、-5、10、11、5	 荻原・荻原
▼決勝
田㔟邦史・田㔟美貴江　9、-7、4、5	
	 	 水野裕哉・梶本麻莉菜

□ジュニア男子
▼準々決勝
上田仁（青森・青森山田高）3─0

岡田峻（愛知・愛工大名電高）
町飛鳥（青森・青森山田中）3─0

森薗政崇（青森・青森山田中）
丹羽孝希（青森・青森山田中）3─0

森本耕平（愛知・愛工大名電高）
松平健太（青森・青森山田高）3─2

平野友樹（山口・野田学園高）
▼準決勝
上田	 6、9、7	 町
松平	 10、-6、5、-9、8	 丹羽
▼決勝
上田仁	 10、6、-9、-11、13	 松平健太

□ジュニア女子
▼準々決勝
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）3─0

谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー）
市川梓（愛知・名経大高蔵高）3─1

岡崎恵（東京・武蔵野高）

酒井春香（大阪・四天王寺高）3─1
鈴木李茄（東京・エリートアカデミー）

森薗美咲（青森・青森山田高）3─0
佐藤優衣（三重・21クラブ）

▼準決勝
石川	 8、4、5	 市川
森薗	 6、-11、8、11	 酒井
▼決勝
石川佳純	 3、6、2	 森薗美咲

平成21年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成22年1月12～17日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・明治大）4─0

韓陽（東京・東京アート）
張一博（東京・東京アート）4─0

高木和卓（東京・東京アート）
吉田海偉（山口・個人）4─0

大矢英俊（東京・東京アート）
松平賢二（青森・青森大）4─0

田㔟邦史（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
水谷	 -10、5、-8、-8、9、4、9	 張
吉田	 5、3、3、4	 松平
▼決勝
水谷隼	 4、10、7、8	 吉田海偉

□女子シングルス
▼準々決勝
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─0

渡辺裕子（茨城・日立化成）
藤沼亜衣（東京・日立化成）4─0

田㔟美貴江（東京・十六銀行）
樋浦令子（大阪・ミキハウス）4─2

石垣優香（埼玉・淑徳大）
王輝（茨城・日立化成）4─2

石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
藤沼	 8、4、6、8	 平野
王	 10、12、-8、-11、9、8	 樋浦
▼決勝
王輝	 -6、8、8、10、9	 藤沼亜衣

□男子ダブルス
水谷・岸川（東京・明治大・スヴェンソン）3─0

吉田・平野（山口・個人・野田学園高）
松平・上田（青森・青森大・青森山田高）3─0

松渕・根田（東京・明治大）
軽部・池田（東京・明治大）3─1

山谷・神原（青森・青森山田高）
森田・瀬山（東京・中央大）3─2

大森・大矢（東京・東京アート）
▼準決勝
水谷・岸川	 6、-6、-3、5、5	 松平・上田
軽部・池田	 7、-7、9、-8、11	 森田・瀬山
▼決勝
水谷隼・岸川聖也			6、3、3	 軽部隆介・池田和正

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤井・若宮（大阪・日本生命）3─1
福原・石川（東京・ANA／大阪・ミキハウス JSC）
河村・福平（茨城・日立化成）3─2

照井・中島（東京・早稲田大）
坂本・阿部（東京・サンリツ）3─1

小西・小林（静岡・アスモ）
平野・樋浦（大阪・ミキハウス）3─1

藤沼・渡辺（東京・茨城・日立化成）
▼準決勝
藤井・若宮	 -9、8、5、7	 河村・福平

平野・樋浦	 7、4、5	 坂本・阿部
▼決勝
藤井寛子・若宮三紗子　12、9、-10、7	
	 	 平野早矢香・樋浦令子

□混合ダブルス
▼準々決勝
藤本・鳥居（兵庫・滝川第二高・神戸松蔭女子学院大）

3─2　池田・松浦（静岡・明治大・アスモ）
高木和健・坂本（東京・東京アート・サンリツ）
3─2　阿部一・阿部恵（東京・リコー・サンリツ）
松平・石川（青森・青森山田高／大阪・ミキハウスJSC）
3─0　森本・三浦（愛知・愛工大名電高・愛知工業大）
内山・末益（熊本・熊本学園大・NEC	SKY）
3─1　水野・梶本（東京・東京アート・東京電力）
▼準決勝
藤本・鳥居　　-7、7、-1、6、4	 高木和・坂本
松平・石川	 3、3、3	 内山・末益
▼決勝
松平健太・石川佳純　-8、6、-13、3、5	
	 	 藤本海統・鳥居夕華

□ジュニア男子
丹羽孝希（青森・青森山田中）3─0

吉村真晴（山口・野田学園高）
𠮷田雅己（青森・青森山田中）3─1

森薗政崇（青森・青森山田中）
平野友樹（山口・野田学園高）3─0

森聡詩（京都・東山高）
町飛鳥（青森・青森山田中）3─2

神巧也（青森・青森山田高）
▼準決勝
丹羽	 9、-7、3、6	 𠮷田
平野	 -11、-10、8、7、5	 町
▼決勝
丹羽孝希	 2、-2、5、8	 平野友樹

□ジュニア女子
▼準々決勝
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）3─0

宋恵佳（青森・青森山田中）
森美沙樹（高知・明徳義塾高）3─2

谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー）
鈴木李茄（東京・エリートアカデミー）3─1

松本優希（大阪・四天王寺高）
森薗美咲（青森・青森山田高）3─1

前田美優（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
石川	 5、5、7	 森
森薗	 7、8、6	 鈴木
▼決勝
石川佳純	 5、12、8	 森薗美咲

平成22年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成23年1月18～23日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・明治大）4─0

丹羽孝希（青森・青森山田高）
高木和卓（東京・東京アート）4─3

松平賢二（青森・青森大）
張一博（東京・東京アート）4─0

岸川聖也（山口・スヴェンソン）
吉田海偉（山口・個人）4─0

笠原弘光（東京・早稲田大）
▼準決勝
水谷	 10、-6、7、10、9	 高木和
張	 6、5、4、11	 吉田
▼決勝
水谷隼	 7、8、5、3	 張一博
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□女子シングルス
▼準々決勝
藤沼亜衣（茨城・日立化成）4─2

森薗美咲（青森・青森山田高）
藤井寛子（大阪・日本生命）4─0

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）4─1

渡辺裕子（茨城・日立化成）
福原愛（東京・ANA）4─0

高橋真梨子（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
藤井	 -6、5、5、4、6	 藤沼
石川	 7、-10、3、4、9	 福原
▼決勝
石川佳純	 10、9、7、9	 藤井寛子

□男子ダブルス
▼準々決勝
水谷・岸川（東京・明治大／山口・スヴェンソン）

3─1　鹿屋・有延（山口・野田学園高）
韓・張（東京・東京アート）3─0

松平・上田（青森・青森大）
松平・丹羽（東京・早稲田大／青森・青森山田高）

3─0　高木和健・水野（東京・東京アート）
木方・田㔟（東京・協和発酵キリン）3─2

高木和卓・大矢（東京・東京アート）
▼準決勝
水谷・岸川	 2、8、5	 韓・張
松平・丹羽	 8、7、9	 木方・田㔟
▼決勝
松平健太・丹羽孝希　14、2、-6、8	
	 	 水谷隼・岸川聖也

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤井・若宮（大阪・日本生命）3─1

越崎・福岡（広島・中国電力）
藤沼・福平（茨城・日立化成）3─2

田代・藤井（大阪・日本生命・近畿大）
阿部・小野（東京・サンリツ）3─1
平野・石川（大阪・ミキハウス・ミキハウス JSC）
照井・中島（東京・早稲田）3─2

樋浦・酒井（大阪・ミキハウス）
▼準決勝
藤井・若宮	 7、-8、9、4	 藤沼・福平
阿部・小野	 -8、-7、8、8、7	 照井・中島
▼決勝
藤井寛子・若宮三紗子　9、9、-5、-12、8	

阿部恵・小野思保

□混合ダブルス
▼準々決勝
松平・石川（東京・早稲田大／大阪・ミキハウスJSC）
3─0　水野・梶本（東京・東京アート・東京電力）
塩野・亀崎（東京・東京アート・早稲田大）

3─2　池田・松浦（静岡・明治大・アスモ）
阿部・阿部（東京・リコー・サンリツ）3─0

吉田・小西（山口・個人）
瀬山・坂本（東京・中央大）3─1

森田・照井（東京・シチズン・早稲田大）
▼準決勝
松平・石川	 1、12、8	 塩野・亀崎
瀬山・坂本　　-6、9、12、5	 阿部・阿部
▼決勝
瀬山辰男・坂本夕佳		7、8、7	 松平健太・石川佳純

□ジュニア男子
▼準々決勝
丹羽孝希（青森・青森山田高）3─0

姫野翼（青森・青森山田高）
吉村真晴（山口・野田学園高）3─0

森薗政崇（青森・青森山田中）
𠮷田雅己（青森・青森山田高）3─0

厚谷武志（北海道・駒大苫小牧高）

町飛鳥（青森・青森山田高）3─2
村松雄斗（東京・エリートアカデミー）

▼準決勝
丹羽	 8、-9、1、-7、8	 吉村
𠮷田 5、6、8 町
▼決勝
丹羽孝希	 5、5、-6、6	 𠮷田雅己

□ジュニア女子
▼準々決勝
三宅菜津美（岡山・就実高）3─1

高橋美帆（山口・徳地中）
永田彩夏（山口・岩国商業高）3─0

𡈽田美佳（高知・明徳義塾高）
松本優希（大阪・四天王寺高）3─2

宋恵佳（青森・青森山田中）
谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー /帝京）

3─0　松平志穂（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
三宅	 9、3、4	 永田
松本	 6、7、11	 谷岡
▼決勝
三宅菜津美	 6、2、9	 松本優希

平成23年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成24年1月17～22日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・明治大）4─1	

時吉佑一（愛知・時吉スクール）
松平賢二（青森・青森大）4─0	

高木和卓（東京・東京アート）
松平健太（東京・早稲田大）4─2

丹羽孝希（青森・青森山田高）
吉村真晴（山口・野田学園高）4─2

森本耕平（愛知・愛知工業大）
▼準決勝
水谷	 4、7、3、5	 松平賢
吉村	 9、8、7、-7、10	 松平健
▼決勝
吉村真晴	 9、6、-6、-6、9、-5、10	 水谷隼

□女子シングルス
▼準々決勝
石川佳純（山口・全農）　4─0

藤井優子（大阪・日本生命）
田代早紀（大阪・日本生命）4─3

森薗美咲（東京・日立化成）
福原愛（東京・ANA）4─1

若宮三紗子（大阪・日本生命）
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─0	

石垣優香（埼玉・淑徳大）
▼準決勝
石川	 3、13、8、9	 田代
福原	 9、6、7、7	 平野
▼決勝
福原愛	 7、7、7、-3、5	 石川佳純

□男子ダブルス
▼準々決勝
松平健・丹羽（東京・早稲田大／青森・青森山田高）	

3─2　吉村真・有延（山口・野田学園高）
共田・加藤（愛知・愛工大名電高）3─2

桑原・瀬山（東京・リコー）
高木和・大矢（東京・東京アート）3─1

井上・藤本（大阪・近畿大）
水谷・岸川（東京・明治大／山口・スヴェンソン）

3─2　松平賢・上田（青森・青森大）
▼準決勝
共田・加藤	 -5、9、9、16	 松平・丹羽
水谷・岸川	 -9、2、７、8	 高木和・大矢

▼決勝
水谷隼・岸川聖也	 4、5、6	 共田準吾・加藤由行

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤井寛・若宮（大阪・日本生命）3─2

福原・石川（東京・ANA／山口・全農）
石塚・山梨（岐阜・十六銀行）3─1

野上・市川（茨城・日立化成）
田代・藤井優（大阪・日本生命）3─1

松本・松平（大阪・四天王寺高）
阿部・小野（東京・サンリツ）3─1

福岡・土井（広島・中国電力）
▼準決勝
藤井・若宮	 9、-8、7、7	 石塚・山梨
阿部・小野	 7、9、7	 田代・藤井
▼決勝
藤井寛子・若宮三紗子	9、13、6	阿部恵・小野思保

□混合ダブルス
▼準々決勝
吉村・石川（山口・野田学園高・全農）4、-11、7、7	久

住・鈴木（北海道・専修大・札幌大谷高）
松平・若宮（青森・青森大／大阪・日本生命）

4、7、6　尾留川・𡈽田（高知・明徳義塾高）
大矢・森薗（東京・東京アート・日立化成）
7、9、9　藤本・平野（大阪・近畿大・ミキハウス）
上田・鈴木（青森・青森大・青森山田高）
6、-8、-7、9、7		吉田・小西（山口・OVER	LIGHT）
▼準決勝
松平・若宮	 -9、-7、8、7、2	 吉村・石川
大矢・森薗	 10、7、5	 上田・鈴木
▼決勝
松平賢二・若宮三紗子　-10、-8、8、13、8
	 	 大矢英俊・森薗美咲

□ジュニア男子
▼準々決勝
丹羽孝希（青森・青森山田高）3─0

東勇渡（東京・エリートアカデミー /帝京）
村松雄斗（東京・エリートアカデミー）3─0

森薗政崇（青森・青森山田高）
町飛鳥（青森・青森山田高）3─0

酒井明日翔（東京・エリートアカデミー）
𠮷田雅己（青森・青森山田高）3─2

田添健汰（福岡・希望が丘高）
▼準決勝
丹羽	 5、-5、6、12	 村松
𠮷田 -7、10、6、-6、9 町
▼決勝
丹羽孝希	 -9、6、5、-7、5	 𠮷田雅己

□ジュニア女子
▼準々決勝
谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー /帝京）
3─1　伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
松平志穂（大阪・四天王寺高）3─1

高橋美帆（山口・岩国商業高）
平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）3─0

成本綾海（大阪・四天王寺高）
前田美優（大阪・ミキハウス JSC）3─0

佐藤瞳（北海道・尾札部中）
▼準決勝
谷岡	 -7、5、9、5	 松平
平野	 5、-8、6、8	 前田
▼決勝
谷岡あゆか	 7、5、5	 平野美宇
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平成24年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成25年1月15～20日、於：代々木第一体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
丹羽孝希（青森・青森山田高）4─0

平野友樹（山口・明治大）
松平健太（東京・早稲田大）4─3	

岸川聖也（東京・スヴェンソン）
大矢英俊（東京・東京アート）4─0	

松平賢二（東京・協和発酵キリン）
水谷隼（東京・beacon.LAB）4─3	

張一博（東京・東京アート）
▼準決勝
丹羽	 12、-8、-8、8、8、7	 松平
水谷	 6、-11、2、6、11	 大矢
▼決勝
丹羽孝希	 8、-3、-8、-9、7、5、9	 水谷隼

□女子シングルス
▼準々決勝
福原愛（東京・ANA）4─1

小野思保（東京・日立化成）
藤井寛子（大阪・日本生命）4─0

岡本真由子（東京・サンリツ）
松澤茉里奈（埼玉・淑徳大）4─1

田代早紀（大阪・日本生命）
石川佳純（山口・全農）4─0

藤井優子（大阪・日本生命）
▼準決勝
福原	 8、9、-9、-11、9、4	 藤井
石川	 -9、-9、3、-5、3、9、7	 松澤
▼決勝
福原愛	 -6、7、-4、9、8、3	 石川佳純

□男子ダブルス
▼準々決勝
水谷・岸川（東京・beacon.LAB・スヴェンソン）

3─0　井上・藤本（大阪・近畿大）
松平・丹羽（東京・早稲田大／青森・青森山田高）	

3─1　桒田・横山（東京・明治大）
張・高木和（東京・東京アート）3─1

田中・久保田（東京・シチズン）
坂本・笠原（東京・協和発酵キリン）3─1
時吉・安藤（岐阜・TEAM	GIFU・岐阜信用金庫）

▼準決勝
松平・丹羽	 7、9、-9、9	 水谷・岸川
坂本・笠原	 6、-5、6、2	 張・高木和
▼決勝
松平健太・丹羽孝希		7、11、7	坂本竜介・笠原弘光

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤井寛・若宮（大阪・日本生命）3─0	

鈴木・宋（青森・青森山田高）
根本・北岡（東京・中央大）3─0	

福岡・土井（広島・中国電力）
池田・平野容（東京・東京富士大）3─1	

田代・藤井優（大阪・日本生命）
小野・森薗（東京・日立化成）3─2	

石塚・山梨（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
藤井・若宮	 7、6、6	 根本・北岡
小野・森薗	 6、5、9	 池田・平野
▼決勝
藤井寛子・若宮三紗子	6、5、8	小野思保・森薗美咲

□混合ダブルス
▼準々決勝
松平・若宮（東京・協和発酵キリン／大阪・日本生命）	
3─2　藤本・平野（大阪・近畿大・ミキハウス）

吉村・石川（愛知・愛知工業大／山口・全農）
3─0　軽部・小野（東京・シチズン・日立化成）

田添健・前田（福岡・希望が丘高）3─0	
笠原弘・笠原多（東京・協和発酵キリン・大正大）

板倉・飛永（福岡・早稲田大）3─1
柴田・安達（愛知・愛知工業大）

▼準決勝
吉村・石川	 11、10、8	 松平・若宮
田添・前田	 4、5、9	 板倉・飛永
▼決勝
田添健汰・前田美優	 8、9、6	 吉村真晴・石川佳純

□ジュニア男子
▼準々決勝
村松雄斗（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）

3─0　平野晃生（山口・野田学園高）
森薗政崇（青森・青森山田高）3─0	

堀大志（高知・明徳義塾高）
三部航平（青森・青森山田中）3─2	

定松祐輔（福岡・希望が丘高）
田添健汰（福岡・希望が丘高）3─0	

吉村和弘（山口・野田学園高）
▼準決勝
森薗	 -6、6、10、11	 村松
三部	 -11、10、8、6	 田添
▼決勝
森薗政崇	 5、7、-7、7	 三部航平

□ジュニア女子
▼準々決勝
森さくら（大阪・昇陽高）3─0

楠川愛子（徳島・城南高）
浜本由惟（東京・JOCエリートアカデミー）3─1

森薗美月（大阪・四天王寺高）
宋恵佳（青森・青森山田高）3─0

石川梨良（東京・JOCエリートアカデミー）
松平志穂（大阪・四天王寺高）3─1

佐藤瞳（北海道・尾札部中）
▼準決勝
浜本	 6、-8、9、-6、13	 森
松平	 6、8、10	 宋
▼決勝
松平志穂	 -7、9、-3、13、5	 浜本由惟

平成25年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成26年1月14～19日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
町飛鳥（東京・明治大）4─2

𠮷田雅己（愛知・愛知工業大）
吉田海偉（埼玉・DIO ジャパン）4─0

岸川聖也（千葉・ファースト）
上田仁（青森・青森大）4─3

高木和卓（東京・東京アート）
水谷隼（東京・DIO ジャパン）4─0

坪井勇磨（青森・青森山田高）
▼準決勝
町	 -10、7、13、7、-11、-8、11	 吉田
水谷	 4、4、4、-7、-6、9	 上田
▼決勝
水谷隼	 9、4、4、-4、6	 町飛鳥

□女子シングルス
▼準々決勝
福原愛（東京・ANA）4─2

田代早紀（大阪・日本生命）
森さくら（大阪・昇陽高）4─3

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
若宮三紗子（大阪・日本生命）4─1

土井みなみ（広島・中国電力）

石川佳純（山口・全農）4─0
加藤杏華（岐阜・県立岐阜商業高）

▼準決勝
森	 11、11、4、6	 福原
石川	 -8、3、5、8、12	 若宮
▼決勝
石川佳純	 12、8、5、9	 森さくら

□男子ダブルス
▼準々決勝
松平・丹羽（東京・早稲田大・明治大）3─2

松平・笠原（東京・協和発酵キリン）
森薗・三部（青森・青森山田高）3─1

張・高木和（東京・東京アート）
田添健・上村（福岡・希望が丘高）3─1

森本・吉村（愛知・愛知工業大）
岸川・水谷（千葉・ファースト／東京・DIO ジャパン）

3─0　平野 ･有延（東京・明治大）
▼準決勝
森薗・三部	 8、7、9	 松平・丹羽
岸川・水谷	 3、10、8	 田添・上村
▼決勝
森薗政崇・三部航平		-9、7、4、9	 岸川聖也・水谷隼

□女子ダブルス
▼準々決勝
中川・𡈽田美佳（広島・中国電力）3─2

藤井寛・若宮（大阪・日本生命）
市川・中村（茨城・日立化成）3─1

阿部・岡本（東京・サンリツ）
田代・藤井優（大阪・日本生命）3─0

𡈽田美紀・三宅（広島・中国電力）
平野・石川（大阪・ミキハウス／山口・全農）3─0
	 池田・平野（茨城・日立化成／東京・東京富士大）
▼準決勝
中川・𡈽田 6、7、6 市川・中村
平野・石川	 5、3、2	 田代・藤井
▼決勝
平野早矢香・石川佳純		8、6、9		中川博子・𡈽田美佳

□混合ダブルス
▼準々決勝
笠原弘・笠原多（東京・協和発酵キリン・NTT東日本東京）

3─2　	御内・北岡（東京・シチズン・中央大）
張・森薗（東京・東京アート・日立化成）3─0

及川・宋（青森・青森山田高）
松平・若宮（東京・協和発酵キリン・大阪・日本生命）

3─1　上田・鈴木（青森・青森大・専修大）
吉村・石川（愛知・愛知工業大／山口・全農）
3─1　神・平野容（東京・明治大・東京富士大）

▼準決勝
張・森薗	 6、-8、8、10	 笠原・笠原
吉村・石川	 6、8、7	 松平・若宮
▼決勝
張一博・森薗美咲　-6、15、10、4

吉村真晴・石川佳純

□ジュニア男子
▼準々決勝
郡山北斗（岡山・関西高）3─0

三部航平（青森・青森山田高）
酒井明日翔（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）	

3─0　平野晃生（山口・野田学園高）
吉村和弘（山口・野田学園高）3─0

緒方遼太郎（東京・JOCエリートアカデミー）
村松雄斗（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）

3─0　渡辺裕介（高知・明徳義塾高）
▼準決勝
酒井	 7、-8、10、7	 郡山
吉村	 13、-9、11、8	 村松
▼決勝
吉村和弘	 7、-10、5、10	 酒井明日翔
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□ジュニア女子
▼準々決勝
浜本由惟（東京・JOCエリートアカデミー）3─0

平真由香（埼玉・正智深谷高）
加藤美優（東京・JOCエリートアカデミー）3─1

前田美優（福岡・希望が丘高）
阿部愛莉（大阪・四天王寺高）3─1

佐藤瞳（北海道・札幌大谷高）
平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー）3─1

森さくら（大阪・昇陽高）
▼準決勝
加藤	 10、-1、-6、5、6	 浜本
平野	 7、-6、-6、8、2	 阿部
▼決勝
加藤美優	 -8、8、12、8	 平野美宇

平成26年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成27年1月12～18日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・beacon.LAB）4─1

吉村真晴（愛知・愛知工業大）
岸川聖也（千葉・ファースト）4─2

松平健太（東京・JTB）
神巧也（東京・明治大）4─0

吉田海偉（埼玉・Global	Athlete	Project）
丹羽孝希（東京・明治大）　キケン	

𠮷田雅己（愛知・愛知工業大）
▼準決勝
水谷	 3、6、3、9	 岸川
神	 5、-4、-4、10、-5、7、8	 丹羽
▼決勝
水谷隼	 8、9、6、8	 神巧也

□女子シングルス
▼準々決勝
石川佳純（山口・全農）4─0

伊藤美誠（大阪・スターツSC）
前田美優（福岡・希望が丘高）4─1	

平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー）
森薗美咲（茨城・日立化成）4─3

松平志穂（大阪・ミキハウス）
石垣優香（大阪・日本生命）4─2

佐藤瞳（北海道・札幌大谷高）
▼準決勝
石川	 9、-8、-7、-11、3、6、9	 前田
森薗	 7、5、8、4	 石垣
▼決勝
石川佳純	 7、-2、8、5、7	 森薗美咲

□男子ダブルス
▼準々決勝
森薗・三部（東京・明治大／青森・青森山田高）

3─2　加藤・𠮷田（愛知・愛知工業大）
吉村・平野（山口・野田学園高）3─1

森田・軽部（東京・シチズン）
張・高木和（東京・東京アート）3─1

吉村・藤村（愛知・愛知工業大）
岸川・水谷（千葉・ファースト／東京・beacon.LAB）

3─1　松平・上田（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
森薗・三部				6、6、-6、-10、5	 吉村・平野
岸川・水谷	 3、4、5	 張・高木和
▼決勝
森薗政崇・三部航平			9、7、11	 岸川聖也・水谷隼

□女子ダブルス
▼準々決勝
平野・石川（大阪・ミキハウス／山口・全農）3─1
石川・加藤（東京・JOCエリートアカデミー /帝京・

JOCエリートアカデミー）

田代・藤井優（大阪・日本生命）3─2
𡈽田美紀・三宅（広島・中国電力）

中村・市川（茨城・日立化成）3─2
土井・宋（広島・中国電力）

阿部・森薗（大阪・四天王寺高）3─0	
中川・𡈽田美佳（広島・中国電力）

▼準決勝
平野・石川	 6、5、7	 田代・藤井
阿部・森薗	 8、9、10	 中村・市川
▼決勝
平野早矢香・石川佳純　6、-9、-7、12、8

阿部愛莉・森薗美月

□混合ダブルス
▼準々決勝
時吉・山梨（東京・ZEOS・ミズノ）3─0

御内・北岡（東京・シチズン／茨城・日立化成）
松平・若宮（東京・協和発酵キリン／大阪・日本生命）

3─0　英田・根本（岐阜・朝日大・十六銀行）
田添・前田（福岡・専修大・希望が丘高）3─1　

山本・小道野（東京・早稲田大）
吉村・石川（愛知・愛知工業大／山口・全農）
3─0　及川・宋（青森・青森山田高／広島・中国電力）
▼準決勝
松平・若宮	 5、3、4	 時吉・山梨
吉村・石川	 6、4、8	 田添・前田
▼決勝
吉村真晴・石川佳純		6、9、8	松平賢二・若宮三紗子

□ジュニア男子
▼準々決勝
三部航平（青森・青森山田高）3─0

坂根翔大（兵庫・育英高）
青山昇太（山口・野田学園高）3─2

廣田雅志（愛知・愛工大名電高）
及川瑞基（青森・青森山田高）3─0

張本智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）
伊丹雄飛（山口・野田学園高）3─1
緒方遼太郎（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）
▼準決勝
三部	 5、-10、8、7	 青山
及川	 -7、5、7、8	 伊丹
▼決勝
及川瑞基	 11、9、10	 三部航平

□ジュニア女子
▼準々決勝
早田ひな（福岡・石田卓球クラブ）3─1

橋本帆乃香（大阪・四天王寺高）
木村香純（大阪・ミキハウス JSC）3─0

三條裕紀（大阪・四天王寺高）
伊藤美誠（大阪・スターツSC）3─2
浜本由惟（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）
平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー）3─1

芝田沙季（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
早田	 9、9、9	 木村
伊藤	 5、-10、-5、4、12	 平野
▼決勝
伊藤美誠	 8、9、9	 早田ひな

平成27年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成28年1月11～17日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・beacon.LAB）4─1

酒井明日翔（東京・明治大）
笠原弘光（東京・協和発酵キリン）4─2	

森田侑樹（東京・シチズン）
張一博（東京・東京アート）4─2

丹羽孝希（東京・明治大）

吉村真晴（愛知・愛知工業大）4─0
大矢英俊（東京・東京アート）

▼準決勝
水谷	 8、4、12、8	 笠原
張	 9、6、-9、8、4	 吉村
▼決勝
水谷隼	 -9、4、4、7、6	 張一博

□女子シングルス
▼準々決勝
石川佳純（山口・全農）4─1

佐藤瞳（北海道・札幌大谷高）
加藤杏華（岐阜・十六銀行）4─1

早田ひな（福岡・石田卓球クラブ）
平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー）	 4─2	

松澤茉里奈（茨城・日立化成）
伊藤美誠（大阪・スターツSC）4─1
浜本由惟（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）
▼準決勝
石川	 6、9、1、3	 加藤
平野	 12、6、6、5	 伊藤
▼決勝
石川佳純	 7、4、8、-9、9	 平野美宇

□男子ダブルス
▼準々決勝
水谷・𠮷田（東京・beacon.LAB ／愛知・愛知工業大）

3─0　上江洲・松下（愛知工業大・愛知）
大島・上村（東京・早稲田大）3─2

松平・上田（東京・協和発酵キリン）
山本・平野（東京・早稲田大）3─0

森田・軽部（東京・シチズン）
松生・鹿屋（東京・リコー）3─0

村井・東（東京・法政大・専修大）
▼準決勝
水谷・𠮷田 7、8、6 大島・上村
松生・鹿屋	 13、4、-9、-8、9	 山本・平野
▼決勝
水谷隼・𠮷田雅己　-8、10、8、7

松生直明・鹿屋良平

□女子ダブルス
▼準々決勝
平野・石川（大阪・ミキハウス／山口・全農）3─0	
森田・加藤（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）
天野・中島（東京・サンリツ）3─1

森薗・松澤（茨城・日立化成）
池田・北岡（茨城・日立化成）3─1

小道野・高橋（東京・早稲田大）
土井・𡈽田美紀（広島・中国電力）3─2

平真・田口（埼玉・正智深谷高）
▼準決勝
天野・中島	 -4、9、8、9	 平野・石川
土井・𡈽田 8、9、7 池田・北岡
▼決勝
天野優・中島未早希		8、6、8	土井みなみ・𡈽田美紀

□混合ダブルス
▼準々決勝
千葉・平（埼玉・埼玉工業大・正智深谷高）3─0	

坪井・松澤（茨城・筑波大・日立化成）
宮本・高橋（京都・中央大・同志社大）3─2

藤村・楠川（愛知・愛知工業大）
平野・鈴木（東京・協和発酵キリン・専修大）3─0	

片岡・市川（茨城・筑波大・日立化成）
田添健・前田（東京・専修大／大阪・日本生命）

3─0　加藤・中畑（愛知・愛知工業大）
▼準決勝
宮本・高橋	 9、-8、-7、9、7	 千葉・平
田添・前田	 8、-7、10、8	 平野・鈴木
▼決勝
田添健汰・前田美優　-9、4、8、3	
	 	 宮本幸典・高橋真梨子
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□ジュニア男子
▼準々決勝
伊丹雄飛（山口・野田学園高）3─1

出雲卓斗（石川・遊学館高）
木造勇人（愛知・愛工大名電高）3─1

松山祐季（愛知・愛工大名電高）
張本智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─1

沼村斉弥（山口・野田学園高）
緒方遼太郎（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）

3─1　髙見真己（愛知・愛工大名電高）
▼準決勝
木造	 -9、-3、9、6、11	 伊丹
緒方	 5、9、8	 張本
▼決勝
木造勇人	 6、3、-3、12	 緒方遼太郎

□ジュニア女子
▼準々決勝
梅村優香（大阪・四天王寺高）3─2

早田ひな（福岡・石田卓球クラブ）
浜本由惟（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）

3─0　山本笙子（福井・福井商業高）
橋本帆乃香（大阪・四天王寺高）3─2

皆川優香（大阪・昇陽中）
平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー）3─0

塩見真希（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
浜本	 -10、8、9、8	 梅村
橋本	 -5、8、6、-9、5	 平野
▼決勝
浜本由惟	 9、-7、2、-12、9	 橋本帆乃香

平成28年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成29年1月16～22日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・beacon.LAB）4─1

木造勇人（愛知・愛知工業大名電高）
平野友樹（東京・協和発酵キリン）4─3

神巧也（東京・シチズン時計）
吉村和弘（愛知・愛知工業大）4─2

上田仁（東京・協和発酵キリン）
吉田海偉（埼玉・Global	Athlete	Project）4─1
龍崎東寅（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）	
▼準決勝
水谷	 -9、-3、7、8、6、11	 平野
吉村	 4、-8、-8、-6、7、7、7	 吉田
▼決勝
水谷隼	 -9、7、8、11、6	 吉村和弘

□女子シングルス
▼準々決勝
石川佳純（山口・全農）4─0	

三宅菜津美（広島・中国電力）
佐藤瞳（大阪・ミキハウス）4─2	

鈴木李茄（東京・専修大）
橋本帆乃香（大阪・四天王寺高）4─1	

石垣優香（大阪・日本生命）
平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）

4─2　松澤茉里奈（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
石川	 14、8、6、5	 佐藤
平野	 7、8、9、8	 橋本
▼決勝
平野美宇	 6、10、-8、9、-9、6	 石川佳純

□男子ダブルス
▼準々決勝
水谷・𠮷田（東京・beacon.LAB ／愛知・愛知工業大）

3─0　森薗・渡辺（東京・明治大）
丹羽・酒井（東京・明治大）3─2

張・高木和（東京・東京アート）

木造・松山（愛知・愛知工業大名電高）3─2
宇田・張本（東京・JOCエリートアカデミー）

藤村・吉村（愛知・愛知工業大）3─2
松生・鹿屋（東京・リコー）

▼準決勝
丹羽・酒井	 8、7、-5、5	 水谷・𠮷田
藤村・吉村	 6、13、6	 木造・松山
▼決勝
丹羽孝希・酒井明日翔　6、9、-8、-5、8

藤村友也・吉村和弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
山本・明神（東京・中央大）3─2

政本・朝田（京都・同志社大）
𡈽田美佳・宋（広島・中国電力）3─2

田代・前田（大阪・日本生命）
若宮・森（大阪・日本生命）3─0

平・松本（東京・サンリツ）
平田・永尾（静岡・アスモ）3─1

阿部・德永（東京・早稲田大）
▼準決勝
𡈽田・宋 5、5、7 山本・明神
平田・永尾	 8、-5、7、8	 若宮・森
▼決勝
平田有貴・永尾尭子 -6、7、9、7	𡈽田美佳・宋恵佳

□混合ダブルス
▼準々決勝
田添健・前田（東京・専修大／大阪・日本生命）3─1
田中・田中（愛知・愛知工業大名電高・早稲田大）

時吉・藤井（愛媛・ZEOS・愛媛銀行）3─1	
中林・宋（広島・原田鋼業・中国電力）

吉村・石川（茨城・名古屋ダイハツ／山口・全農）
3─0　岡田・古川（長野・岡谷市役所・東京富士大）
横山・𡈽田美佳（広島・原田鋼業・中国電力）3─1

及川・安藤（東京・専修大）
▼準決勝
田添・前田	 -8、-6、8、9、4	 時吉・藤井
吉村・石川	 5、7、4	 横山・𡈽田
▼決勝
田添健汰・前田美優　	3、12、-8、-7、6

吉村真晴・石川佳純

□ジュニア男子
▼準々決勝
木造勇人（愛知・愛知工業大名電高）3─0

五十嵐史弥（石川・遊学館高）
沼村斉弥（山口・野田学園高）3─0

柏友貴（岡山・関西高）
髙見真己（愛知・愛知工業大名電高）3─2

宇田幸矢（東京・JOCエリートアカデミー）
宮本春樹（愛知・愛知工業大名電高）3─2

張本智和（東京・JOCエリートアカデミー）
▼準決勝
木造	 	10、6、6	 沼村
宮本	 -7、-7、3、10、10	 髙見
▼決勝
木造勇人	 6、8、5	 宮本春樹

□ジュニア女子
▼準々決勝
笹尾明日香（神奈川・横浜隼人高）3─1

梅村優香（大阪・四天王寺高）
加藤美優（東京・吉祥寺卓球倶楽部）3─0

伊藤佑希子（北海道・札幌大谷高）
長﨑美柚（東京・JOCエリートアカデミー）3─1

塩見真希（大阪・四天王寺高）
早田ひな（福岡・希望が丘高）3─0

木村光歩（岡山・山陽女子高）
▼準決勝
笹尾	 -11、9、6、9	 加藤
長﨑	 -10、4、8、7	 早田
▼決勝
笹尾明日香	 8、-7、6、5	 長﨑美柚

平成29年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）

平成30年1月15～21日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（東京・木下グループ）4─0

神巧也（東京・シチズン時計）
松平健太（東京・木下グループ）4─1

松平賢二（東京・協和発酵キリン）
森薗政崇（東京・明治大）4─2

渡辺裕介（高知・明治大）
張本智和（東京・JOCエリートアカデミー）4─1

大島祐哉（東京・木下グループ）
▼準決勝
水谷	 5、8、8、10	 松平
張本	 7、8、8、8	 森薗
▼決勝
張本智和	 9、5、-8、2、-6、5	 水谷隼

□女子シングルス
▼準々決勝
平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）

4─3　松澤茉里奈（岐阜・十六銀行）
永尾尭子（静岡・アスモ）4─3

佐藤瞳（大阪・ミキハウス）
伊藤美誠（大阪・スターツSC）4─1

石垣優香（大阪・日本生命）
石川佳純（山口・全農）　4─2

森さくら（大阪・日本生命）
▼準決勝
平野	 -9、5、2、-9、-11、5、10	 永尾
伊藤	 -7、7、8、6、8	 石川
▼決勝
伊藤美誠	 7、9、2、-5、6	 平野美宇

□男子ダブルス
▼準々決勝
水谷・大島（東京・木下グループ）3─2

丹羽・酒井（東京・スヴェンソン・明治大）
宇田・張本（東京・JOCエリートアカデミー /大原
学園・JOCエリートアカデミー）3─1

張・高木和（東京・東京アート）
上田・𠮷田（東京・協和発酵キリン）3─1

森薗・渡辺（東京・明治大）
藤村・吉村（和歌山・日鉄住金物流／愛知・愛知工業大）

3─1		松平・森本（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
水谷・大島	 6、9、-10、7	 宇田・張本
上田・𠮷田 4、-8、8、-11、8 藤村・吉村
▼決勝
水谷隼・大島祐哉	 9、-12、9、4	上田仁・𠮷田雅己

□女子ダブルス
▼準々決勝
早田・伊藤（福岡・日本生命／大阪・スターツSC）

3─0　大矢・天野（東京・サンリツ）
田代・前田（大阪・日本生命）3─2

中尾・椛澤（三重・エクセディ）
佐藤・橋本（大阪・ミキハウス）3─0

三宅・成本（広島・中国電力）
梅村・塩見（大阪・四天王寺高）3─1

𡈽田美佳・宋（広島・中国電力）
▼準決勝
早田・伊藤	 6、-9、10、6	 田代・前田
梅村・塩見	 11、8、8	 佐藤・橋本
▼決勝
早田ひな・伊藤美誠　-5、7、9、5

梅村優香・塩見真希

□混合ダブルス
▼準々決勝
森薗・伊藤（東京・明治大／大阪・スターツSC）

3─0　及川・安藤（東京・専修大）
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大島・早田（東京・木下グループ／福岡・日本生命）
3─2　森田・平（東京・シチズン時計・サンリツ）
軽部・松本（東京・シチズン時計・サンリツ）3─2	

郡山・秋田（東京・専修大・中央大）
吉村・石川（茨城・名古屋ダイハツ／山口・全農）	
3─1　張・森薗（東京・東京アート・日立化成）

▼準決勝
森薗・伊藤	 10、7、8	 大島・早田
軽部・松本	 -9、6、6、3	 吉村・石川
▼決勝
森薗政崇・伊藤美誠	 8、9、11	軽部隆介・松本優希

□ジュニア男子
▼準々決勝
宇田幸矢（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）

3─0　宮川昌大（山口・野田学園高）
金光宏暢（東京・大原学園高）3─2

手塚崚馬（高知・明徳義塾中・高）
戸上隼輔（山口・野田学園高）3─0
浅津碧利（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）
張本智和（東京・JOCエリートアカデミー）3─0

濵田一輝（愛知・愛工大附属中）
▼準決勝
宇田	 11、-9、13、13	 金光
張本	 5、7、7	 戸上
▼決勝
張本智和	 9、9、9	 宇田幸矢

□ジュニア女子
▼準々決勝
長﨑美柚（東京・JOCエリートアカデミー）3─2

出雲美空（石川・遊学館高）
大藤沙月（大阪・ミキハウス JSC）3─1

岡崎日和（埼玉・川口総合高）
木原美悠（東京・JOCエリートアカデミー）3─1

菅澤柚花里（大阪・ミキハウス JSC）
塩見真希（大阪・四天王寺高）3─0

千葉菜月（石川・遊学館高）
▼準決勝
長﨑	 6、-9、-9、9、9	 大藤
塩見	 -4、-6、10、8、9	 木原
▼決勝
長﨑美柚	 -5、-5、11、5、8	 塩見真希

平成30年度全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
平成31年1月14～20日

於：丸善インテックアリーナ大阪

□男子シングルス
▼準々決勝
張本智和（東京・JOCエリートアカデミー）4─0

吉村真晴（茨城・名古屋ダイハツ）
大島祐哉（東京・木下グループ）4─0

田添響（東京・専修大）
木造勇人（愛知・愛知工業大）4─0

町飛鳥（東京・シチズン時計㈱）
水谷隼（東京・木下グループ）4─0

丹羽孝希（東京・スヴェンソン）
▼準決勝
大島	 8、4、-1、8、-8、-4、9	 張本
水谷	 -5、8、9、6、6	 木造
▼決勝
水谷隼	 -11、6、7、6、-9、5	 大島祐哉

□女子シングルス
▼準々決勝
伊藤美誠（大阪・スターツSC）4─1

安藤みなみ（東京・専修大）
早田ひな（福岡・日本生命）4─0

芝田沙季（大阪・ミキハウス）
森さくら（大阪・日本生命）4─2
加藤美優（東京・日本ペイントホールディングス）

木原美悠（東京・JOCエリートアカデミー）4─3
佐藤瞳（大阪・ミキハウス）

▼準決勝
伊藤	 7、9、7、9	 早田
木原	 -6、4、12、6、-5、7	 森
▼決勝
伊藤美誠	 11、9、6、-9、5	 木原美悠

□男子ダブルス
▼準々決勝
水谷・大島（東京・木下グループ）3─1

及川・三部（東京・専修大）
木造・張本（愛知・愛知工業大／東京・JOCエリー
トアカデミー）　3─1　鹿屋・有延（東京・リコー）
松下・藤村（和歌山・日鉄住金物流）3─0

松平・田添健（東京・神奈川・木下グループ）
松山・髙見（愛知・愛知工業大）3─0

吉村・坪井（茨城・名古屋ダイハツ／筑波大）
▼準決勝
木造・張本	 13、9、-5、10	 水谷・大島
松山・髙見	 -9、-6、9、11、8	 松下・藤村
▼決勝
木造勇人・張本智和　-9、7、-5、5、14

松山祐季・髙見真己

□女子ダブルス
▼準々決勝
早田・伊藤（福岡・日本生命／大阪・スターツSC）

3─0　成本・井（広島・中国電力）
佐藤・橋本（大阪・ミキハウス）3─1

德永・阿部（東京・早稲田大）
芝田・大藤（大阪・ミキハウス・ミキハウス JSC）

3─0　加藤知・加藤杏（岐阜・十六銀行）
平・松本（東京・サンリツ）3─1

梅村・塩見（東京・中央大／大阪・四天王寺高）
▼準決勝
早田・伊藤	 5、6、12	 佐藤・橋本
芝田・大藤	 5、10、-4、-9、8	 平・松本
▼決勝
早田ひな・伊藤美誠　3、9、-12、6	

芝田沙季・大藤沙月

□混合ダブルス
▼準々決勝
森薗・伊藤（東京・岡山リベッツ／大阪・スターツSC）
3─0　上村・木村（大阪・大阪桐蔭高・専修大）

田添健・浜本（神奈川・木下グループ）3─0
皆川・上野（京都・立命館大・龍谷大学友会体育局卓球部）
上村・阿部（東京・シチズン時計㈱・早稲田大）3─2
張・森薗（兵庫・Y.Y 卓球クラブ／東京・TOP名古屋）
張本・長﨑（東京・JOCエリートアカデミー・JOC
エリートアカデミー /大原学園）3─1
軽部・松本（鹿児島・鹿児島相互信用金庫／東京・サンリツ）
▼準決勝
森薗・伊藤	 6、7、11	 田添・浜本
張本・長﨑	 10、9、4	 上村・阿部
▼決勝
森薗政崇・伊藤美誠　5、-6、10、8	

張本智和・長﨑美柚

□ジュニア男子
▼準々決勝
宇田幸矢（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）

3─0　堀川敦弘（愛知・愛知工業大名電高）
谷垣佑真（愛知・愛知工業大名電中）3─0

今泉蓮（山口・野田学園中）
横谷晟（愛知・愛知工業大名電高）3─0

松島輝空（京都・木下グループ）
戸上隼輔（山口・野田学園高）3─0

篠塚大登（愛知・愛知工業大名電中）
▼準決勝
宇田	 4、5、11	 谷垣
戸上	 -8、5、7、6	 横谷
▼決勝
戸上隼輔	 -6、-7、7、8、3	 宇田幸矢

□ジュニア女子
▼準々決勝
長﨑美柚（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）

3─0　稲吉美沙（福岡・希望が丘高）
出澤杏佳（茨城・大成女子高）3─0

木塚陽菜（愛媛・済美高）
大藤沙月（大阪・ミキハウス JSC）3─0

青木優佳（神奈川・横浜隼人高）
木原美悠（東京・JOCエリートアカデミー）3─0
	 相馬夢乃（石川・遊学館高）
▼準決勝
出澤	 7、-8、8、8	 長﨑
大藤	 10、9、9	 木原
▼決勝
出澤杏佳	 -9、6、5、7	 大藤沙月

2020年全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
2020年1月13～19日

於：丸善インテックアリーナ大阪

□男子シングルス
▼準々決勝
宇田幸矢（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）

4─2　吉村和弘（東京・東京アート）
𠮷田雅己（東京・FPC）4─2

神巧也（埼玉・T.T 彩たま）
張本智和（神奈川・木下グループ）4─0

吉村真晴（茨城・名古屋ダイハツ）
戸上隼輔（山口・野田学園高）4─0

丹羽孝希（東京・スヴェンソン）
▼準決勝
宇田	 -8、6、8、-9、10、9	 𠮷田
張本	 4、-9、-7、-7、7、8、9	 戸上
▼決勝
宇田幸矢	 11、9、-8、10、-11、-6、9	 張本智和

□女子シングルス
▼準々決勝
伊藤美誠（大阪・スターツ）4─0

小塩遥菜（東京・JOCエリートアカデミー）
早田ひな（福岡・日本生命）4─0

佐藤瞳（大阪・ミキハウス）
石川佳純（山口・全農）4─1

芝田沙季（大阪・ミキハウス）
橋本帆乃香（大阪・ミキハウス）4─0

木原美悠（東京・JOCエリートアカデミー）
▼準決勝
早田	 9、7、-6、-9、10、-4、7	 伊藤
石川	 -11、8、12、9、4	 橋本
▼決勝
早田ひな	 7、9、4、-9、8	 石川佳純

□男子ダブルス
▼準々決勝
江藤・松下（大阪・クローバー歯科カスピッズ）
3─0　田添健・田添響（神奈川・木下グループ）

三部・及川（東京・専修大）3─2
鹿屋・有延（東京・リコー）

戸上・宮川（山口・野田学園高）3─1
水谷・大島（東京・京都・木下グループ）

笠原・上村（東京・シチズン時計）3─1
池田・宮本（東京・リコー）

▼準決勝
三部・及川　8、-10、8、5

江藤・松下（大阪・クローバー歯科カスピッズ）
戸上・宮川　11、7、8

笠原・上村（東京・シチズン時計）
▼決勝
三部航平・及川瑞基　6、-7、6、-9、8

戸上隼輔・宮川昌大

※平成30年度までは、大会名に開催年度を用いた。2019年度からは、大会名に開催年を用いた 45
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□女子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・早田（大阪・スターツ／福岡・日本生命）

3─2　安藤・德永（岐阜・十六銀行）
塩見・梅村（大阪・ミキハウス／東京・中央大）

3─2　松本・平（東京・サンリツ）
長﨑・木原（東京・JOCエリートアカデミー /大原
学園・JOCエリートアカデミー）　3─0
	 	成本・井（広島・中国電力）
芝田・大藤（大阪・ミキハウス・ミキハウス JSC）

3─1　𡈽田美佳・宋（広島・中国電力）
▼準決勝
伊藤・早田	 6、6、7	 塩見・梅村
芝田・大藤	 -10、-7、3、10、9	 長﨑・木原
▼決勝
伊藤美誠・早田ひな　3、9、-7、8

芝田沙季・大藤沙月

□混合ダブルス
▼準々決勝
森薗・伊藤（東京・BOBSON／大阪・スターツ）

3─2　硴塚・森田（東京・早稲田大・中央大）
軽部・松本（鹿児島・鹿児島相互信用金庫／東京・サンリツ）
3─2　渡井・小道野（静岡・駒澤大・デンソー）

上村・阿部（東京・シチズン時計／静岡・デンソー）	
3─2		松山・平野（愛知・愛知工業大・豊田自動織機）
張本・長﨑（神奈川・木下グループ／東京・JOCエリー
トアカデミー /大原学園）3─1
松下・梅村（大阪・クローバー歯科カスピッズ・中央大）
▼準決勝
森薗・伊藤	 6、8、6	 軽部・松本
張本・長﨑	 9、6、-8、6	 上村・阿部
▼決勝
森薗政崇・伊藤美誠　6、-7、7、6

張本智和・長﨑美柚

□ジュニア男子
▼準々決勝
手塚崚馬（高知・明徳義塾）3─1	

谷垣佑真（愛知・愛工大名電高）
吉山僚一（愛知・愛工大名電中）3─0	

山本歩（島根・出雲北陵）
松島輝空（京都・木下グループ）3─2	

曽根翔（愛知・愛工大名電高）
横谷晟（愛知・愛工大名電高）3─1	

鈴木颯（愛知・愛工大名電中）
▼準決勝
吉山	 9、-8、9、7	 手塚
松島	 9、9、-9、7	 横谷
▼決勝
吉山僚一	 -8、11、5、7	 松島輝空

□ジュニア女子
▼準々決勝
小塩遥菜（東京・JOCエリートアカデミー）3─1

麻生麗名（大阪・香ヶ丘リベルテ高）
横井咲桜（大阪・ミキハウス JSC）3─1

村上宝（大阪・香ヶ丘リベルテ高）
杉田陽南（大阪・香ヶ丘リベルテ高）3─2

菅澤柚花里（大阪・四天王寺高）
大藤沙月（大阪・ミキハウス JSC）3─0

川北帆香（埼玉・正智深谷高）
▼準決勝
小塩	 -6、7、2、7	 横井
大藤	 4、-8、8、7	 杉田
▼決勝
大藤沙月	 8、2、11	 小塩遥菜

2021年全日本選手権大会
（一般・ジュニアの部）
2021年1月11～17日

於：丸善インテックアリーナ／無観客大会

□男子シングルス
▼準々決勝
森薗政崇（東京・BOBSON）4─1

英田理志（愛媛・愛媛県競対）
田中佑汰（愛知・愛知工業大）4─2

丹羽孝希（東京・スヴェンソン）
𠮷田雅己（栃木・栃木県スポーツ協会）4─1

龍崎東寅（東京・明治大）
及川瑞基（鹿児島・木下グループ）4─1

張本智和（神奈川・木下グループ）
▼準決勝
森薗	 11、9、5、-13、11	 田中
及川	 8、-6、-4、8、5、6	 𠮷田
▼決勝
及川瑞基	 -8、-10、5、-8、9、10、4	 森薗政崇

□女子シングルス
▼準々決勝
早田ひな（福岡・日本生命）4─1

佐藤瞳（大阪・ミキハウス）
伊藤美誠（大阪・スターツ）4─0
長﨑美柚（東京・JOCエリートアカデミー/大原学園）
木原美悠（東京・JOCエリートアカデミー /星槎）

4─0　平侑里香（東京・サンリツ）
石川佳純（山口・全農）4─1

横井咲桜（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
伊藤	 -4、9、9、-7、-8、8、8	 早田
石川	 5、6、8、-2、-7、6	 木原
▼決勝
石川佳純	 -4、7、-7、-7、10、5、9	 伊藤美誠

□ジュニア男子
▼準々決勝
岡野俊介（愛知・愛工大名電高）3─0

星優真（京都・東山高）
鈴木颯（愛知・愛工大名電高）3─0

高橋航太郎（東京・実践学園高）
濵田一輝（愛知・愛工大名電高）3─2

谷垣佑真（愛知・愛工大名電高）
篠塚大登（愛知・愛工大名電高）3─2

松島輝空（神奈川・JOCエリートアカデミー）
▼準決勝
鈴木	 -5、9、13、5	 岡野
濵田	 -11、-9、8、12、7	 篠塚
▼決勝
濵田一輝	 5、-9、7、9	 鈴木颯

□ジュニア女子
▼準々決勝
大藤沙月（大阪・四天王寺高）3─2

面田采巳（大阪・四天王寺高）
菅澤柚花里（大阪・四天王寺高）3─0

原芽衣（大阪・ミキハウス JSC）
横井咲桜（大阪・四天王寺高）3─0

赤江夏星（大阪・香ヶ丘リベルテ高）
白山亜美（高知・明徳義塾中・高）3─1

中森帆南（大阪・四天王寺高）
▼準決勝
大藤	 10、-8、3、7	 菅澤
横井	 -9、-11、8、4、8	 白山
▼決勝
大藤沙月	 9、7、9	 横井咲桜

※新型コロナウイルスの影響で男女ダブルス、混合
ダブルスは開催なし
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昭和55年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和55年12月3～7日、於：東京体育館

□男子カデット
▼準々決勝
桜井渉（北海道・砂川中）２─１

江部直樹（新潟・葛塚中）
松下浩二（愛知・青陵中）２─０

小鷹好夫（東京・瑞穂第二中）
梅谷知彦（福岡・志徳中）２─０

千田博幸（秋田・五城目第一中）
尾崎栄治（徳島・鳴門市第一中）２─０

野中勝（愛知・日比野中）
▼準決勝
松下	 -14、15、17	 桜井
尾崎	 -13、17、12	 梅谷
▼決勝
松下浩二	 19、-18、19	 尾崎栄治

□女子カデット
▼準々決勝
鈴木翠（秋田・大雄中）２─０

古川光栄（奈良・帝塚山中）
香月千代子（熊本・球磨中）２─０

内田法子（福岡・元岡中）
厚見里香（東京・梅島クラブ）２─１

川野秀子（愛知・高蔵中）
仲本未佳（東京・梅島クラブ）２─０

堀江雪代（福岡・福岡城南中）
▼準決勝
香月	 18、9	 鈴木
厚見	 19、-18、19	 仲本
▼決勝
厚見里香	 12、18	 香月千代子

昭和56年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和56年12月2～6日、於：東京体育館

□男子カデット
▼準々決勝
渡辺輝彦（京都・スイトピア）２─０

伊藤誠（青森・新城中）
大平信悟（東京・立川第八中）２─０

柏原哲郎（栃木・野木中）
田代嘉宏（福岡・警固中）２─０

達村喜伸（鹿児島・崎原卓球クラブ）
河合温（神奈川・川崎御幸中）２─０

野中修二（埼玉・大井西中）
▼準決勝
大平	 18、10	 渡辺
田代	 19、20	 河合
▼決勝
田代嘉宏	 -19、17、13	 大平信悟

□女子カデット
▼準々決勝
名和史（岡山・津山西中）２─０

植村優代（奈良・式下中）

山口裕恵（東京・足立十四中）２─１
下里香奈子（愛知・高蔵中）

室重明世（山口・岩国中）２─０
夏目由起子（東京・足立十四中）

柿花延江（香川・高瀬中）２─１
河合聡美（神奈川・綾北中）

▼準決勝
名和	 10、12	 山口
室重	 10、-14、8	 柿花
▼決勝
名和史	 -14、17、14	 室重明世

昭和57年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和57年12月22～26日、於：東京体育館

□男子カデット
▼準々決勝
渡辺輝彦（京都・スイトピア）２─０

奈良貴宏（北海道・室蘭東明中）
迫田正実（大阪・ハマダ卓球）２─０

梅原晃徳（愛知・尾西一中）
江本琢寛（山口・岩国中）２─１

佐藤克典（東京・中野一中）
小畑光生（京都・一条クラブ）２─１

佐藤泰彦（山梨・野路クラブ）
▼準決勝
渡辺	 6、16	 迫田
江本	 -11、18、14	 小畑
▼決勝
渡辺輝彦	 11、16	 江本琢寛

□女子カデット
▼準々決勝
室重明世（山口・岩国中）２─０

高橋頼子（山形・飯豊中）
福田恭子（徳島・富田小）２─０

小西智子（和歌山・城南中）
伊藤静子（山梨・野路クラブ）２─０

金上英代（群馬・並木クラブ）
石田清美（京都・宮津卓研）２─０

古賀亜矢子（福岡・寿恵中）
▼準決勝
室重	 16、11	 福田
石田	 14、16	 伊藤
▼決勝
石田清美	 13、11	 室重明世

昭和58年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和58年12月21～25日、於：東京体育館

□男子カデット
▼準々決勝
甲斐貴（岐阜・陽南中）２─０

矢島淑雄（滋賀・松下ジュニア）
橋本正浩（大阪・星野クラブ）２─０

江崎敏満（福岡・学業院クラブ）
佐藤孝之（北海道・旭川啓北クラブ）２─０

女屋彰（群馬・前橋春日クラブ）

山部恭司（熊本・三和クラブ）２─０
土肥良圭（三重・北勢クラブ）

▼準決勝
橋本	 16、16	 甲斐
山部	 -8、20、14	 佐藤
▼決勝
山部恭司	 15、17	 橋本正浩

□女子カデット
▼準々決勝
岡村篤子（高知・土佐女クラブ）２─０

脇田美奈（愛知・日比野 JC）
大場範子（千葉・千葉梅島クラブ）２─１

松本雪乃（千葉・千城クラブ）
堀川千亜紀（熊本・八代第一クラブ）２─０

山川佳恵（大阪・四天王寺クラブ）
福田恭子（徳島・富田クラブ）２─１

中村小百合（埼玉・大井西クラブ）
▼準決勝
大場	 22、-19、12	 岡村
堀川	 11、-18、18	 福田
▼決勝
堀川千亜紀	 10、10	 大場範子

昭和59年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和59年12月22～23日、於：駒沢屋内球技場

□カデット男子
▼準々決勝
甲斐貴（岐阜・陽南中クラブ）２─０

高田学（大阪・NTC）
菊地聡（秋田・秋田市立山王中クラブ）２─１

山口慶高（福岡・大利中クラブ）
内宮誠（東京・卓精会）２─０

三上準（奈良・平群中クラブ）
平亮太（鹿児島・小宿中クラブ）２─０

岩佐秀樹（徳島・富田中クラブ）
▼準決勝
菊地	 20、18	 甲斐
内宮	 -18、6、12	 平
▼決勝
内宮誠	 12、19	 菊地聡

□カデット女子
▼準々決勝
大場範子（千葉・和洋女中クラブ）２─０

高橋亜希子（東京・武蔵野中クラブ）
一ノ瀬久美（神奈川・金沢中クラブ）２─０

白浜里子（東京・足立十四中クラブ）
松本雪乃（千葉・千城クラブ）２─１

小貫菜穂子（茨城・城北中クラブ）
木村優子（青森・弘前三中クラブ）２─１

今井美恵（神奈川・金沢中クラブ）
▼準決勝
大場	 18、-17、18	 一ノ瀬
松本	 16、-16、12	 木村
▼決勝
松本雪乃	 -11、21、16	 大場範子

※昭和60年度までは全日本選手権（一般・ジュニアの部）と同時開催。昭和61年度からはカデット以下の少年種目を全日本選手権（カデットの部）として分離開催。
平成2年度からはホープス・カブ・バンビの部と分離開催

全日本卓球選手権大会
（カデットの部）

1980年（昭和55年度）〜2020年（令和2年度）
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昭和60年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和60年12月23～27日、於：東京体育館

□カデット男子
▼準々決勝
平亮太（鹿児島・小宿中クラブ）２─１

小笠原剛士（京都・東山中クラブ）
徳村智彦（宮崎・吾田中クラブ）２─１

川嶋崇弘（徳島・城西中クラブ）
入山浩治（東京・梅島クラブ）２─０

日下部卓慎（福岡・大利中クラブ）
田中卓也（岐阜・陽南中クラブ）２─０

小畑幸生（京都・一条クラブ）
▼準決勝
徳村	 16、8	 平
田中	 -18、14、12	 入山
▼決勝
徳村智彦	 18、19	 田中卓也

□カデット女子
▼準々決勝
大場範子（千葉・和洋女中クラブ）２─０

河西美枝（山梨・増穂クラブ）
福井容子（青森・弘前三中クラブ）２─１

吉田静子（京都・宮津卓研）
河合雅世（神奈川・御所見中クラブ）２─０

塩谷真由美（岐阜・陽南中クラブ）
長尾由理（徳島・徳島卓研クラブ）２─０

大野知子（埼玉・TKO）
▼準決勝
大場	 13、14	 福井
河合	 -9、17、17	 長尾
▼決勝
河合雅世	 -15、13、20	 大場範子

昭和61年度全日本選手権大会
（カデットの部）
昭和61年11月23～24日

於：三重県営総合競技場体育館

□カデット男子
▼準々決勝
田中卓也（岐阜・陽南中）２─０

藤本武司（滋賀・松下ジュニア卓球クラブ）
稲垣康生（京都・スイトピア）２─０

益田裕規（東京・梅島クラブ）
友田誠（京都・スイトピア）２─１

西川幸伸（滋賀・松下ジュニア卓球クラブ）
増田秀文（熊本・浜町中）２─１

日下部卓慎（福岡・那珂川南中）
▼準決勝
田中	 16、13	 稲垣
友田	 17、19	 増田
▼決勝
田中卓也	 -14、13、15	 友田誠

□カデット女子
▼準々決勝
河合雅世（神奈川・御所見中）２─０

遠藤美香（岡山・名和クラブ）
岡崎留衣子（埼玉・上福岡三中）２─１

川崎小巻（京都・宮津卓研）
坂田倫子（熊本・熊本信愛女）２─０

青池優美（神奈川・御所見中）
大野知子（埼玉・TKO）２─０

村山有香（静岡・浜松女商中）
▼準決勝
河合	 16、17	 岡崎
大野	 19、11	 坂田
▼決勝
河合雅世	 -12、15、18	 大野知子

昭和62年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和62年11月22～23日、於：北九州市体育館

□カデット男子
▼準々決勝
稲垣康生（京都・スイトピア）２─１

鬼頭明（愛知・愛知工大附中）
安藤正勝（大阪・今池クラブ）２─１

田﨑俊雄（栃木・陽東中）
大場慶育（東京・梅島クラブ）２─１

早田真寛（岐阜・長森中）
長谷進（大阪・今池クラブ）２─０

戸堀敏孝（北海道・元町中）
▼準決勝
稲垣	 15、16	 安藤
大場	 16、12	 長谷
▼決勝
稲垣康生	 -18、12、13	 大場慶育

□カデット女子
▼準々決勝
坂田倫子（熊本・信愛女学院）２─１

大島美絵（栃木・真岡中）
平井由規子（神奈川・御所見中）２─０

村山有香（静岡・浜松女商中）
坂田愛（熊本・三和中）２─１

松岡りか（京都・宮津卓研）
大森あゆ美（静岡・浜松女商中）２─０

遠藤美香（岡山・名和クラブ）
▼準決勝
平井	 18、17	 坂田倫
坂田愛	 13、-18、16	 大森
▼決勝
坂田愛	 16、-14、13	 平井由規子

昭和63年度全日本選手権大会
（カデットの部）

昭和63年11月19～20日、於：郡山総合体育館

□カデット男子
▼準々決勝
仲村錦治郎（高知・明徳義塾中）２─０

大場慶育（東京・西新井中）
鬼頭明（愛知・愛工大附中）２─０

高橋享（北海道・札幌中）
田﨑俊雄（栃木・陽東中）２─１

今枝一郎（愛知・愛工大附中）
川田裕士（東京・西新井中）２─１

竹谷康一（秋田・山王中）
▼準決勝
鬼頭	 12、-19、19	 仲村
川田	 17、10	 田﨑
▼決勝
鬼頭明	 13、20	 川田裕士

□カデット女子
▼準々決勝
四元静香（東京・梅島クラブ）２─０

富田ありさ（兵庫・桜の宮中）
高草由紀（岡山・山陽女中）２─０

福地洋子（京都・宮津卓研）
室重佳子（山口・岩国中）２─１

片岡美穂（東京・梅島クラブ）
松岡りか（京都・宮津卓研）２─０

河村朋枝（岐阜・加納中）
▼準決勝
高草	 13、14	 四元
松岡	 -16、4、17	 室重
▼決勝
松岡りか	 -16、15、17	 高草由紀

平成元年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成元年11月4～5日、於：岐阜メモリアルセンター

□カデット男子
▼準々決勝
仲村錦治郎（高知・明徳義塾中）２─０

佐藤大輔（東京・丸善クラブ）
辻本真也（兵庫・塚口中）２─０

佐藤利明（大分・東山中）
遊澤亮（東京・ITS）２─０

東海健文（兵庫・生田中）
川田貴之（大阪・王子クラブ）２─０

竹谷康一（秋田・山王中）
▼準決勝
仲村	 7、15	 辻本
遊澤	 16、19	 川田
▼決勝
仲村錦治郎	 -22、16、13	 遊澤亮

□カデット女子
▼準々決勝
高草由紀（岡山・山陽女子中）２─０

高橋良美（東京・武蔵野中）
河村朋枝（岐阜・加納中）２─０

益田誌保（東京・武蔵野中）
大柿柴保（千葉・千城クラブ）２─１

岡崎恵子（大阪・王子クラブ）
塩見亜矢子（京都・スイトピア）２─１

四元静香（東京・武蔵野中）
▼準決勝
河村	 -20、11、15	 高草
塩見	 17、15	 大柿
▼決勝
河村朋枝	 16、18	 塩見亜矢子

□男子ダブルス
▼準々決勝
仲村・森山（高知・明徳義塾中）２─１

村田・松本（京都・スイトピア）
綾・福田（埼玉・岡部中）２─０

辻本・木村（兵庫・塚口中・塚口ジュニア）
仲川・桜井（北海道・登別西陵中・留萌）２─１

佐藤・中島（大分・東山中・宇佐北部）
竹谷・戸嶋（秋田・山王中）２─０
小西・長谷川（東京・丸善クラブ・國學院久我山中）
▼準決勝
仲村・森山	 -12、19、17	 綾・福田
竹谷・戸嶋	 15、14	 仲川・桜井
▼決勝
仲村錦治郎・森山倫之　17、-17、18
	 	 竹谷康一・戸嶋武志

□女子ダブルス
▼準々決勝
四元・益田（東京・武蔵野中）２─０

音在・小園江（福岡・香椎二中・横手中）
及川・梅村（北海道・室蘭支部）２─１

山中・池田（熊本・八代第一中・八代第五中）
塩見・福地（京都・スイトピア・宮津卓研）２─１

米倉・大野（熊本・鶴城中・三和中）
高草・山根（岡山・山陽女中）２─０

河村・宇野（岐阜・加納中・明郷中）
▼準決勝
四元・益田	 -15、19、6	 及川・梅村
高草・山根	 19、6	 塩見・福地
▼決勝
高草由紀・山根恵子　13、-17、17	
	 	 四元静香・益田誌保
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平成2年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成2年9月23～24日、於：旭川市総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
池田健（山形・鶴岡一中）２─１

高橋卓斗（山梨・増穂クラブ）
楢原正大（千葉・千城クラブ）２─０

山内寿人（福島・豊津クラブ）
伊藤哲史（岐阜・北陵中）２─０

高橋正紀（京都・スイトピア）
木村健二（兵庫・塚口ジュニア）２─０

宗森康二郎（東京・ITS 三鷹）
▼準決勝
池田	 -17、16、19	 楢原
木村	 -9、15、12	 伊藤
▼決勝
木村健二	 -10、15、14	 池田健

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
藤田由希（福島・三浦卓球クラブ）２─０

酒井なな子（大阪・星野クラブ）
岸田聡子（神奈川・リトルキングス）２─０

湯浅智子（岡山・山陽女中）
今坂亮子（愛知・高蔵EC）２─０

岡田直子（福島・あづま卓球クラブ）
三宅芳枝（広島・海田卓球スポーツ少年団）２─０

猿渡直子（福岡・福岡中）
▼準決勝
藤田	 -14、13、16	 岸田
今坂	 21、18	 三宅
▼決勝
藤田由希	 14、5	 今坂亮子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
遊澤亮（東京・ITS 三鷹）２─０

三原孝博（栃木・毛野中）
平英和（神奈川・釜利谷中）２─１

藤本貴史（東京・八王子六中）
綾良仁（埼玉・岡部中）２─０

四宮芳晃（徳島・富田中）
大貫譲司（埼玉・岡部中）２─０

岡地英男（京都・一条クラブ）
▼準決勝
遊澤	 -14、18、9	 平
綾	 -21、14、11	 大貫
▼決勝
遊澤亮	 20、11	 綾良仁

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
伊東真弓（静岡・城内中）２─１

岡崎恵子（大阪・王子卓球クラブ）
河野文江（神奈川・寺尾中）２─１

池田智美（熊本・八代第五中）
米倉知子（熊本・鶴城中）２─０

梅村礼（北海道・広葉中）
益田誌保（東京・梅島クラブ）２─１

山田裕美（岐阜・東長良中）
▼準決勝
河野	 11、17	 伊東
米倉	 20、13	 益田
▼決勝
河野文江	 -19、17、17	 米倉知子

□男子ダブルス
▼準々決勝
辻本・木村（兵庫・塚口中）２─１

仲村・若林（高知・明徳義塾中）

大島・金子（栃木・真岡中）２─１
四宮・長尾（徳島・富田中・八万南クラブ）

岡地・岡地（京都・一条クラブ）２─０
小林・大越（栃木・大島 TTS）

遊澤・野平（東京・ITS 三鷹）２─１
三原・野沢（栃木・毛野中・鬼怒中）

▼準決勝
大島・金子	 -16、16、19	 辻本・木村
遊澤・野平	 14、13	 岡地・岡地
▼決勝
大島俊之・金子康一	 12、18	 遊澤亮・野平直孝

□女子ダブルス
▼準々決勝
米倉・大野（熊本・鶴城中・三和中）２─１

河野・高橋（神奈川・寺尾中）
村井・喜来（徳島・富田中）２─１

石橋・猿渡（福島・春日東中・福岡中）
村上･三宅（広島･ピンポン府中･海田卓球スポーツ少年団）

２─０　二見・岸田（神奈川・リトルキングス）
岡崎・山田（大阪・王子卓球クラブ）２─０

梅村・山川（北海道・広葉中）
▼準決勝
米倉・大野	 9、-17、11	 村井・喜来
岡崎・山田	 5、15	 村上・三宅
▼決勝
岡崎恵子・山田眞由美　18、11

米倉知子・大野枝理子

平成3年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成3年11月23～24日、於：宇都宮市体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
真田浩二（三重・千代崎中）２─０

柳沢営一（青森・大平中）
郡司俊彦（宮崎・富田中）２─０

村雲友和（徳島・藍住中）
岡地智之（京都・一条クラブ）２─１

長尾芳昭（徳島・富田中）
長尾健太郎（東京・丸善クラブ）２─０

石田大輔（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
真田	 19、15	 郡司
岡地	 19、18	 長尾
▼決勝
真田浩二	 18、13	 岡地智之

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
辻本理恵（兵庫・塚口中）２─０

西村まゆみ（鹿児島・伊集院中）
四元直美（東京・武蔵野中）２─１

大野恵理（広島・卓球スポーツ可部町）
高橋美代子（東京・淑徳学園）２─０

金子未緒（栃木・真岡中）
宮西幸（福岡・志摩中）２─１

松岡順子（兵庫・親和中）
▼準決勝
四元	 20、16	 辻本
高橋	 -19、11、16	 宮西
▼決勝
四元直美	 11、20	 高橋美代子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
黒川良紀（大阪・今池クラブ）２─０

木村健二（高知・明徳義塾中）
金子康一（栃木・真岡中）２─１

島直志（石川・邑知中）
若林努（高知・明徳義塾中）２─１

塙静馬（北海道・北竜中）

仲村浩一（高知・明徳義塾中）２─１
田上義治（山口・馬関卓球少年団）

▼準決勝
黒川	 23、15	 金子
仲村	 15、17	 若林
▼決勝
黒川良紀	 17、-13、19	 仲村浩一

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
香取里江子（栃木・北押原中）２─０

藤田由希（福島・三浦卓球クラブ）
喜来万知（徳島・富田中）２─１

三宅芳枝（広島・海田卓球スポーツ少年団）
岸田聡子（神奈川・リトルキングス）２─０

鈴木沙織（兵庫・緑台中）
長久保真弓（栃木・石橋中）２─０

川越真由（大阪・仲良桜卓球クラブ）
▼準決勝
香取	 17、12	 喜来
長久保	 17、-13、20	 岸田
▼決勝
香取里江子	 13、21	 長久保真弓

□男子ダブルス
▼準々決勝
金子・小林（栃木・真岡中）２─１

角谷・長尾（徳島・富田中）
若林・中西（高知・明徳義塾中）２─１

楢原・吉田（千葉・千城クラブ）
池田・高橋（山形・鶴岡一中・高畠四中）２─０

斉藤・柴田（福島・セントラルクラブ）
木村・仲村（高知・明徳義塾中）２─０

矢崎・長尾（東京・丸善クラブ）
▼準決勝
金子・小林	 6、15	 若林・中西
木村・仲村	 13、15	 池田・高橋
▼決勝
金子康一・小林浩史　20、-12、13
	 	 木村健二・仲村浩一

□女子ダブルス
▼準々決勝
遠藤・喜来（徳島・富田中）　２─０
岡田・今福（福島･あづま卓球スポーツ少年団･二本松第三中）
岸田・一井（神奈川・リトルキングス）２─０
三宅・大野（広島・海田スポーツ少年団・可部町スポーツ少年団）
今坂・村瀬（愛知・高蔵EC）２─０

猿渡・下岸（福岡・福岡中・香椎第二中）
中村・玉井（京都・一条クラブ）２─０

藤田・高橋（福島・三浦卓球クラブ）
▼準決勝
遠藤・喜来	 11、15	 岸田・一井
今坂・村瀬	 16、14	 中村・玉井
▼決勝
今坂亮子・村瀬佳子	 16、8	 遠藤順子・喜来万知

平成4年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成4年11月22～23日、於：米子産業体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
石田大輔（福岡・石田卓球クラブ）２─０

関根岳大（埼玉・千間台中）
継充（山口・馬関卓球少年団）２─０

平岡明仁（愛知・愛工大附中）
高橋鑑史郎（神奈川・港北クラブ）２─０

宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）
竹内功（山口・馬関卓球少年団）２─０

荒木剛之（長崎・日宇中）
▼準決勝
石田	 -17、21、18	 継
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高橋	 -17、14、20	 竹内
▼決勝
高橋鑑史郎	 -20、16、11	 石田大輔

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
川越真由（大阪・四天王寺中）２─０

高橋美貴江（福島・三浦卓球クラブ）
武田明子（大阪・四天王寺中）２─１

末益亜紗美（山口・馬関卓球少年団）
工藤亜矢子（青森・藤崎中）２─１

松富心（熊本・八代第五中）
小西杏（東京・卓精会）２─０

西川智子（京都・スイトピア）
▼準決勝
武田	 11、16	 川越
小西	 14、15	 工藤
▼決勝
小西杏	 9、17	 武田明子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
真田浩二（愛知・愛工大附中）２─１

長尾芳昭（徳島・富田中）
大森隆弘（岡山・大森クラブ）２─０

長尾健太郎（東京・丸善クラブ）
郡司俊彦（宮崎・富田中）２─１

岡地智之（京都・一条クラブ）
金氏祐一（福岡・横手中）２─０

宮戸章光（東京・文京三中）
▼準決勝
真田	 5、13	 大森
郡司	 18、9	 金氏
▼決勝
真田浩二	 11、13	 郡司俊彦

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
四元直美（東京・梅島クラブ）２─０

藤原裕子（静岡・太陽クラブ）
佐藤素子（徳島・不動中）２─０

泉真樹子（秋田・聖霊中）
辻本理恵（大阪・四天王寺中）２─１

大野恵里（広島・可部町卓球スポーツ少年団）
高橋美代子（東京・淑徳学園）２─１

松岡順子（兵庫・親和中）
▼準決勝
四元	 -14、19、21	 佐藤
高橋	 18、11	 辻本
▼決勝
高橋美代子	 7、22	 四元直美

□男子ダブルス
▼準々決勝
継・原田（山口・馬関卓球少年団）２─０

石田・宮下（福岡・石田卓球クラブ）
長尾・池田（東京・丸善クラブ）２─１

大森・大森（岡山・大森クラブ）
真田・山本（愛知・愛工大附中）２─０

長尾・美鳥（徳島・富田中）
河原・内野（神奈川・日産 Jr クラブ・谷本中）

２─０　郡司・河野（宮崎・富田中）
▼準決勝
継・原田	 18、-11、18	 長尾・池田
真田・山本	 -24、17、14	 河原・内野
▼決勝
真田浩二・山本和之	 		17、19	 継充・原田隆雅

□女子ダブルス
▼準々決勝
辻本・川越（大阪・四天王寺中）２─０

白石・内田（神奈川・日産 Jr クラブ）
寺西・佐藤（徳島・加茂名中・不動中）２─０

藤岡・水谷（兵庫・太田中・葺合中）

原薗・中野（鹿児島・金峰中）２─０
高橋・根本（福島・三浦卓球クラブ）

岸本・武田（大阪・仲良桜クラブ・四天王寺中）
２─１　末益・竹内（山口・馬関卓球少年団）

▼準決勝
辻本・川越	 12、11	 寺西・佐藤
岸本・武田	 17、15	 原薗・中野
▼決勝
辻本理恵・川越真由　19、-19、16	
	 	 岸本明子・武田明子

平成5年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成5年11月13～14日、於：姫路市立中央体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）２─０

柳田敏則（和歌山・和銀クラブ）
近藤隆典（愛知・愛工大附中）２─１

田中俊之（神奈川・西中原中）
大柿友彦（愛知・愛工大附中）２─０

岡本英二（徳島・徳島中）
熊田智幸（広島・ベアークラブ）２─０

渡辺隆司（福島・富久山卓球クラブ）
▼準決勝
宮下	 5、14	 近藤
大柿	 19、17	 熊田
▼決勝
大柿友彦	 -23、20、17	 宮下渉

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
末益亜紗美（山口・馬関卓球少年団）２─０

井手由美子（大阪・四天王寺中）
田阪由美（京都・田阪卓研）２─０

黒岩まゆみ（鹿児島・指宿ジュニア）
片野純子（北海道・札幌向陵中）２─０

藤田和代（岐阜・釜戸中）
潮﨑由香（熊本・日奈久小）２─０

藤田小夜（福島・三浦卓球クラブ）
▼準決勝
末益	 -16、21、19	 田阪
片野	 12、19	 潮﨑
▼決勝
末益亜紗美	 20、-11、18	 片野純子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
山本和之（愛知・愛工大附中）２─０

高橋鑑史郎（神奈川・港北クラブ）
大畑久（青森・大平中）２─０

継充（山口・馬関卓球少年団）
関根岳大（埼玉・TKOクラブ）２─０

平岡明仁（愛知・愛工大附中）
池間裕治（愛知・愛工大附中）２─１

竹内功（山口・馬関卓球少年団）
▼準決勝
山本	 18、17	 大畑
池間	 -17、13、17	 関根
▼決勝
池間裕治	 -16、11、17	 山本和之

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
小西杏（東京・淑徳学園中）２─０

松富心（熊本・八代第五中）
川越真由（大阪・四天王寺中）２─０

高橋美貴江（福島・三浦卓球クラブ）
斉藤香奈子（栃木・上三川中）２─１

諏訪牧子（愛知・高蔵中）
武田明子（大阪・四天王寺中）２─０

内田望（神奈川・日産ジュニアクラブ）

▼準決勝
川越	 16、19	 小西
武田	 15、11	 斉藤
▼決勝
川越真由	 11、13	 武田明子

□男子ダブルス
▼準々決勝
継・原田（山口・馬関卓球少年団）２─０

大森・小野（岡山・大森クラブ）
関根・長谷川（埼玉・TKO・越谷北中）２─０

池間・大柿（愛知・愛工大附中）
山本・平岡（愛知・愛工大附中）２─０

竹内・桃林（山口・馬関卓球少年団）
橋本・長谷川（東京・志村第三中）２─０

熊田・坂田（広島・ベアークラブ）
▼準決勝
関根・長谷川	 14、10	 継・原田
山本・平岡	 8、17	 橋本・長谷川
▼決勝
山本和之・平岡明仁　-23、17、14	
	 	 関根岳大・長谷川雄太

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・平（福島・三浦卓球クラブ）２─１

中野・原薗（鹿児島・金峰中）
井手・川越（大阪・四天王寺中）２─１

今井・田中（北海道・釧路鳥取中）
川越・武田（大阪・四天王寺中）２─０

馬場・下大田（鹿児島・金峰中・大田小）
末益・竹内（山口・馬関卓球少年団）２─１

渡辺・渡辺（新潟・糸魚川ジュニア）
▼準決勝
井手・川越	 10、14	 高橋・平
川越・武田	 13、17	 末益・竹内
▼決勝
川越真由・武田明子	16、17	 井手由美子・川越由香

平成6年度全日本選手権大会
（カデットの部）
平成6年11月12～13日、

於：宝塚市立スポーツセンター総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）２─０

柳沢邦治（青森・大平中）
魚崎雄大（富山・魚津ジュニア）２─１

村松伸彦（福島・セントラル）
宮坂昌利（富山・魚津ジュニア）２─０

伊藤隆人（北海道・函館上磯中）
柳田敏則（和歌山・和銀クラブ）２─１

太田昌彦（岐阜・梅林中）
▼準決勝
宮下	 16、6	 魚崎
柳田	 15、16	 宮坂
▼決勝
宮下渉	 16、14	 柳田敏則

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
潮﨑由香（熊本・九州学院中学）２─０

加登幸子（徳島・富田中）
下大田麻美（鹿児島・金峰中）２─０

高松恵麻（茨城・岩瀬ジュニア）
中村理映子（鹿児島・大田中）２─１

柏木有希（徳島・新町クラブ）
大畑奈保子（青森・大平小）２─０

古澤真美（栃木・城山中）
▼準決勝
潮﨑	 9、11	 下大田
大畑	 19、15	 中村
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▼決勝
潮﨑由香	 12、17	 大畑奈保子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
山廼辺朗（福島・豊間中）２─０

大柿友彦（愛知・愛工大附中）
斉藤亮（福島・セントラル）２─０

田中俊之（神奈川・西中原中）
近藤隆典（愛知・愛工大附中）２─０

渡辺隆司（福島・富久山卓球クラブ）
道畑総一郎（大阪・今池クラブ）２─１

熊田智幸（神奈川・ベアークラブ）
▼準決勝
斉藤	 17、21	 山廼辺
道畑	 19、22	 近藤
▼決勝
道畑総一郎	 -17、6、20	 斉藤亮

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
小西杏（東京・淑徳学園中）２─０

阿部友美子（宮城・向陽中）
井手由美子（大阪・四天王寺中）２─０

佐藤麻依（神奈川・西中原中）
藤井聖子（岡山・就実中）２─０

永井友子（長野・伊那東部中）
谷口彩子（兵庫・御殿山中）２─０

片野純子（北海道・札幌向陵中）
▼準決勝
小西	 9、18	 井手
谷口	 19、7	 藤井
▼決勝
小西杏	 -16、13、15	 谷口彩子

□男子ダブルス
▼準々決勝
田㔟・青木（山形・長井南中）２─１

徳村・大野（宮崎・徳村クラブ・檍中）
熊田・小西（広島・ベアークラブ）２─０

阿部・遠藤（北海道・標津卓球スポーツ少年団）
宮下・岸川（福岡・石田卓球クラブ）２─０

三田村・加藤（東京・目黒第三中・志村第三中）
大柿・近藤（愛知・愛工大附中）２─０

阿部・太田（岐阜・梅林中）
▼準決勝
田㔟・青木	 19、8	 熊田・小西
宮下・岸川	 20、11	 大柿・近藤
▼決勝
田㔟邦史・青木大輔　-17、19、17
	 	 宮下渉・岸川一星

□女子ダブルス
▼準々決勝
井手・川越（大阪・四天王寺中）２─１

下大田・中野（鹿児島・金峰中）
田中・藤田（福岡・石田卓球クラブ）２─１
射場山・射場山（鹿児島・頴娃中・指宿ジュニア）

田中・阿部（北海道・釧路鳥取中）２─０
小林・上野（栃木・古里中・河内中）

中野・原薗（鹿児島・金峰中）２─１
井手・加登（徳島・徳島中・富田中）

▼準決勝
田中・藤田	 -15、14、12	 井手・川越
中野・原薗	 18、19	 田中・阿部
▼決勝
中野亜梨沙・原薗奈津子　13、-15、17
	 	 田中亜紀子・藤田いずみ

平成7年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成7年11月12～13日、於：京都府立体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
木下裕介（広島・可部町卓球スポーツ少年団）

２─０　小川真史（岐阜・梅林中）
渡辺公樹（栃木・河内中）２─０

岸川一星（福岡・石田卓球クラブ）
伊藤和樹（秋田・秋田西中）２─０

森田剛史（愛知・鳳凰EC）
川口努（大阪・星野クラブ）２─１

高木崇匡（青森・青森北中）
▼準決勝
木下	 18、17	 渡辺
伊藤	 -17、13、13	 川口
▼決勝
木下裕介	 23、-15、16	 伊藤和樹

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
大畑奈保子（宮城・中野中）２─１

藤井寛子（大阪・四天王寺中）
柏木有希（徳島・富田中）２─１

西田梓（神奈川・リトルキングス）
柳原優香（北海道・札幌山鼻中）２─０

杉田早苗（栃木・城山クラブジュニア）
樋浦令子（兵庫・その田卓研）２─１

森山あづさ（神奈川・中原中）
▼準決勝
大畑	 25、17	 柏木
樋浦	 16、-22、18	 柳原
▼決勝
大畑奈保子	 -21、11、22	 樋浦令子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）２─０

今林浩喜（島根・松江第四中）
加藤雅也（東京・志村第三中）２─１

宮坂昌利（富山・魚津ジュニア）
柳沢邦治（青森・大平中）２─０

大場健次（静岡・清水第七中）
柳田敏則（和歌山・和銀クラブ）２─０

小林修平（愛知・渥美EC）
▼準決勝
加藤	 14、19	 宮下
柳田	 13、10	 柳沢
▼決勝
柳田敏則	 17、13	 加藤雅也

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
潮﨑由香（熊本・九州学院中）２─０

樋野真弓（愛知・尾西EC）
中島絵理（岡山・就実中）２─０

長谷川麻衣子（秋田・御野場中）
小森禎子（栃木・古里中）２─１

蛭田聖子（東京・淑徳中）
下大田麻美（鹿児島・金峰中）２─０

加藤美百（熊本・九州学院中）
▼準決勝
潮﨑	 17、-18、19	 中島
小森	 13、15	 下大田
▼決勝
潮﨑由香	 19、14	 小森禎子

□男子ダブルス
▼準々決勝
田㔟・青木（山形・長井南中）２─１

柳沢・矢木（青森・大平中）

三田村・加藤（東京・目黒七中・志村第三中）
２─１　小林・下畑（愛知・渥美EC・鳳凰 EC）

宮坂・魚崎（富山・魚津ジュニア）２─１
今林・足立（島根・松江第四中）

並木・村田（東京・ウイニングジュニア）２─１
大鐘・石原（神奈川・リトルキングス）

▼準決勝
三田村・加藤	 19、-16、16	 田㔟・青木
宮坂・魚崎	 16、19	 並木・村田
▼決勝
三田村宗明・加藤雅也		9、12	 宮坂昌利・魚崎雄大

□女子ダブルス
▼準々決勝
加登・浦島（徳島・富田中・徳島中）２─０

舟越・大坪（愛知・高蔵中）
野中・三河（兵庫・東谷中・川西ギャラントム）

２─０　酒井・山崎（栃木・鹿沼西中・華卓会）
藤沼・西岡（大阪・四天王寺中）２─１

潮﨑・加藤（熊本・九州学院中）
小森・上野（栃木・古里中・河内中）２─０

坂本・藤田（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
加登・浦島	 16、12	 野中・三河
藤沼・西岡	 -13、19、11	 小森・上野
▼決勝
藤沼亜衣・西岡麻子　14、-14、17
	 	 加登幸子・浦島三容子

平成8年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成8年11月2～4日、於：岐阜メモリアルセンター

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
森田直樹（千葉・千城クラブ）２─０

岸川一星（福岡・石田卓球クラブ）
宇佐美明（愛知・愛工大附中）２─０

宮田章弘（福岡・平和台クラブ）
坂本竜介（愛知・鳳凰EC）２─０

森下貴史（大阪・吉岡卓球）
森田剛史（愛知・愛工大附中）２─０

小森由悦（栃木・古里中）
▼準決勝
宇佐美	 16、16	 森田直
坂本	 -17、19、13	 森田剛
▼決勝
坂本竜介	 16、13	 宇佐美明

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
樋浦令子（大阪・四天王寺中）２─０

平野早矢香（栃木・城山クラブジュニア）
秋山かおり（岐阜・岐阜東中）２─０

藤田いずみ（宮城・仙台育英学園秀光中）
山崎彩恵（岐阜・岐阜東中）２─０

村守千佳（宮城・仙台育英学園秀光中）
杉田早苗（栃木・城山クラブジュニア）２─０

藤谷千穂（兵庫・打越ジュニア）
▼準決勝
樋浦	 18、-20、18	 秋山
杉田	 16、21	 山崎
▼決勝
樋浦令子	 -15、17、12	 杉田早苗

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
大鐘司（神奈川・リトルキングス）２─１

木下裕介（広島・可部町卓球スポーツ少年団）
川口努（大阪・星野クラブ）２─１

荻原典和（北海道・札幌稲穂中）
渡辺広樹（栃木・河内中）２─１

高木崇匡（青森・青森北中）
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川崎公介（高知・城西中）２─０
伊藤和樹（秋田・秋田西中）

▼準決勝
川口	 15、-18、13	 大鐘
川崎	 18、13	 渡辺
▼決勝
川口努	 18、13	 川崎公介

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
藤沼亜衣（大阪・四天王寺中）２─０

難波ひとみ（岡山・山陽女子中）
藤井寛子（大阪・四天王寺中）２─０

射場山麻里子（東京・淑徳中）
西岡麻子（大阪・四天王寺中）２─０

荒井沙織（福島・富久山卓球クラブ）
大畑奈保子（宮城・中野中）２─０

小林久実子（兵庫・東谷中）
▼準決勝
藤井	 17、13	 藤沼
大畑	 14、14	 西岡
▼決勝
藤井寛子	 16、18	 大畑奈保子

□男子ダブルス
▼準々決勝
寒川・武知（徳島 ･徳島中 ･徳島ムーミンクラブ）

２─１　野村・三浦（北海道・函館上磯中）
大鐘・村守（神奈川・リトルキングス）２─０

吉谷・森田（千葉・千城クラブ）
中村・坂本（愛知・愛知工業大附中・鳳凰EC）

２─１　川口・菊池（高知・明徳義塾中）
中野・木下（広島・可部町卓球スポーツ少年団）
２─１　伊藤・時岡（秋田・秋田西中・本荘南中）

▼準決勝
大鐘・村守	 -19、16、16	 寒川・武知
中野・木下	 17、18	 中村・坂本
▼決勝
中野祐介・木下裕介　-14、15、11	大鐘司・村守実

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤沼・西岡（大阪・四天王寺中）２─１

射場山・川島（東京・淑徳中）
原口・上大田（鹿児島・金峰中）２─１

難波・白石（岡山・山陽女中）
柏木・田岡（徳島・富田中）２─１

藤井・樋浦（大阪・四天王寺中）
森山・佐藤（神奈川・中原中・西中原中）２─１

村守・藤田（宮城・仙台育英学園秀光中）
▼準決勝
藤沼・西岡	 16、11	 原口・上大田
柏木・田岡	 15、10	 森山・佐藤
▼決勝
藤沼亜衣・西岡麻子　-20、14、18	
	 	 柏木有希・田岡英美

平成9年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成9年11月1～3日、於：鳥取市民体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
時吉佑一（愛知・レインボーEC）２─１

宮田章弘（福岡・平和台クラブ）
原雅彦（愛知・乙川中）２─０

藤井健太郎（奈良・小瀬クラブ）
田野辺雄（栃木・城山中）２─１

高木和健一（東京・千代田クラブ）
井上恭平（京都・クラージュ）２─０

広島卓也（兵庫・川西南中）
▼準決勝
時吉	 14、-14、19	 原

井上	 12、-16、13	 田野辺
▼決勝
井上恭平	 -13、15、20	 時吉佑一

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
杉田早苗（大阪・四天王寺中）２─１

原田綾希子（岡山・山陽女中）
今福久美（宮城・仙台育英学園秀光中）２─１

石井佳奈恵（群馬・薄根中）
平野早矢香（宮城・仙台育英学園秀光中）２─０

伊藤みどり（東京・トムジュニア）
福原愛（宮城・仙台ジュニアクラブ）２─０

代瑞葉（埼玉・大塚クラブ）
▼準決勝
今福	 6、-16、20	 杉田
福原	 19、-22、11	 平野
▼決勝
福原愛	 15、16	 今福久美

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
坂本竜介（愛知・鳳凰EC）２─０

田中雄仁（兵庫・朝霧中）
小森由悦（栃木・古里中）２─０

森田直樹（千葉・千城クラブ）
岸川一星（福岡・石田卓球クラブ）２─０

村田雄平（東京・実践学園中）
宇佐美明（愛知・愛知工業大附中）２─１

森下貴史（大阪・吉岡卓球）
▼準決勝
坂本	 4、16	 小森
岸川	 -12、19、13	 宇佐美
▼決勝
坂本竜介	 24、-29、6	 岸川一星

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
樋浦令子（大阪・四天王寺中）２─０

秦麻奈美（神奈川・リトルキングス）
藤田いずみ（宮城・仙台育英学園秀光中）２─０

山崎彩恵（岐阜・岐阜東中）
三河沙織（兵庫・東谷中）２─１

小川蘭（東京・武蔵野中）
福岡春菜（大阪・四天王寺中）２─０

西田泉（神奈川・リトルキングス）
▼準決勝
樋浦	 -13、13、12	 藤田
福岡	 9、19	 三河
▼決勝
樋浦令子	 10、12	 福岡春菜

□男子ダブルス
▼準々決勝
小森・大森（栃木・古里中・河内中）２─０

菊地・倉野（高知・明徳義塾中）
森田・桜井（愛知・愛工大附中）２─０

森田・高木和（東京・ITS 三鷹・千代田クラブ）
宇佐美・見城（愛知・愛工大附中）２─０

村守・三枝（神奈川・リトルキングス）
岸川・中野（福岡・石田卓球クラブ）２─０

渡辺・後藤（徳島・城西中・藍住中）
▼準決勝
森田・桜井	 16、12	 小森・大森
宇佐美・見城	 15、22	 岸川・中野
▼決勝
森田剛史・桜井悠　-12、16、14	
	 	 宇佐美明・見城芳幸

□女子ダブルス
▼準々決勝
西村・三河（兵庫・東谷中）２─０

井出・森田（徳島・徳島中）
五十川・高橋（福島・富久山卓球クラブ）２─１

立花・若村（静岡・清水スポーツ少年団）

樋浦・坂本（大阪・四天王寺中）２─０
渡辺・仙洞田（山梨・増穂クラブ）

秦・西田（神奈川・リトルキングス）２─１
福原・狭間（宮城・仙台ジュニアクラブ・東華中）

▼準決勝
五十川・高橋	 20、13	 西村・三河
樋浦・坂本	 24、-15、11	 秦・西田
▼決勝
樋浦令子・坂本沙織			4、18	 五十川芙美・高橋祥絵

平成10年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成10年11月21～23日、於：京都府立体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
横山友一（岡山・KTC）２─０

小野竜也（長崎・長与OTC）
村守実（神奈川・リトルキングス）２─０

森田翔樹（東京・ITS 三鷹）
久保田隆三（東京・実践学園中）２─１

井置竜也（兵庫・姫路東中）
白神俊佑（岡山・フジ屋クラブ）２─０

飯塚卓也（栃木・皆川中）
▼準決勝
村守	 18、15	 横山
白神	 14、19	 久保田
▼決勝
白神俊佑	 15、17	 村守実

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
伊藤みどり（大阪・四天王寺中）２─０

坂巻美恵（東京・淑徳学園中）
勝又夕紀子（愛知・高蔵中）２─１

浜島優子（大阪・王子クラブ）
島田小百合（東京・武蔵野中）２─１

沈茜揺（岡山・山陽女子中）
山﨑知春（大阪・四天王寺中）２─０

藤本晶子（愛知・高蔵中）
▼準決勝
伊藤	 9、13	 勝又
山﨑	 -20、19、12	 島田
▼決勝
伊藤みどり	 14、17	 山﨑知春

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
森田有城（神奈川・日産ジュニア）２─０

三河賢（兵庫・東谷中）
高木和健一（東京・東綾瀬中）２─０

宮田章弘（福岡・平和台クラブ）
藤井健太郎（奈良・小瀬クラブ）２─０

田中満雄（青森・市川中）
原雅彦（愛知・乙川中）２─０

倉野優（高知・明徳義塾中）
▼準決勝
森田	 -15、12、20	 高木和
原	 15、-12、8	 藤井
▼決勝
原雅彦	 20、15	 森田有城

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
平野早矢香（宮城・仙台育英学園秀光中）２─０

西田泉（神奈川・リトルキングス）
杉田早苗（大阪・四天王寺中）２─０

吉田光希（愛媛・城西中）
今福久美（宮城・仙台育英学園秀光中）２─１

平田知代（岡山・山陽女子中）
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─１

代瑞葉（埼玉・熊谷ジュニア）
▼準決勝
杉田	 16、-16、13	 平野
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福原	 -12、20、19	 今福
▼決勝
杉田早苗	 15、19	 福原愛

□男子ダブルス
▼準々決勝
森田・高木和（東京・ITS 三鷹・東綾瀬中）

２─０　木村・青木（愛知・愛工大附中）
白神・横山（岡山・フジ屋クラブ・KCT）２─０

井上・西村（京都・クラージュ）
原・時吉（愛知・乙川中・杜若ジュニア）２─０

吉川・橋口（埼玉・KTG）
小沢・大原（東京・志村三中）２─０

森田・牧田（神奈川・日産ジュニアクラブ）
▼準決勝
森田・高木和	 15、21	 白神・横山
原・時吉	 17、21	 小沢・大原
▼決勝
原雅彦・時吉佑一		23、18	 森田翔樹・高木和健一

□女子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・仙洞田（山梨・増穂クラブ）２─０

福山・大槻（福岡・石田卓球クラブ）
杉田・福原（大阪 ･四天王寺中 ･ミキハウス JSC）
２─０　宮本・多田（宮城・仙台育英学園秀光中）

平野・今福（宮城・仙台育英学園秀光中）２─０
西田・森藤（神奈川・リトルキングス・寒川東中）

坂本・井上（大阪・四天王寺中）２─１
平田・原田（岡山・山陽女子中）

▼準決勝
杉田・福原	 10、19	 渡辺・仙洞田
平野・今福	 14、9	 坂本・井上
▼決勝
杉田早苗・福原愛　8、-19、15
	 	 平野早矢香・今福久美

平成11年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成11年11月13～14日、於：静岡県営草薙体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
横山友一（岡山・KTC）２─０

高木和卓（東京・ITS 三鷹）
小野竜也（長崎・長与第二中）２─０

塩野真人（埼玉・豊岡中）
坪口道和（長崎・福江中）２─０

後藤良介（徳島・藍住中）
森田翔樹（東京・ITS 三鷹）２─０

中村堯弘（長崎・長与第二中）
▼準決勝
横山	 16、25	 小野
坪口	 19、15	 森田
▼決勝
横山友一	 14、13	 坪口道和

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
松田寛子（山口・島地中）２─０

酒井亜希（大阪・四天王寺羽曳丘中）
狭間のぞみ（宮城・東華中）２─０

西浦綾子（富山・魚津 Jr）
吉田亜佑美（兵庫・松崎中）２─１

花田麻里（大阪・四天王寺羽曳丘中）
堀部紗代（高知・土佐女子中）２─０

渡辺美里（山梨・忍野SS）
▼準決勝
松田	 12、17	 狭間
堀部	 16、18	 吉田
▼決勝
堀部紗代	 -19、13、17	 松田寛子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
時吉佑一（愛知・時吉スクール）２─０

白神俊佑（岡山・フジ屋クラブ）
宇津野光彦（東京・実践学園中）２─１

下山隆敬（大阪・星野クラブ）
久保田隆三（東京・実践学園中）２─０

駒場義久（栃木・城山中）
村守実（青森・青森南中）２─０

岸川聖也（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
時吉	 -17、14、16	 宇津野
村守	 -15、14、16	 久保田
▼決勝
時吉佑一	 -20、22、19	 村守実

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─０

藤本晶子（愛知・高蔵中）
山﨑知春（大阪・四天王寺中）２─０

勝又有紀子（愛知・高蔵中）
伊藤みどり（大阪・四天王寺中）２─１

東野茜（岡山・山陽中）
代瑞葉（宮城・仙台育英学園秀光中）２─０

野中由紀（茨城・勝田第三中）
▼準決勝
福原	 14、18	 山﨑
伊藤	 18、17	 代
▼決勝
伊藤みどり	 12、-18、16	 福原愛

□男子ダブルス
▼準々決勝
白神・横山（岡山・フジ屋クラブ・KTC）２─０

立石・田中（福岡・南福岡少卓ク・深江クラブ）
村上・中村（山口・徳山卓研スポーツ少年団）

２─０　加地・原田（京都・マゼスト小林）
岸川・福田（福岡・石田卓球クラブ）２─０

足立・福場（島根・松江四中・柏原卓球クラブ）
久保田・宇津野（東京・実践学園中）２─０

鈴木・山本（静岡・与進中・浜松東部中）
▼準決勝
白神・横山	 9、14	 村上・中村
岸川・福田	 13、-18、17	 久保田・宇津野
▼決勝
白神俊佑・横山友一	 17、20	 岸川聖也・福田誠

□女子ダブルス
▼準々決勝
宮本・多田（宮城・仙台育英学園秀光中）２─０

小関・安田（東京・文大杉並中）
大槻・由元（福岡・石田卓球クラブ）２─０

上段・山口（岐阜・美濃加茂中）
伊藤・山﨑（大阪・四天王寺中）２─１

竹之下・松下（福岡・田原中）
島田・井ノ口（東京・武蔵野中）２─０

荒井・西田（神奈川・リトルキングス）
▼準決勝
宮本・多田	 14、14	 大槻・由元
伊藤・山﨑	 21、12	 島田・井ノ口
▼決勝
宮本真梨子・多田一葉　-17、18、20
	 	 伊藤みどり・山﨑知春

平成12年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成12年11月17～19日、於：秋田市立体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
高木和卓（東京・千代田クラブ）２─０

橋本泰樹（東京・丸善クラブ）

寺本文平（大阪・王子クラブ）２─１
山崎譲治（東京・実践学園中）

軽部隆介（東京・丸善クラブ）２─０
原田慎吾（京都・マゼスト小林）

藤本翔輝（兵庫・神出中）２─０
遠藤佳祐（山形・山寺スポーツ少年団）

▼準決勝
高木和	 12、13	 寺本
軽部	 14、21	 藤本
▼決勝
軽部隆介	 21、-11、19	 高木和卓

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
山梨有理（静岡・門池中）２─０

田中紗希子（岡山・山陽中）
小川奈都希（宮城・仙台育英学園秀光中）２─０

溝上千秋（岡山・就実中）
照井萌美（兵庫・その田卓研）２─０

穂坂麻衣（栃木・東陽中）
井上朋美（東京・文大杉並中）２─１

渡辺美里（山梨・忍野中）
▼準決勝
山梨	 15、21	 小川
井上	 17、19	 照井
▼決勝
井上朋美	 -16、14、18	 山梨有理

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
岸川聖也（福岡・レオクラブ）２─１

塩野真人（埼玉・豊岡中）
小野竜也（長崎・長与第二中）２─０

森田翔樹（東京・ITS 三鷹）
坪口道和（長崎・福江中）２─１

大滝理浩（神奈川・日産ジュニアクラブ）
横山友一（岡山・倉敷卓友会）２─０

村上剛志（山口・徳山卓研スポーツ少年団）
▼準決勝
岸川	 9、21	 小野
横山	 13、16	 坪口
▼決勝
岸川聖也	 18、12	 横山友一

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─０

原瞳（愛知・高蔵中）
木内彩子（兵庫・伊丹東中）２─０

増井智子（大分・佐伯南中）
中川めぐみ（大阪・四天王寺羽曳丘中）２─０

狭間のぞみ（宮城・東華中）
物部南砂（岡山・就実中）２─１

堀部紗代（高知・土佐女子中）
▼準決勝
福原	 8、19	 木内
中川	 20、-20、17	 物部
▼決勝
福原愛	 21、14	 中川めぐみ

□男子ダブルス
▼準々決勝
岸川・福田（福岡 ･レオクラブ ･石田卓球クラブ）
２─０　中島・原（広島・可部町卓球スポーツ少年団）
原田・加地（京都・マゼスト小林）２─０
安本・中村（福岡・レオクラブ・石田卓球クラブ）

森田・高木和（東京 ･ITS 三鷹 ･千代田クラブ）
２─１　桑原・桑原（京都・高野中）

坪口・山口（長崎・福江中）２─１
村上・中村（山口・徳山卓研スポーツ少年団）

▼準決勝
原田・加地	 18、15	 岸川・福田
森田・高木和	 -18、13、16	 坪口・山口
▼決勝
森田翔樹・高木和卓　19、13	 原田慎吾・加地竜也

53



国内大会

□女子ダブルス
▼準々決勝
松田・吉賀（山口・島地中）２─１

木内・吉田（兵庫・伊丹東中・松崎中）
原・堀江（愛知・高蔵中）２─１

平澤・唐沢（東京・武蔵野中）
花田・石塚（大阪・四天王寺羽曳丘中）２─０

堀部・野上（高知・土佐女子中）
杉本・小泉（青森・ASJ）２─１

岡本・溝上（岡山・就実中）
▼準決勝
原・堀江	 20、16	 松田・吉賀
花田・石塚	 -13、15、23	 杉本・小泉
▼決勝
花田麻里・石塚美和子　15、22	 原瞳・堀江有加里

平成13年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成13年11月2～4日、於：敦賀市総合運動公園体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
大谷修平（青森・青森山田中）3─1

浅沼慎也（岡山・大森クラブ）
笠原弘光（兵庫・川西ギャラントム）3─0

甲斐義和（大分・無限塾ジュニア）
水谷隼（静岡・豊田町スポーツ少年団）3─0

細野裕人（青森・青森山田中）
大矢英俊（青森・青森山田中）3─1

田代祐大（岡山・七区スポーツ少年団）
▼準決勝
大谷	 8、9、4	 笠原
大矢	 8、8、5	 水谷
▼決勝
大矢英俊	 9、-14、5、6	 大谷修平

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
照井萌美（宮城・仙台育英学園秀光中）3─1

明石麻里（岐阜・岐阜東中）
石垣優香（愛知・卓伸SC）3─2

下之段志保（青森・青森山田中）
中山翠（茨城・台原中）3─0

早田知世（鹿児島・松元中）
森永愛里（三重・白子中）3─2

川畑舞（宮城・仙台育英学園秀光中）
▼準決勝
照井	 8、-8、-7、8、9	 石垣
森永	 -10、6、3、3	 中山
▼決勝
照井萌美	 9、-9、8、-10、12	 森永愛里

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
寺本文平（大阪・王子クラブ）3─0

横山友一（岡山・倉敷卓友会）
高木和卓（青森・青森山田中）3─0

山崎譲治（東京・実践学園中）
軽部隆介（埼玉・立教新座中）3─0

安本和雄（福岡・レオクラブ）
橋本泰樹（東京・丸善クラブ）3─2

森田翔樹（大阪・グランプリJr）
▼準決勝
高木和	 6、12、-9、1	 寺本
橋本	 -6、9、-9、9、7	 軽部
▼決勝
高木和卓	 9、9、9	 橋本泰樹

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
石塚美和子（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─1

井上朋美（東京・文大杉並中）

岡本真由子（岡山・就実中）3─2
唐沢優佳（東京・武蔵野中）

溝上千秋（大阪・個人）3─2
小野絵理香（岡山・就実中）

山梨有理（静岡・沼津門池中）3─1
園田さゆり（鹿児島・伊集院北中）

▼準決勝
岡本	 10、7、7	 石塚
山梨	 -11、9、6、-8、5	 溝上
▼決勝
山梨有理	 11、-8、-4、8、13	 岡本真由子

□男子ダブルス
▼準々決勝
森田・高木和（大阪・グランプリJr／青森・青森山田中）
3─1		横山・田代（岡山・倉敷卓友会・七区スポーツ少年団）
橋本・吉田（東京・丸善クラブ）3─1

佐藤・永見（栃木・河内中）
大矢・瀬山（青森・青森山田中）3─2
花村・高岡（静岡・井上卓球・豊田町卓球スポーツ少年団）
桑原元・桑原勇（京都・高野中）3─1
	 小野・軽部（埼玉・大塚クラブ・立教新座中）
▼準決勝
森田・高木和	 9、-7、4、7	 橋本・吉田
桑原元・桑原勇	 5、5、7	 大矢・瀬山
▼決勝
森田翔樹・高木和卓	 8、8、3	 桑原元希・桑原勇希

□女子ダブルス
▼準々決勝
岡本・小野（岡山・就実中）3─0

笠井・中島（神奈川・日産ジュニアクラブ）
小川・西浦（宮城・仙台育英学園秀光中）3─1

石川・佐々木（青森・青森山田中）
山梨・渡井（静岡・沼津門池中・ビップスポーツ少年団）

3─0　浦・中村（福岡・糸島自然塾）
照井・川畑（宮城・仙台育英学園秀光中）3─0

鈴木・青天目（福島・勿来卓球クラブ）
▼準決勝
小川・西浦	 9、-3、6、-6、12	 岡本・小野
照井・川畑	 4、12、6	 山梨・渡井
▼決勝
小川奈都希・西浦綾子　4、8、-6、-6、7	
	 	 照井萌美・川畑舞

平成14年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成14年10月25～27日、於：ぐんまアリーナ

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
水谷隼（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─0　濵川明史（徳島・城東中）
松平賢二（石川・七尾東部中）3─0

中島裕騎（兵庫・川西ギャラントム）
高垣敬太（大阪・育徳クラブ）3─1

秋元勇人（東京・ウイニングジュニア）
笠原弘光（兵庫・報徳学園中）3─0

藤本ヒカル（香川・相原スクール）
▼準決勝
松平	 -1、7、8、5	 水谷
笠原	 6、10、3	 高垣
▼決勝
笠原弘光	 7、6、3	 松平賢二

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
石垣優香（愛知・卓伸SC）3─0

天野友未（大阪・吉岡SC）
瀧澤杏奈（兵庫・丹南中）3─1

中島未早希（神奈川・日産ジュニア）
若宮三紗子（香川・高瀬中）3─2

原田智美（京都・マゼスト小林）

三浦佳子（岐阜・登龍中）3─2
池田好美（愛媛・清水クラブ）

▼準決勝
石垣	 4、10、6	 瀧澤
若宮	 -9、5、9、-4、6	 三浦
▼決勝
石垣優香	 -9、8、6、9	 若宮三紗子

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
足立智哉（京都・マゼスト小林）3─1

有田洋巳（愛媛・今治西中）
瀬山辰男（青森・青森山田中）3─1

大谷修平（青森・青森山田中）
大矢英俊（青森・青森山田中）3─0

花村尚弥（静岡・井上卓球）
軽部隆介（宮城・仙台育英学園秀光中）3─0

西元涼（鹿児島・松元中）
▼準決勝
瀬山	 16、9、6	 足立
軽部	 8、-6、6、8	 大矢
▼決勝
瀬山辰男	 -5、7、-6、9、9	 軽部隆介

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
照井萌美（宮城・仙台育英学園秀光中）3─0

早田知世（鹿児島・松元中）
中山翠（茨城・台原中）3─1

中島慶子（岡山・就実中）
西明美（鹿児島・松元中）3─2

川畑舞（宮城・仙台育英学園秀光中）
森永愛里（三重・白子中）3─1

石川美希（青森・青森山田中）
▼準決勝
照井	 9、5、-8、6	 中山
西	 6、-8、9、6	 森永
▼決勝
照井萌美	 9、6、5	 西明美

□男子ダブルス
▼準々決勝
高木和・大矢（青森・青森山田中）3─0
笠原・中島（兵庫・報徳学園中・川西ギャラントム）
渡井・武田（静岡・ビップスポーツクラブ）3─2
軽部・川端（宮城・仙台育英学園秀光中・仙台ジュニアクラブ）
池田・水谷（静岡・ビップスポーツクラブ・豊田町
卓球スポーツ少年団）3─2
松平賢・松平健（石川・七尾東部中・松平スポーツ）
田代・浅沼（岡山・七区スポーツ少年団・大森クラブ）

3─1　瀬山・細野（青森・青森山田中）
▼準決勝
高木和・大矢	 8、9、9	 渡井・武田
池田・水谷	 5、4、8	 田代・浅沼
▼決勝
池田和正・水谷隼	 9、9、5	 高木和卓・大矢英俊

□女子ダブルス
▼準々決勝
照井・川畑（宮城・仙台育英学園秀光中）3─1

西・早田（鹿児島・松元中）
福留・川村（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─1

貝川・秋草（東京・淑徳学園中）
藤田・中島（神奈川・日産ジュニア）3─1

浦・一宮（福岡・糸島自然塾）
石川・佐々木（青森・青森山田中）3─0

林・花田（山口・大和中）
▼準決勝
照井・川畑	 3、10、7	 福留・川村
藤田・中島	 9、10、8	 石川・佐々木
▼決勝
藤田麻紀子・中島未早希　-8、-5、8、9、7	

照井萌美・川畑舞

54



全日本卓球選手権大会（カデットの部）

平成15年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成15年11月28～30日、於：長崎県総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
高垣敬太（高知・明徳義塾中）3─0

桑田晋一朗（広島・プレーイングピンポン府中）
森田倖平（兵庫・朝霧中）3─2

深野翔也（兵庫・川西ギャラントム）
松平健太（石川・松平スポーツ）3─2

板倉健信（福岡・石田卓球クラブ）
中島裕騎（兵庫・川西ギャラントム）3─1

松井克樹（京都・マゼスト小林）
▼準決勝
高垣	 7、-10、8、8	 森田
松平	 8、-7、8、-4、8	 中島
▼決勝
高垣敬太	 3、5、-15、10	 松平健太

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
池田好美（青森・青森山田中）3─0

笠原多加恵（兵庫・川西ギャラントム）
玉石美幸（奈良・小瀬クラブ）3─0

原ちひろ（青森・青森山田中）
鳥居夕華（兵庫・加古川中部中）3─1

藤井優子（大阪・四天王寺羽曳丘中）
中島未早希（神奈川・日産ジュニア）3─0

浦千鶴（福岡・糸島自然塾）
▼準決勝
池田	 7、-3、6、10	 玉石
鳥居	 7、-8、11、-8、9	 中島
▼決勝
池田好美	 5、-7、6、-3、3	 鳥居夕華

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
御内健太郎（大阪・王子クラブ）3─1

藤田直樹（大分・明豊中）
甲斐義和（大分・明豊中）3─0

大久保俊輝（愛知・愛工大附属中）
江藤遼（大分・明豊中）3─0

松渕健一（秋田・桜中）
高羽卓哉（大分・明豊中）3─1

大森善文（茨城・笠原中）
▼準決勝
甲斐	 5、9、10	 御内
高羽	 8、4、-8、6	 江藤
▼決勝
甲斐義和	 -9、6、9、6	 高羽卓哉

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
石垣優香（愛知・卓伸SC）3─0

松本郁（福岡・石田卓球クラブ）
三浦佳子（岐阜・登龍中）3─2

加藤亜理沙（岐阜・美濃加茂中）
瀧澤杏奈（兵庫・丹南中）3─1

中村薫子（福岡・糸島自然塾）
若宮三紗子（香川・高瀬中）3─0

土井みなみ（宮城・玉川中）
▼準決勝
石垣	 -6、9、7、9	 三浦
若宮	 -9、7、3、6	 瀧澤
▼決勝
若宮三紗子	 8、9、8	 石垣優香

□男子ダブルス
▼準々決勝
松平賢・松平健	（石川・東部中・松平スポーツ）

3─1　松本・竹谷（兵庫・野々池中・本庄中）
藤本・濵川（徳島・城東中）3─2

高垣・和田（高知・明徳義塾中）

西元・西（鹿児島・松元卓連）3─2
甲斐・江藤（大分・明豊中）

笠原・中島（兵庫・報徳学園中・川西ギャラントム）
3─0　小島・篠原（愛知・愛工大附属中）

▼準決勝
松平賢・松平健	 9、6、-8、-9、8	 藤本・濵川
笠原・中島	 6、4、2	 西元・西
▼決勝
松平賢二・松平健太　-3、5、-9、4、9
	 	 笠原弘光・中島裕騎

□女子ダブルス
▼準々決勝
清野・原（青森・青森山田中）3─0

吉野・鳥居（兵庫・加古川中部中）
石垣・岡野（愛知・卓伸SC）3─2

土井・岡崎（宮城・玉川中・東北C&C）
川村・藤井（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─1

鈴木・根本（福島・二本松卓研）
田中・小川（宮城・秀光中等教育学校）3─1

若宮・前田（香川・高瀬中）
▼準決勝
石垣・岡野	 6、7、2	 清野・原
田中・小川	 6、9、7	 川村・藤井
▼決勝
石垣優香・岡野あいみ　-5、7、7、4
	 	 田中彩能・小川未紗希

平成16年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成16年11月12～14日、於：鳥取県民体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
松平健太（青森・青森山田中）3─0

浜口元樹（愛知・愛工大附属中）
橋本唯史（青森・青森山田中）3─0

北村祐馬（富山・山室中）
野邑大陽（青森・青森山田ジュニアクラブ）3─0

加藤悠二（秋田・城南中）
上田仁（青森・青森山田中）3─1

山谷仁生（青森・青森山田中）
▼準決勝
橋本	 7、-6、8、-15、12	 松平
野邑	 -12、8、4、-6、10	 上田
▼決勝
野邑大陽	 7、4、7	 橋本唯史

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
森薗美咲（東京・美鷹クラブ）3─2

酒井春香（大阪・四天王寺羽曳丘中）
佐用麻衣（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─2

亀崎絢（埼玉・KTGクラブ）
大森玲奈（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─0

石川佳純（山口・山口ジュニアクラブ）
岡崎恵（東京・武蔵野中）3─0

池田友里佳（大阪・四天王寺羽曳丘中）
▼準決勝
森薗	 9、5、5	 佐用
大森	 9、8、11	 岡崎
▼決勝
大森玲奈	 10、-10、-5、8、12	 森薗美咲

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
高垣敬太（高知・明徳義塾中）3─0

山木康平（山形・酒田第二中）
森田倖平（兵庫・朝霞中）3─0

高林祥平（高知・明徳義塾中）
川端友（宮城・宮城野中）3─2

根田雄一（岩手・Aoba	TTC）
中島裕騎（兵庫・川西ギャラントム）3─0

鈴木秀一（山形・長井南中）

▼準決勝
高垣	 4、9、-12、-9、7	 森田
中島	 8、11、4	 川端
▼決勝
高垣敬太	 -8、9、3、4	 中島裕騎

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
須磨睦（岡山・就実中）3─0

小川未紗希（宮城・秀光中等教育学校）
玉石美幸（奈良・小瀬クラブ）3─0

高志旭（神奈川・日産ジュニア）
藤井優子（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─0

中島未早希（神奈川・日産ジュニア）
奥田のはら（宮城・秀光中等教育学校）3─2

原ちひろ（青森・青森山田中）
▼準決勝
須磨	 -5、9、8、8	 玉石
藤井	 7、4、5	 奥田
▼決勝
藤井優子	 11、-9、8、5	 須磨睦

□男子ダブルス
▼準々決勝
後藤功・後藤卓	（北海道・札幌光星中・札幌円山クラブ）

3─1　川上・西森（岡山・大森クラブ）
片桐・稲吉（愛知・愛工大附属中）3─2

近藤・西東（東京・実践学園中）
篠原・森本（愛知・愛工大附属中）3─1

松平・上田（青森・青森山田中）
高垣・川島（高知・明徳義塾中）3─0

横幕・木村（岐阜・糸貫中・北方中）
▼準決勝
後藤功・後藤卓　9、-6、-7、4、10	 片桐・稲吉
篠原・森本	 11、7、9	 高垣・川島
▼決勝
篠原哲郎・森本耕平　-4、9、8、-9、8	
	 	 後藤功貴・後藤卓也

□女子ダブルス
▼準々決勝
齋藤・森薗（東京・淑徳学園中・美鷹クラブ）3─0

鳥居・名和（兵庫・加古川西部中・書写中）
藤井・酒井（大阪・四天王寺羽曳丘中）3─2

𡈽田・平田（高知・明徳義塾中）
川辺・坂元（石川・富来中）3─0

市川伊・市川梓（愛知・名経大高蔵中）
中島・藤田（神奈川・日産ジュニア）3─0

中島・坂本（京都・華頂女子中）
▼準決勝
藤井・酒井	 10、6、6	 齋藤・森薗
中島・藤田	 -3、8、11、8	 川辺・坂元
▼決勝
藤井優子・酒井春香　-12、6、7、5	
	 	 中島未早希・藤田麻紀子

平成17年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成17年11月18～20日、於：グリーンアリーナ神戸

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
平野佑治（神奈川・日産ジュニアクラブ）3─0

江崎佳祐（千葉・千城クラブ）
平野友樹（宮城・秀光中等教育学校）3─0

町飛鳥（神奈川・岸田クラブ）
德永大輝（福岡・石田卓球クラブ）3─2

吉村真晴（茨城・東海クラブ）
丹羽孝希（北海道・ファイナルウィン Jr）3─2

生田裕仁（青森・青森山田中）
▼準決勝
平野友	 5、8、5	 平野佑
丹羽	 -10、4、6、9	 德永
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▼決勝
平野友樹	 6、9、6	 丹羽孝希

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
森薗美咲（青森・青森山田中）3─0

多田光希（福岡・豊津クラブ）
天野優（高知・明徳義塾中）3─1

水谷茉央（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
定国莉衣（岡山・就実中）3─2

丹羽美里（北海道・ファイナルウィン Jr）
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）3─0

篠藤香穂里（兵庫・横尾中）
▼準決勝
森薗	 -9、11、11、2	 天野
石川	 -6、8、-6、5、8	 定国
▼決勝
石川佳純	 -4、9、11、9	 森薗美咲

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
野邑大陽（青森・青森山田中）3─0

西東輝（東京・実践学園中）
上田仁（青森・青森山田中）3─2

桒田晋一郎（宮城・秀光中等教育学校）
松平健太（青森・青森山田中）3─1

松原公家（大分・明豊中）
山谷仁生（青森・青森山田中）3─1

河本宗大（富山・卓親スポーツ）
▼準決勝
上田	 9、-8、6、7	 野邑
松平	 8、9、-9、4	 山谷
▼決勝
松平健太	 10、7、7	 上田仁

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
金江夏美（神奈川・リトルキングス）3─0

宮崎詩乃（東京・武蔵野中）
酒井春香（大阪・ミキハウス JSC）3─1

住吉由起子（宮城・秀光中等教育学校）
岡崎恵（東京・武蔵野中）3─1

池田友里佳（大阪・ミキハウス JSC）
北岡エリ子（高知・土佐女子中）3─2

佐用麻衣（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
酒井	 -6、-8、10、6、3	 金江
岡崎	 -6、-9、6、9、7	 北岡
▼決勝
酒井春香	 5、7、7	 岡崎恵

□男子ダブルス
▼準々決勝
橋本・石澤（青森・青森山田中）3─1
後藤功・後藤卓（北海道・札幌光星中・T・T・P）

林・黒羽（山形・酒田第二中）3─0
川路・豊重（鹿児島・妙円寺卓球スポーツ少年団）

板倉・德永（福岡・石田卓球クラブ）3─1
平野・鹿屋（宮城・秀光中等教育学校）

松平・野邑（青森・青森山田中）3─1
福沢・星野（新潟・新発田私立東中）

▼準決勝
橋本・石澤	 5、8、7	 林・黒羽
松平・野邑	 10、6、13	 板倉・德永
▼決勝
松平健太・野邑大陽		8、11、9	 橋本唯史・石澤恭祐

□女子ダブルス
▼準々決勝
飛永・内田（福岡・中村学園女子中）3─0

金江・榎本（神奈川・リトルキングス）
岡崎・宮崎（東京・武蔵野中）3─1

大森・佐用（大阪・ミキハウス JSC）

蒔田・河原（兵庫・川西ギャラントム）3─1
小貫・鈴木（東京・武蔵野中）

酒井・石川（大阪・ミキハウス JSC）3─1
北岡・松村（高知・土佐女子中）

▼準決勝
岡崎・宮崎	 -8、-7、8、7、6	 飛永・内田
酒井・石川	 5、4、8	 蒔田・河原
▼決勝
酒井春香・石川佳純　3、6、7	 岡崎恵・宮崎詩乃

平成18年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成18年11月10～12日、於：鳴門県民体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
丹羽孝希（北海道・苫小牧クラブ）3─0

森薗政崇（東京・美鷹クラブ）
𠮷田雅己（北海道・札幌円山クラブ）3─2

澤畠雅孝（茨城・東海南中）
有延大夢（福岡・豊津クラブ）3─0

松﨑友佑（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
德永大輝（福岡・石田卓球クラブ）3─0

長屋洸佑（岐阜・高富中）
▼準決勝
𠮷田 7、3、-6、-8、7 丹羽
德永	 7、8、-6、-6、7	 有延
▼決勝
𠮷田雅己 -10、10、-8、9、6 德永大輝

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
谷岡あゆか（高知・First	Step）3─0

滝理果（東京・武蔵野中）
辻原麻希（大分・明豊中）3─2

亀石藍（山口・徳地中）
佐藤優衣（三重・21クラブ）3─2

村上由紀（福岡・糸島自然塾）
寺光加奈（山口・川中中）3─1

高橋真梨子（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
谷岡	 -9、6、7、7	 辻原
佐藤	 5、9、7	 寺光
▼決勝
谷岡あゆか	 8、9、6	 佐藤優衣

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
野邑大陽（青森・青森山田中）3─1

神原宏士（埼玉・大塚クラブ）
山本直哉（宮城・秀光中等教育学校）3─2

岩崎幸輝（香川・バラジュニア）
佐々木信也（高知・明徳義塾中）3─1

星野直樹（新潟・新発田市立東中）
平野友樹（宮城・秀光中等教育学校）3─0

吉田和也（大分・明豊中）
▼準決勝
野邑	 8、7、4	 山本
平野	 3、7、8	 佐々木
▼決勝
野邑大陽	 -14、8、2、8	 平野友樹

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）3─0

亀崎絢（埼玉・KTGクラブ）
定国真衣（岡山・就実中）3─2

照井菜美（宮城・秀光中等教育学校）
白木里佳（広島・近大福山ジュニア）3─1

黒澤真未子（茨城・峰山中）
山本真惟子（山口・徳地中）3─1

市原芹菜（高知・明徳義塾中）

▼準決勝
石川	 1、3、2	 定国
白木	 5、4、6	 山本
▼決勝
石川佳純	 1、6、6	 白木里佳

□男子ダブルス
▼準々決勝
平原・清野（愛知・愛工大附属中）3─1
星野・加藤（新潟・新発田市立東中・白根アトム）

德永・田添（福岡・石田卓球クラブ）3─2
生田・池田（青森・青森山田中）

吉田・藤田（大分・明豊中）3─0
吉村・山本（宮城・秀光中等教育学校）

野邑・神（青森・青森山田中）3─1
和田・河原（石川・東部中）

▼準決勝
德永・田添	 2、3、-6、3	 平原・清野
野邑・神	 5、6、10	 吉田・藤田
▼決勝
野邑大陽・神巧也　-5、10、6、4	
	 	 德永大輝・田添健汰

□女子ダブルス
▼準々決勝
石川・俵（大阪・ミキハウス JSC）3─1

菅又・瀬川（青森・青森山田中）
佐野・小道野（神奈川・横浜隼人中）3─2
篠藤・河原（兵庫・その田卓研・川西ギャラントム）
多田・佐藤（福岡・豊津クラブ・石田卓球クラブ）

3─1　吉國・鈴木（北海道・札幌大谷中）
高橋・南（大阪・ミキハウス JSC）3─1

森薗・平野（青森・青森山田中）
▼準決勝
石川・俵	 6、10、8	 佐野・小道野
高橋・南	 -4、-7、7、5、11	 多田・佐藤
▼決勝
高橋真梨子・南千尋　10、-2、8、7
	 	 石川佳純・俵美幸

平成19年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成19年11月9～10日、於：滋賀県立体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
有延大夢（宮城・秀光中等教育学校）3─1

吉村和弘（茨城・東海クラブ）
田添大寛（福岡・石田卓球クラブ）3─1

上村慶哉（熊本・城山ひのくにジュニア）
田添健汰（福岡・石田卓球クラブ）3─0

井坂純一（茨城・東海村立東海南中）
森薗政崇（東京・美鷹クラブ）3─1

堀大志（岐阜・和田 T.T.C）
▼準決勝
有延	 4、-3、11、5	 田添大
森薗	 10、12、8	 田添健
▼決勝
森薗政崇	 9、6、-6、7	 有延大夢

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
佐藤優衣（三重・21クラブ）3─1

前田美優（香川・高瀬クラブ）
藤原美葵（高知・土佐女子中）3─0

荒木悠里（岐阜・長森中）
鈴木李茄（宮城・秀光中等教育学校）3─2

森薗美月（愛媛・えひめ TTC）
田崎彩織（茨城・日立市立泉丘中）3─1

大野順子（岐阜・長森中）
▼準決勝
佐藤	 -9、8、3、6	 藤原
鈴木	 9、5、-6、6	 田崎
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▼決勝
佐藤優衣	 8、4、6	 鈴木李茄

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
𠮷田雅己（青森・青森山田中）3─1

平野佑治（神奈川・日産ジュニアクラブ）
池田忠功（青森・青森山田中）3─0

尾留川竜貴（高知・明徳義塾中）
丹羽孝希（青森・青森山田中）3─0

吉村真晴（宮城・秀光中等教育学校）
町飛鳥（青森・青森山田中）3─1
	 清野将成（愛知・愛工大附属中）
▼準決勝
𠮷田 5、11、9 池田
町	 -8、-7、9、5、9	 丹羽
▼決勝
町飛鳥	 8、-7、8、-9、5	 𠮷田雅己

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
谷岡あゆか（宮城・秀光中等教育学校）3─1

小道野結（神奈川・横浜隼人中）
松本優希（大分・明豊中）3─0

三宅菜津美（岡山・就実中）
遠部倫子（岡山・新芳クラブ）3─2

池田真由佳（大阪・ミキハウス JSC）
亀石藍（山口・徳地中）3─1

辻原麻希（大分・明豊中）
▼準決勝
松本	 -8、9、7、5	 谷岡
亀石	 6、9、9	 遠部
▼決勝
亀石藍	 -9、4、4、8	 松本優希

□男子ダブルス
▼準々決勝
德永・田添健（福岡・石田卓球クラブ）3─0

澤畑・五十嵐（宮城・宮城野中・南小泉中）
町・丹羽（青森・青森山田中）3─0

大野・鈴木（福島・双葉卓球スポーツ少年団）
池田・𠮷田（青森・青森山田中）3─1

森薗・三田村（東京・美鷹クラブ・Meiji	c.s.c）
松﨑・吉村（宮城・秀光中等教育学校）3─0

花木・江藤（大分・明豊中）
▼準決勝
町・丹羽	 9、8、-7、9	 德永・田添健
松﨑・吉村	 -8、-5、8、7、14	 池田・𠮷田
▼決勝
町飛鳥・丹羽孝希			8、8、6	 松﨑友佑・吉村真晴

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・南（大阪・ミキハウス JSC）3─1

宋・中島（神奈川・日産ジュニアクラブ）
鈴木・栗原（北海道・札幌大谷中）3─2
田上・高橋（新潟・新発田市立東中・柏崎市立東中）
谷岡・鈴木（宮城・秀光中等教育学校）3─0

池田・酒井（大阪・ミキハウス JSC）
三宅・富田（岡山・就実中）3─1

辻原・松本（大分・明豊中）
▼準決勝
高橋・南	 9、6、-9、6	 鈴木・栗原
三宅・富田	 9、-9、5、2	 谷岡・鈴木
▼決勝
高橋真梨子・南千尋　4、3、9	
	 	 三宅菜津美・富田真凛

平成20年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成20年11月22～24日、於：宮崎市総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
大塚大寛（東京・エリートアカデミー）3─1

町口智哉（石川・鳥屋中）
村松雄斗（山梨・平野卓研）3─0

酒井明日翔（岐阜・酒井クラブ）
宮本幸典（東京・尾久八幡中）3─2

田添響（福岡・石田卓球クラブ）
田中博己（岐阜・羽島中）3─0

水野基成（愛知・愛工大附属中）
▼準決勝
村松	 -3、2、-7、7、8	 大塚
田中	 8、-3、8、8	 宮本
▼決勝
村松雄斗	 4、11、14	 田中博己

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
前田美優（香川・高瀬クラブ）3─0

柴田佳奈（静岡・庄内中）
石川梨良（山口・山口ジュニアクラブ）3─2

松平志穂（大阪・ミキハウス JSC）
政本ひかり（奈良・三笠中）3─2

宋恵佳（青森・青森山田中）
森薗美月（愛媛・えひめ TTC）3─0

相原なつみ（岡山・就実中）
▼準決勝
前田	 7、4、6	 石川
森薗	 6、5、4	 政本
▼決勝
森薗美月	 -6、3、7、-10、6	 前田美優

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
町飛鳥（青森・青森山田中）3─0

斎藤稜馬（福井・卓愛レジェンド）
有延大夢（山口・野田学園中）3─0

姫野翼（大阪・育徳クラブ）
丹羽孝希（青森・青森山田中）3─0

中田一也（広島・庄原スポーツ少年団）
𠮷田雅己（青森・青森山田中）3─2

小澤吉大（京都・スイトピア）
▼準決勝
町	 -9、-7、7、7、6	 有延
丹羽	 4、-8、9、-9、5	 𠮷田
▼決勝
丹羽孝希	 9、-8、8、8	 町飛鳥

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー）3─1

庄司有貴（青森・青森山田中）
成本綾海（大阪・ミキハウス JSC）3─1

池上玲子（兵庫・有野中）
鈴木李茄（東京・エリートアカデミー）3─0

山地理穂（愛媛・えひめ TTC）
佐藤優衣（三重・21クラブ）3─1

荒木悠里（岐阜・長森中）
▼準決勝
谷岡	 14、6、4	 成本
鈴木	 -4、10、7、8	 佐藤
▼決勝
鈴木李茄	 8、9、-10、-3、7	 谷岡あゆか

□男子ダブルス
▼準々決勝
町・丹羽（青森・青森山田中）3─0

岩本・庄（兵庫・中部中・山崎東中）

大坂・八木橋（青森・市川中・弘前市立南中）3─2
松田・東（東京・エリートアカデミー）

池田・清野（新潟・新発田ジュニア）3─1
神・伊藤（三重・21クラブ・神戸中）

𠮷田・森薗（青森・青森山田中）3─1
長沼・今西（大阪・育徳クラブ）

▼準決勝
町・丹羽	 5、3、7	 大坂・八木橋
𠮷田・森薗 7、3、6 池田・清野
▼決勝
町飛鳥・丹羽孝希　-5、3、8、-10、5	
	 	 𠮷田雅己・森薗政崇

□女子ダブルス
▼準々決勝
谷岡・鈴木（東京・エリートアカデミー）3─0

荒木・大野（岐阜・長森中）
成本・松平（大阪・ミキハウス JSC）3─1

廣木・高橋（山口・徳地中）
川端・庄司（青森・青森山田中）3─2

前田・岩崎（香川・高瀬クラブ・バラジュニア）
德永・弓取（福岡・石田卓球クラブ）3─1

三浦・荒川（東京・武蔵野中）
▼準決勝
谷岡・鈴木	 8、12、6	 成本・松平
川端・庄司	 5、-5、5、6	 德永・弓取
▼決勝
谷岡あゆか・鈴木李茄　-5、6、7、4	
	 	 川端瑠美奈・庄司夕貴

平成21年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成21年11月13～15日、於：広島県立総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
田添響（福岡・石田卓球クラブ）3─0

三部航平（山形・鳳凰卓翔会）
坪井勇磨（青森・青森山田中）3─1

平野晃生（山口・野田学園中）
吉村和弘（青森・青森山田中）3─0

山本拓（兵庫・山陽中）
酒井明日翔（東京・エリートアカデミー）3─2

水谷良紀（愛知・愛工大附属中）
▼準決勝
坪井	 9、7、-5、9	 田添
酒井	 5、-9、-9、6、5	 吉村
▼決勝
酒井明日翔	 -8、9、-6、7、8	 坪井勇磨

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
前田美優（大阪・ミキハウス JSC）3─0

竹前裕美子（長野・須坂東中）
安藤みなみ（青森・青森山田中）3─1

森田彩音（静岡・Spin's）
森さくら（青森・青森山田中）3─2

德永美子（大阪・ミキハウス JSC）
加藤杏華（岐阜・高富中）3─0

芝田沙季（千葉・千城クラブ）
▼準決勝
前田	 4、6、-9、5	 安藤
森	 3、6、9	 加藤
▼決勝
前田美優	 9、-3、5、7	 森さくら

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
村松雄斗（東京・エリートアカデミー）3─0

藤森文人（青森・青森山田中）
宮本幸典（東京・尾久八幡中）3─1

竹岡純樹（青森・青森山田中）
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大塚大寛（東京・エリートアカデミー）3─1
森薗政崇（青森・青森山田中）

東勇渡（東京・エリートアカデミー）3─0
堀大志（高知・明徳義塾中）

▼準決勝
村松	 7、-8、7、11	 宮本
東	 -10、12、9、-9、5	 大塚
▼決勝
村松雄斗	 8、-7、12、8	 東勇渡

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
高橋美帆（山口・徳地中）3─1

橋本麻里奈（富山・出町中）
宋恵佳（青森・青森山田中）3─1

柴田佳奈（静岡・中島 TC）
松平志穂（大阪・ミキハウス JSC）3─1

前瀧初音（兵庫・大沢中）
明神佑実（高知・土佐女子中）3─1

山本怜（青森・青森山田中）
▼準決勝
高橋	 -4、6、-5、5、8	 宋
松平	 8、10、3	 明神
▼決勝
松平志穂	 7、-8、7、10	 高橋美帆

□男子ダブルス
▼準々決勝
森薗・吉村（青森・青森山田中）3─2

松下・上村（熊本・城山ひのくにジュニア）
竹岡・藤森（青森・青森山田中）3─0

上江洲・稲嶋（愛知・愛工大附属中）
堀・渡辺（高知・明徳義塾中）3─0

水野・卯木（愛知・愛工大附属中）
村松・酒井（東京・エリートアカデミー）3─1

下山・坪井（青森・青森山田中）
▼準決勝
森薗・吉村	 6、4、5	 竹岡・藤森
堀・渡辺	 -5、10、3、-7、9	 村松・酒井
▼決勝
森薗政崇・吉村和弘　3、-6、6、9

堀大志・渡辺裕介

□女子ダブルス
▼準々決勝
松平・前田（大阪・ミキハウス JSC）3─1

明神・桑名（高知・土佐女子中）
清水・粟屋（岡山・就実中）3─0

前瀧初・前瀧美（兵庫・大沢中）
德永・阿部（大阪・ミキハウス JSC）3─0

弓取・伊豆丸（福岡・石田卓球クラブ）
宋・山本（青森・青森山田中）3─0

上野・山田（岐阜・高富中）
▼準決勝
松平・前田	 7、8、6	 清水・粟屋
德永・阿部	 8、9、4	 宋・山本
▼決勝
松平志穂・前田美優　10、10、4
	 	 德永美子・阿部愛莉

平成22年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成22年11月19～21日、於：花巻市総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
三部航平（青森・青森山田中）3─0

髙見真己（岐阜・美崎クラブ岐阜）
高取侑史（山口・野田学園中）3─1

硴塚将人（東京・エリートアカデミー）
姚東寅（新潟・新発田ジュニア）3─0

青山昇太（東京・実践学園中）

及川瑞基（青森・青森山田中）3─1
松山祐季（愛知・卓伸クラブ）

▼準決勝
三部	 9、-11、-10、5、9	 高取
及川	 5、8、3	 姚
▼決勝
及川瑞基	 7、7、8	 三部航平

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
森田彩音（東京・エリートアカデミー）3─2

平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）
平真由香（埼玉・Shochi	Jr）3─0

伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
浜本由惟（大阪・すみよし長居 TC）3─1

中澤紬（青森・青森山田中）
加藤美優（東京・T.O.M）3─2

瀬山咲希（静岡・ぬまたくクラブ）
▼準決勝
森田	 11、-5、5、6	 平
浜本	 7、9、4	 加藤
▼決勝
浜本由惟	 8、8、1	 森田彩音

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
村松雄斗（東京・エリートアカデミー）3─1

水谷良紀（愛知・愛工大附属中）
渡辺裕介（高知・明徳義塾中）3─1

坪井勇磨（青森・青森山田中）
吉村和弘（青森・青森山田中）3─1

田添響（福岡・石田卓球クラブ）
酒井明日翔（東京・エリートアカデミー）3─1

平野晃生（山口・野田学園中）
▼準決勝
村松	 1、11、6	 渡辺
酒井	 10、9、8	 吉村
▼決勝
酒井明日翔	 9、6、6	 村松雄斗

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
前田美優（大阪・ミキハウス JSC）3─0

美濃口千夏（神奈川・横浜隼人中）
安藤みなみ（青森・青森山田中）3─2

伊豆丸咲希（福岡・石田卓球クラブ）
德永美子（大阪・ミキハウス JSC）3─0

加藤杏華（岐阜・高富中）
森さくら（青森・青森山田中）3─2

森薗美月（愛媛・えひめ TTC）
▼準決勝
前田	 5、9、4	 安藤
森	 -3、3、2、8	 德永
▼決勝
前田美優	 7、-4、7、4	 森さくら

□男子ダブルス
▼準々決勝
村松・酒井（東京・エリートアカデミー）3─0

田添・弓取（福岡・石田卓球クラブ）
平野・高取（山口・野田学園中）3─2

三部・及川（青森・青森山田中）
高杉・青山（東京・実践学園中）3─0

渡辺・南谷（高知・明徳義塾中）
和田・小池（大阪・TEAM上宮）3─1

吉村・坪井（青森・青森山田中）
▼準決勝
村松・酒井	 3、3、3	 平野・高取
高杉・青山	 9、8、-5、-12、9	 和田・小池
▼決勝
高杉東志・青山昇太　-7、5、-8、9、9	
	 	 村松雄斗・酒井明日翔

□女子ダブルス
▼準々決勝
德永・阿部（大阪・ミキハウス JSC）3─0

高橋・松浦（岩手・大野第一中・大野第二中）
粟屋・奥下（岡山・就実中）3─2

美濃口・秋田（神奈川・横浜隼人中）
前田・石田（大阪・ミキハウス JSC）3─1

桜井・朝田（京都・スイトピア）
森・安藤（青森・青森山田中）3─2

森田・石川（東京・エリートアカデミー）
▼準決勝
德永・阿部	 4、5、8	 粟屋・奥下
前田・石田	 10、10、-7、7	 森・安藤
▼決勝
德永美子・阿部愛莉　9、4、-6、-7、8	
	 	 前田美優・石田葵

平成23年度全日本選手権大会
（カデットの部）
平成23年11月18～20日

於：いしかわ総合スポーツセンター

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
松山祐季（愛知・愛工大附属中）3－1

伊丹雄飛（山口・野田学園中）
出雲卓斗（石川・鳥屋クラブジュニア）3－2

飯沼周也（岐阜・長森中）
木造勇人（愛知・美崎クラブ）3－1

緒方遼太郎（東京・エリートアカデミー）
三上貴弘（東京・マイダス）3－2

髙見真己（岐阜・美崎クラブ）
▼準決勝
松山	 9、-12、5、3	 出雲
木造	 2、8、-9、9	 三上
▼決勝
木造勇人	 6、-8、-9、7、9	 松山祐季

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
小脇瑞穂（高知・明徳義塾中）3－1

弓立美沙輝（岡山・山陽女子中）
伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）3－0

熊中理子（高知・明徳義塾中）
馬場麻裕（兵庫・小浜クラブ Jr）3－0

加藤結有子（東京・エリートアカデミー）
平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）3－0

橋本帆乃香（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
伊藤	 6、-11、9、6	 小脇
平野	 11、7、-5、7	 馬場
▼決勝
平野美宇	 4、7、7	 伊藤美誠

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
及川瑞基（青森・青森山田中）3－1

廣田雅志（愛知・愛工大附属中）
硴塚将人（東京・エリートアカデミー）3－0

梅崎光明（岡山・ななく卓球スポーツ少年団）
高取侑史（山口・野田学園中）3－2

青山昇太（東京・実践学園中）
三部航平（青森・青森山田中）3－0

宮﨑友（東京・エリートアカデミー）
▼準決勝
及川	 6、9、3	 硴塚
三部	 9、-9、-8、8、4	 高取
▼決勝
三部航平	 7、6、5	 及川瑞基

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
平真由香（埼玉・Shochi	Jr.）3－2

竹本朋世（高知・明徳義塾中）
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塩谷真由（和歌山・ラブオール Jr）3－1
金子碧衣（千葉・和洋国府台女子中）

佐藤瞳（北海道・尾札部中）3－1
朝田茉依（京都・スイトピア）

奥下茜里（岡山・就実中）3－1
玉石幸穂（奈良・大成中）

▼準決勝
平	 3、-5、7、6	 塩谷
奥下	 -9、4、-10、10、4	 佐藤
▼決勝
平真由香	 9、-8、8、-8、7	 奥下茜里

□男子ダブルス
▼準々決勝
及川・三部（青森・青森山田中）3－1

硴塚・宮﨑（東京・エリートアカデミー）
高取・遠藤（山口・野田学園中）3－0

廣田・和田（愛知・愛工大附属中）
高橋・一ノ瀬（青森・青森山田中）3－0

百瀬・大西（愛知・愛工大附属中）
羽佳・沼村（青森・青森山田中・東北卓心会スポーツ少年団）
3－2　松山・木造（愛知・愛工大附属中・美崎クラブ）
▼準決勝
及川・三部	 5、8、5	 高取・遠藤
高橋・一ノ瀬	 6、7、5	 羽佳・沼村
▼決勝
高橋徹・一ノ瀬拓巳	10、7、11	及川瑞基・三部航平

□女子ダブルス
▼準々決勝
三條・田中（大阪・ミキハウス JSC・王子クラブ）

3－1　中澤・瀬山（青森・青森山田中）
石田・平塚（大阪・ミキハウス JSC）3－2

鹿股・永井（東京・武蔵野中）
平・川北（埼玉・Shochi	Jr.）3－1

芝田・木村（千葉・千城クラブ・トトロクラブ）
松井・宇田（神奈川・横浜隼人中）3－2

高原・水野（北海道・札幌大谷中）
▼準決勝
石田・平塚	 7、10、-9、9	 三條・田中
平・川北	 9、7、7	 松井・宇田
▼決勝
平真由香・川北美礼　-8、-9、9、7、9
	 	 石田葵・平塚叶梨

平成24年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成24年11月16～18日、於：越谷市立総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
三上貴弘（石川・遊学館ジュニア）3－0

田中佑汰（熊本・城山ひのくにジュニア）
宮本春樹（三重・21クラブ）3－1

福田純大（東京・JOCエリートアカデミー）
竹﨑千明（山口・野田学園中）3－0

髙見真己（愛知・愛工大附属中）
出雲卓斗（石川・遊学館ジュニア）3－0

石山慎（新潟・荒川中）
▼準決勝
三上	 9、9、-6、4	 宮本
竹﨑	 3、-5、-11、7、10	 出雲
▼決勝
竹﨑千明	 7、8、5	 三上貴弘

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）3－0

笹尾明日香（神奈川・横浜隼人中）
梅村優香（大阪・ミキハウス JSC）3－1

三村優果（高知・明徳義塾中）
木村光歩（岡山・山陽女子中）3－0

永目真唯（高知・明徳義塾中）

加藤美優（東京・JOCエリートアカデミー）3－0
木村香純（大阪・ミキハウス JSC）

▼準決勝
伊藤	 7、7、6	 梅村
加藤	 9、8、5	 木村
▼決勝
加藤美優	 5、-6、5、2	 伊藤美誠

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
大西尚弥（愛知・愛工大附属中）3－2

葉波啓（千葉・TOMAX）
木造勇人（愛知・愛工大附属中）3－2
	 緒方遼太郎（東京・JOCエリートアカデミー）
龍崎東寅（東京・JOCエリートアカデミー）3－2

松山祐季（愛知・愛工大附属中）
飯沼周也（岐阜・長森中）3－1

矢野憲（愛媛・三津浜中）
▼準決勝
木造	 4、5、3	 大西
龍崎	 13、5、6	 飯沼
▼決勝
龍崎東寅	 -6、11、-9、4、4	 木造勇人

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）3－0

塩見紗希（大阪・ミキハウス JSC）
橋本帆乃香（大阪・ミキハウス JSC）3－0

馬場麻裕（兵庫・大成中）
熊中理子（高知・明徳義塾中）3－0

加藤結有子（東京・JOCエリートアカデミー）
三條裕紀（大阪・ミキハウス JSC）3－1

弓立美沙輝（岡山・山陽女子中）
▼準決勝
平野	 4、7、3	 橋本
三條	 -9、6、8、8	 熊中
▼決勝
平野美宇	 -8、5、9、5	 三條裕紀

□男子ダブルス
▼準々決勝
羽佳・沼村（青森・青森山田中）3－1

田中・近藤（大分・明豊中・スタークラブ）
龍崎・緒方（東京・JOCエリートアカデミー）

3－1　弓取・永田（福岡・石田卓球クラブ）
出雲・三上（石川・遊学館ジュニア）3－1

寶金・西（高知・明徳義塾中）
木造・松山（愛知・愛工大附属中）3－1

𠮷田・小林（島根・松徳学院中）
▼準決勝
龍崎・緒方	 -9、8、6、-13、1	 羽佳・沼村
木造・松山	 9、-9、11、6	 出雲・三上
▼決勝
木造勇人・松山祐季	7、8、4	 龍崎東寅・緒方遼太郎

□女子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・桑原（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）3－2
三條・田中（大阪・ミキハウス JSC・王子クラブ）
加藤・竹内（東京・JOCエリートアカデミー）3－1

林・杉本（神奈川・横浜隼人中）
橋本・塩見紗（大阪・ミキハウス JSC）3－1

浜本・加藤（東京・JOCエリートアカデミー）
小脇・熊中（高知・明徳義塾中）3－2

鹿股・永井（東京・武蔵野中）
▼準決勝
伊藤・桑原	 7、-9、6、8	 加藤・竹内
小脇・熊中	 6、10、-7、7	 橋本・塩見紗
▼決勝
小脇瑞穂・熊中理子　10、8、14
	 	 伊藤美誠・桑原穂実

平成25年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成25年11月2～4日、於：岡崎中央総合公園体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
宮川昌大（香川・卓球家ジュニア）3－0

稲木晨悟（静岡・静岡学園中）
加山裕（兵庫・華兵ロードスカイ）3－0

久世雄登（愛知・ピンテック）
戸上隼輔（三重・松生 T.T.C）3－2

杉本和也（神奈川・横浜太洋ジュニア）
宇田幸矢（東京・Meijic.s.c）3－2

金光宏暢（東京・JOCエリートアカデミー）
▼準決勝
加山	 -7、-10、9、10、7	 宮川
宇田	 7、7、5	 戸上
▼決勝
宇田幸矢	 10、8、8	 加山裕

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
塩見真希（大阪・ミキハウス JSC）3－1

三村梨奈（兵庫・三村 T.T.C）
青木千佳（福井・ミナミラボ）3－0

鈴木琴音（大阪・ミキハウス JSC）
宮﨑翔（大阪・ミキハウス JSC）3－0

皆川優香（大阪・TEAM上宮）
岡崎日和（埼玉・KTGクラブ）3－2

宮野彩未（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
青木	 -3、4、7、-10、5	 塩見
宮﨑	 8、-9、4、15	 岡崎
▼決勝
青木千佳	 5、6、-7、-9、11	 宮﨑翔

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
穂積和也（東京・渋谷本町学園）3－0

田中虹太朗（東京・尾久八幡中）
三上貴弘（石川・遊学館ジュニア）3－1
	 	大野未来（岐阜・長森中）
沼村斉弥（青森・青森山田中）3－0

𠮷田海斗（埼玉・E’s）
髙見真己（愛知・愛工大附属中）3－0

柏友貴（岡山・ねや卓球クラブ）
▼準決勝
三上	 11、4、6	 穂積
沼村	 9、9、-9、8	 髙見
▼決勝
沼村斉弥	 -7、3、9、7	 三上貴弘

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
加藤美優（東京・JOCエリートアカデミー）3－0

皆川愛華（大阪・TEAM上宮）
梅村優香（大阪・ミキハウス JSC）3－0

早田ひな（福岡・石田卓球クラブ）
木村香純（大阪・ミキハウス JSC）3－0

柴田理彩（愛知・御津クラブ）
笹尾明日香（神奈川・横浜隼人中）3－2

木村光歩（岡山・山陽女子中）
▼準決勝
加藤	 5、9、8	 梅村
木村	 7、9、8	 笹尾
▼決勝
加藤美優	 8、-11、1、9	 木村香純

□男子ダブルス
▼準々決勝
五十嵐・蛭田（青森・青森山田中）3－0

太田・橋本（愛知・愛工大附属中）
木造・髙見（愛知・愛工大附属中）3－1

福田・金光（東京・JOCエリートアカデミー）
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菅沼・戸上（三重・ケンちゃんズ・松生 T.T.C）
3－0		青山・世古（愛知・TOYOTASKYJr・卓伸クラブ）
宮本・田中（愛知・愛工大附属中）3－2

稲木・川上（静岡・静岡学園中・観山中）
▼準決勝
五十嵐・蛭田	 8、7、-7、-3、6	 木造・髙見
宮本・田中	 6、7、-8、5	 菅沼・戸上
▼決勝
五十嵐史弥・蛭田龍　8、-2、4、10
	 	 宮本春樹・田中佑汰

□女子ダブルス
▼準々決勝
笹尾・松井（神奈川・横浜隼人中）3－2

加藤・竹内（東京・JOCエリートアカデミー）
梅村・塩見（大阪・ミキハウス JSC）3－0

木村・岡（岡山・山陽女子中）
井・三村（高知・明徳義塾中）3－2

杉本・松井（神奈川・横浜隼人中）
木村・阿部（大阪・ミキハウス JSC）3－1
桑原・千葉（静岡・豊田町スポーツ少年団・門野中）
▼準決勝
梅村・塩見	 12、-9、-14、4、5	 笹尾・松井
井・三村	 7、10、9	 木村・阿部
▼決勝
梅村優香・塩見真希			9、7、1	 井絢乃・三村優果

平成26年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成26年11月1～3日、於：滋賀県立体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
張本智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3－2

加山裕（東京・JOCエリートアカデミー）
寺下拓海（福井・武生第二中）3－1

内田柊平（東京・秋川クラブ）
柏竹琉（東京・JOCエリートアカデミー）3－1

戸上隼輔（三重・松生 TTC）
小林広夢（東京・ワイワイ卓球）3－0

白山遼（東京・羽佳卓球倶楽部）
▼準決勝
張本	 1、3、-8、4	 寺下
柏	 8、3、7	 小林
▼決勝
張本智和	 6、4、5	 柏竹琉

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
三村梨奈（高知・明徳義塾中）3－2

河野凪紗（山口・玖珂中）
長﨑美柚（神奈川・岸田クラブ）3－2

谷渡亜美（岐阜・登龍中）
出雲美空（大阪・ミキハウス JSC）3－1

出澤杏佳（茨城・日立大沼卓球）
皆川優香（大阪・昇陽中）3－1

三浦千緋呂（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
長﨑	 -5、-12、7、9、7	 三村
皆川	 8、9、5	 出雲
▼決勝
皆川優香	 6、-7、4、6	 長﨑美柚

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
宇田幸矢（東京・JOCエリートアカデミー）3－0

田原彰悟（東京・尾久八幡中）
遠藤碧人（神奈川・TTC浦和）3－0

松下竜巳（山口・野田学園中）
田中佑汰（愛知・愛工大附属中）3－0

上村太陽（大阪・大阪桐蔭ジュニア）
川村大貴（石川・遊学館ジュニア）3－2

近藤蓮（大分・明豊中）

▼準決勝
宇田	 -7、10、9、7	 遠藤
田中	 13、7、5	 川村
▼決勝
田中佑汰	 8、-3、-8、2、6	 宇田幸矢

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
早田ひな（福岡・石田卓球クラブ）3－0

宮野彩未（大阪・ミキハウス JSC）
塩見真希（大阪・ミキハウス JSC）3－1

大川千尋（徳島・富田中）
丸怜央奈（京都・田阪卓研）3－2

宮﨑翔（大阪・ミキハウス JSC）
鈴木琴音（大阪・ミキハウス JSC）3－1

青木千佳（福井・ミナミラボ）
▼準決勝
塩見	 6、6、-8、9	 早田
鈴木	 3、7、-10、-6、10	 丸
▼決勝
塩見真希	 -8、6、9、-8、7	 鈴木琴音

□男子ダブルス
▼準々決勝
竹内・窪（青森・青森山田中）3－1

老松・吉田（富山・出町中・志貴野中）
金光・宇田（東京・JOCエリートアカデミー）

3－1　宮川・橋田（山口・野田学園中）
加山・柏（東京・JOCエリートアカデミー）3－1
浅利・張本（宮城・蒲町中・仙台ジュニアクラブ）

中橋・遠藤（神奈川・湘工ジュニア・TTC浦和）
3－0		田仲翔・田仲禄（京都・YHGアスリートクラブ）
▼準決勝
金光・宇田	 7、12、14	 竹内・窪
中橋・遠藤	 8、7、8	 加山・柏
▼決勝
金光宏暢・宇田幸矢　7、8、-7、-10、3
	 	 中橋敬人・遠藤碧人

□女子ダブルス
▼準々決勝
宮﨑・宮野（大阪・ミキハウス JSC）3－0

山本・津田（京都・YHGアスリートクラブ）
村田・木原（兵庫・ALL	STAR）3－2

中島・吉田（福井・ミナミラボ）
早田・池田（福岡・石田卓球クラブ）3－0

野方・岡野（静岡・浜松修学舎中）
高田・里川（高知・明徳義塾中）3－1

野村・大島（愛知・卓伸クラブ）
▼準決勝
宮﨑・宮野	 -8、8、6、9	 村田・木原
早田・池田	 6、4、14	 高田・里川
▼決勝
宮﨑翔・宮野彩未　5、-4、10、8	

早田ひな・池田玲菜

平成27年度全日本選手権大会
（カデットの部）
平成27年11月21～23日

於：高知県立春野総合運動公園体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
張本智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3－1

横谷晟（愛知・愛工大附属中）
曽根翔（愛知・愛工大附属中）3－0

岩間充晃（大分・明豊中）
濵田一輝（高知・高知大学附属小）3－2

荒井和也（福岡・石田卓球クラブ）
小林広夢（愛知・愛工大附属中）3－2

手塚崚馬（高知・明徳義塾中）
▼準決勝
張本	 3、7、6	 曽根

小林	 -13、8、-12、7、10	 濵田
▼決勝
張本智和	 5、5、4	 小林広夢

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
大川真実（大阪・ミキハウス JSC）3－2

金丸鈴華（福岡・石田卓球クラブ）
木原美悠（兵庫・ALL	STAR）3－2

岡田琴菜（高知・明徳義塾中）
大藤沙月（福井・フェニックス卓球クラブ）3－2

原田夏鈴（京都・黄檗中）
出澤杏佳（大阪・ミキハウス JSC）3－1

川本茉乃花（岡山・山陽女子中）
▼準決勝
木原	 -9、8、7、5	 大川
大藤	 5、9、3	 出澤
▼決勝
木原美悠	 10、8、-10、5	 大藤沙月

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
宇田幸矢（東京・JOCエリートアカデミー）3－0

杉本和也（福岡・石田卓球クラブ）
宮川昌大（山口・野田学園中）3－0

渡辺龍介（大分・明豊中）
戸上隼輔（山口・野田学園中）3－2

内田智也（高知・明徳義塾中）
清野晃大（新潟・新発田ジュニア）3－1

柏竹琉（東京・JOCエリートアカデミー）
▼準決勝
宇田	 -7、6、8、6	 宮川
戸上	 -4、8、6、9	 清野
▼決勝
宇田幸矢	 -8、9、10、-8、8	 戸上隼輔

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
工藤夢（青森・鶴卓 TC）3－1

松本紗陽花（東京・東村山ジュニア）
出雲美空（大阪・ミキハウス JSC）3－0

桑原穂実（埼玉・Shochi	Jr.）
里川奈優（高知・明徳義塾中）3－2

谷渡亜美（岐阜・登龍中）
浅井一恵（愛知・安城南中）3－2

藤田奈子（新潟・新発田ジュニア）
▼準決勝
工藤	 12、9、-6、12	 出雲
浅井	 -6、9、2、9	 里川
▼決勝
工藤夢	 7、5、8	 浅井一恵

□男子ダブルス
▼準々決勝
宮川・橋田（山口・野田学園中）3－0

中村・横谷（愛知・愛工大附属中）
内田・桒村（高知・明徳義塾中）3－0

寺下・坂田（福井・武生第二中）
宇田・柏（東京・JOCエリートアカデミー）3－1

曽根・小林（愛知・愛工大附属中）
張本・星（宮城・仙台ジュニアクラブ）3－2

阿部・杉本（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
内田・桒村	 6、7、6	 宮川・橋田
宇田・柏	 5、-7、10、9	 張本・星
▼決勝
宇田幸矢・柏竹琉		8、6、-8、6	 内田智也・桒村太知

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・三浦（大阪・ミキハウス JSC）3－1

黒田・木塚（愛媛・中萩中・城西中）
津隈・木原（兵庫・魚住東中・ALL	STAR）3－0

寺坂・松田（岡山・就実中）
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出雲・出澤（大阪・ミキハウス JSC）3－1
高田・三村（高知・明徳義塾中）

里川・船場（高知・明徳義塾中）3－0
河野・山本（山口・玖珂中）

▼準決勝
高橋・三浦	 6、10、4	 津隈・木原
里川・船場	 4、-4、7、6	 出雲・出澤
▼決勝
高橋あかり・三浦千緋呂　7、11、-4、11
	 	 里川奈優・船場清華

平成28年度全日本選手権大会
（カデットの部）
平成28年11月19～21日
於：小瀬スポーツ公園体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
濵田一輝（高知・高知大附属中）3－0

前出陸杜（三重・松生 TTC）
田原翔太（大分・明豊中）3－2

篠塚大登（愛知・愛工大附属中）
徳田幹太（愛媛・伊予つばさ Jr）3－2

原田春輝（福岡・石田卓球クラブ）
鈴木颯（山形・鈴木卓球）3－2

安江光博（高知・明徳義塾中・高）
▼準決勝
濵田	 6、-5、4、-9、8	 田原
鈴木	 4、5、-5、-8、5	 徳田
▼決勝
濵田一輝	 4、-9、4、5	 鈴木颯

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
木原美悠（兵庫・ALL	STAR）3－0

由本楓羽（岡山・ねや卓球クラブ）
横井咲桜（岐阜・O.T.T.C）3－2

東川陽菜（広島・尾道向東小）
菅澤柚花里（大阪・ミキハウス JSC）3－0

泉田和抄（埼玉・協和発酵キリン TTS）
中森帆南（大阪・ミキハウス JSC）3－1

伊藤百華（香川・ヴィスポことひら）
▼準決勝
木原	 3、5、4	 横井
中森	 10、-8、-9、10、11	 菅澤
▼決勝
木原美悠	 5、11、5	 中森帆南

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
張本智和（東京・JOCエリートアカデミー）3－0

渡辺凱（新潟・糸魚川ジュニア）
松田歩真（山口・野田学園中）3－2

横谷晟（愛知・愛工大附属中）
曽根翔（愛知・愛工大附属中）3－2

手塚崚馬（高知・明徳義塾中・高）
小林広夢（愛知・愛工大附属中）3－0

荒井和也（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
張本	 7、5、8	 松田
曽根	 3、7、-9、10	 小林
▼決勝
張本智和	 3、10、6	 曽根翔

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
相馬夢乃（新潟・新発田ジュニア）3－0

大川真実（大阪・ミキハウス JSC）
門阪彩愛奈（静岡・浜松修学舎中）3－2

小畑美月（神奈川・横浜隼人中）
本井明梨（京都・YHGアスリートクラブ）3－0

山本愛織（滋賀・平ジュニア）

長﨑美柚（東京・JOCエリートアカデミー）3－0
森愛美（愛知・美崎クラブ）

▼準決勝
相馬	 6、5、7	 門阪
長﨑	 10、5、11	 本井
▼決勝
長﨑美柚	 -6、6、2、9	 相馬夢乃

□男子ダブルス
▼準々決勝
横谷・篠塚（愛知・愛工大附属中）3－2

荒井・米倉（福岡・石田卓球クラブ）
大島・岡野（愛知・愛工大附属中）3－1

山道・川村（大阪・真価 TTC）
白山・谷垣（愛知・愛工大附属中）3－1

内田・松田（山口・野田学園中）
曽根・小林（愛知・愛工大附属中）3－2

中村・岩間（大分・明豊中）
▼準決勝
横谷・篠塚	 9、4、-9、11	 大島・岡野
曽根・小林	 10、6、7	 白山・谷垣
▼決勝
横谷晟・篠塚大登			9、-7、7、10	 曽根翔・小林広夢

□女子ダブルス
▼準々決勝
津隈・木原（兵庫・ALL	STAR）3－2

原田・大槻（京都・黄檗中・綾部紫遊クラブ）
森廣・大藤（福井・フェニックス卓球クラブ）3－2

高橋・萩井（大阪・ミキハウス JSC）
大川・中森（大阪・ミキハウス JSC）3－2

川本・末貞（岡山・山陽女子中）
麻生・杉田（大阪・昇陽中）3－2

金本・日浦（山口・玖珂中）
▼準決勝
津隈・木原	 -10、8、8、-5、4	 森廣・大藤
大川・中森	 5、-8、8、-7、2	 麻生・杉田
▼決勝
大川真実・中森帆南　-2、8、3、4

津隈愛佳・木原美悠

平成29年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成29年11月10～12日、於：熊本県立総合体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
鈴木颯（愛知・愛工大附属中）3－0

高橋慶太（京都・田阪卓研）
吉山僚一（埼玉・TC中原）3－2

飯村悠太（山口・野田学園中）
前出陸杜（三重・松生 TTC）3－1

田尻要（愛知・愛工大附属中）
徳田幹太（山口・野田学園中）3－1

濵田尚人（高知・高知大学附属小）
▼準決勝
吉山	 9、-5、8、7	 鈴木
前出	 9、7、-9、8	 徳田
▼決勝
吉山僚一	 -7、8、9、8	 前出陸杜

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
大久保ひかり（北海道・文京台クラブ）3－0

赤江夏星（兵庫・須佐野中）
大藤沙月（大阪・ミキハウス JSC）3－0

小野立夢（埼玉・Shochi	Jr.）
小塩遥菜（福岡・石田卓球クラブ）3－0

由本楓羽（岡山・ねや卓球クラブ）
吉井亜紀（岡山・就実中）3－2

山﨑唯愛（島根・明誠U15）
▼準決勝
大藤	 1、3、4	 大久保

小塩	 6、5、11	 吉井
▼決勝
大藤沙月	 -9、6、6、6	 小塩遥菜

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
濵田一輝（愛知・愛工大附属中）3－0

鈴木笙（大阪・育徳クラブ）
篠塚大登（愛知・愛工大附属中）3－1

安江光博（高知・明徳義塾中・高）
原田春輝（福岡・石田卓球クラブ）3－2

谷垣佑真（愛知・愛工大附属中）
田原翔太（大分・明豊中）3－2

伊藤礼博（東京・安田学園中）
▼準決勝
篠塚	 7、-3、9、-4、4	 濵田
原田	 -6、9、-10、8、9	 田原
▼決勝
篠塚大登	 -10、8、-8、9、8	 原田春輝

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
中森帆南（大阪・ミキハウス JSC）3－0

田村萌夏（愛知・米田道場）
伊東みらい（福島・いわき卓球）3－1

泉田和抄（埼玉・KYOWA	KIRIN	T.T.S）
伊藤百華（香川・ヴィスポことひら）3－0

駒瀬ゆめ（静岡・浜松修学舎中）
菅澤柚花里（大阪・ミキハウス JSC）3－0

枝廣愛（岡山・就実中）
▼準決勝
中森	 6、7、9	 伊東
菅澤	 6、-9、4、4	 伊藤
▼決勝
菅澤柚花里	 10、6、-10、2	 中森帆南

□男子ダブルス
▼準々決勝
中川・伊藤（東京・安田学園中）3－2

原田・齋藤（福岡・石田卓球クラブ）
谷垣・鈴木（愛知・愛工大附属中）3－0

安江・斉藤（高知・明徳義塾中・高校）
三浦・薜（石川・河北台中・かほくジュニア）3－2

竹谷・道廣（福岡・石田卓球クラブ）
濵田・篠塚（愛知・愛工大附属中）3－0

松島・中村（大分・畳和卓球）
▼準決勝
谷垣・鈴木	 4、6、10	 中川・伊藤
濵田・篠塚	 6、-8、9、4	 三浦・薜
▼決勝
濵田一輝・篠塚大登　8、4、-13、5

谷垣佑真・鈴木颯

□女子ダブルス
▼準々決勝
青井・白山（高知・明徳義塾中・高）3－1

新井・遠山（神奈川・横浜隼人中）
菅澤・大藤（大阪・ミキハウス JSC）3－0

泉田・近藤（埼玉・KYOWA	KIRIN	T.T.S）
山﨑・直江（島根・明誠U15）3－1

村上・東川（大阪・昇陽中）
中森・萩井（大阪・ミキハウス JSC）3－0

枝廣・吉井（岡山・就実中）
▼準決勝
菅澤・大藤	 4、9、9	 青井・白山
中森・萩井	 -8、7、9、5	 山﨑・直江
▼決勝
菅澤柚花里・大藤沙月　10、6、8
	 	 中森帆南・萩井菜津子
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平成30年度全日本選手権大会
（カデットの部）

平成30年11月2～4日、於：仙台市体育館

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
木方圭介（山口・野田学園中）3－1

髙橋慶太（京都・田阪卓研）
芝拓人（山口・野田学園中）3－1

石井佑季（富山・メリア）
松島輝空（京都・木下グループ）3－1

中村煌和（愛知・愛工大名電中）
萩原啓至（愛知・愛工大名電中）3－1

岡元琉惺（鹿児島・誠卓球CL.）
▼準決勝
芝	 6、9、7	 木方
松島	 6、7、11	 萩原
▼決勝
松島輝空	 2、-6、4、9	 芝拓人

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
小塩遥菜（東京・JOCエリートアカデミー）3－0

伊藤詩葉（愛知・卓伸クラブ）
篠原夢空（愛媛・松山卓球教室）3－0

原芽衣（大阪・ミキハウス JSC）
張本美和（宮城・木下グループ）3－0

冨田愛（岐阜・長森中）
大久保ひかり（北海道・札幌大谷中）3－0

首藤成美（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
小塩	 5、2、8	 篠原
張本	 6、5、10	 大久保
▼決勝
小塩遥菜	 5、6、3	 張本美和

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
吉山僚一（埼玉・TC中原）3－0

玉井嵩大（山口・野田学園中）
鈴木颯（愛知・愛工大名電中）3－2

飯村悠太（山口・野田学園中）
田尻要（愛知・愛工大名電中）3－0

徳田幹太（山口・野田学園中）
前出陸杜（三重・松生 TTC）3－2

道廣晴貴（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
吉山	 8、11、-10、-10、9	 鈴木
前出	 8、15、4	 田尻
▼決勝
前出陸杜	 -5、-3、10、10、10	 吉山僚一

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
横井咲桜（大阪・ミキハウス JSC）3－0

吉井亜紀（岡山・就実中）
赤江夏星（大阪・貝塚二中）3－0

直江杏（島根・明誠U15）
東川陽菜（大阪・貝塚二中）3－0

小野立夢（埼玉・KYOWA	KIRIN	T.T.S）
白山亜美（高知・明徳義塾中・高）3－1

面田采巳（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
赤江	 -9、11、12、6	 横井
白山	 -5、9、-3、10、7	 東川
▼決勝
白山亜美	 6、7、-9、6	 赤江夏星

□男子ダブルス
▼準々決勝
田尻・加山（愛知・愛工大名電中）3－0

斉藤・梅村（高知・明徳義塾中・高）

徳田・飯村（山口・野田学園中）3－0
桐野・岡元（鹿児島・誠卓球CL.）

玉井・岩井田（山口・野田学園中）3－1
磯村・松井（福岡・石田卓球クラブ）

鈴木・中村（愛知・愛工大名電中）3－1
髙橋・松島（京都・田阪卓研・木下グループ）

▼準決勝
徳田・飯村	 7、9、-7、4	 田尻・加山
鈴木・中村	 7、8、6	 玉井・岩井田
▼決勝
鈴木颯・中村煌和　-6、9、-12、9、7
	 	 徳田幹太・飯村悠太

□女子ダブルス
▼準々決勝
横井・竹山（大阪・ミキハウス JSC）3－2

野村・橋本（愛知・卓伸クラブ）
張本・赤川（宮城・木下グループ・仙台ジュニアクラブ）
3－0	稲垣・今枝（愛知・美崎クラブ・卓伸クラブ）
上澤依・上澤茉（高知・明徳義塾中・高）3－1

上澤・佐久間（栃木・卓桜会栃木卓球センター）
山﨑・直江（島根・明誠U15）3－2

面田・原（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
張本・赤川	 6、6、-6、8	 横井・竹山
上澤依・上澤茉	 -8、8、6、6	 山﨑・直江
▼決勝
張本美和・赤川瑞姫			8、7、8	 上澤依央・上澤茉央

2019年全日本選手権大会
（カデットの部）

2019年11月8～10日、於：維新大晃アリーナ

□13歳以下男子シングルス
▼準々決勝
石井佑季（福岡・石田卓球クラブ）3－0

佐伯爽翔（山口・野田学園中）
薜大斗（石川・河北台中）3－1

大坪祥馬（愛知・アシュラ）
吉山和希（埼玉・TC中原）3－2

菅沼翔太（愛知・愛工大名電中）
坂井雄飛（愛知・愛工大名電中）3－0

橋本悠嵩（愛知・卓伸クラブ）
▼準決勝
薜	 -12、7、8、9	 石井
坂井	 10、7、9	 吉山
▼決勝
坂井雄飛	 -10、4、8、4	 薜大斗

□13歳以下女子シングルス
▼準々決勝
張本美和（宮城・木下グループ）3－0

上澤杏音（大阪・貝塚二中）
吉田一葉（山口・さくら組ジュニア）3－2

小塩悠菜（福岡・石田卓球クラブ）
伊藤詩菜（大阪・ミキハウス JSC）3－0

遊佐美月（三重・和卓球クラブ）
篠原夢空（大阪・貝塚二中）3－0

岩木仁香（神奈川・横浜隼人中）
▼準決勝
張本	 7、4、6	 吉田
篠原	 -4、3、10、10	 伊藤
▼決勝
篠原夢空	 -5、-9、9、12、8	 張本美和

□14歳以下男子シングルス
▼準々決勝
赤尾飛市朗（富山・Five	Stars）3－2

藤元駿（高知・明徳義塾中）
中村煌和（愛知・愛工大名電中）3－0

木方圭介（山口・野田学園中）
浅見勇志（福岡・石田卓球クラブ）3－2

萩原啓至（愛知・愛工大名電中）

芝拓人（山口・野田学園中）3－0
髙橋慶太（京都・田阪卓研）

▼準決勝
中村	 6、8、-8、6	 赤尾
芝	 4、9、-7、14	 浅見
▼決勝
中村煌和	 -7、6、6、9	 芝拓人

□14歳以下女子シングルス
▼準々決勝
大久保ひかり（北海道・札幌大谷中）3－1

伊藤七海（香川・イトウ TTC）
狩野琴春（岡山・山陽女子中）3－2

佐原のどか（福岡・門司中）
首藤成美（福岡・石田卓球クラブ）3－1

清水愛未（大阪・ミキハウス JSC）
由本楓羽（大阪・貝塚二中）3－2

原芽衣（大阪・ミキハウス JSC）
▼準決勝
大久保	 2、7、8	 狩野
由本	 4、7、13	 首藤
▼決勝
大久保ひかり	 11、11、-8、8	 由本楓羽

□男子ダブルス
▼準々決勝
中村・菅沼（愛知・愛工大名電中）3－0

薜史・薜大（石川・河北台中）
石井・久保（福岡・石田卓球クラブ）3－1

木塚・高橋（大分・明豊中）
芝・岩井田（山口・野田学園中）3－0

林・松尾（岐阜・長森中・美崎クラブ）
萩原・加山（愛知・愛工大名電中）3－2

岡元・桐野（鹿児島・帖佐中・木原中）
▼準決勝
中村・菅沼	 8、10、-1、10	 石井・久保
芝・岩井田	 -7、11、6、11	 萩原・加山
▼決勝
中村煌和・菅沼翔太　4、9、-9、10
	 	 芝拓人・岩井田雄斗

□女子ダブルス
▼準々決勝
竹山・山本（大阪・ミキハウス JSC）3－0

稲垣・今枝（愛知・美崎クラブ・卓伸クラブ）
首藤・小塩（福岡・石田卓球クラブ）3－0

由本・司（大阪・貝塚二中）
栗山・兼吉（大阪・ミキハウス JSC）3－1

久保・山室（熊本・城山ひのくに Jr）
篠原・上澤（大阪・貝塚二中）3－1

大久保・小林（北海道・札幌大谷中）
▼準決勝
首藤・小塩	 5、7、8	 竹山・山本
篠原・上澤	 5、-12、7、8	 栗山・兼吉
▼決勝
首藤成美・小塩悠菜	 6、3、8	 篠原夢空・上澤杏音

2020年全日本選手権大会
（カデットの部）

2020年11月13～15日、於：富山県総合体育センター

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止

※平成30年度までは、大会名に開催年度を用いた。2019年度からは、大会名に開催年を用いた62



昭和56年度全日本選手権大会
（ホープスの部）

昭和56年12月2～6日、於：東京体育館

□男子ホープス
▼準々決勝
伊藤健二郎（秋田・泉小）２─０

斉藤覚（群馬・藤岡小野小）
内宮誠（東京・卓精会）２─０

徳村智彦（宮崎・徳村卓球クラブ）
橋本正浩（大阪・星野クラブ）２─０

露岡孝行（徳島・昭和小）
山部恭司（熊本・城山小）２─０

藤本浩士（滋賀・松下ジュニア）
▼準決勝
内宮	 12、12	 伊藤
山部	 12、17	 橋本
▼決勝
山部恭司	 16、-23、18	 内宮誠

□女子ホープス
▼準々決勝
岡村篤子（高知・第六小）２─０

一瀬直子（長崎・時津小）
白土光恵（東京・梅島クラブ）２─１

平陽子（鹿児島・崎原卓球クラブ）
福田恭子（徳島・富田小）２─０

金上英代（群馬・前橋永明小）
横山悦子（青森・黒石東小）２─０

松本雪乃（千葉・千城グリーンクラブ）
▼準決勝
白土	 14、-12、16	 岡村
福田	 9、16	 横山
▼決勝
福田恭子	 -19、17、13	 白土光恵

昭和57年度全日本選手権大会
（ホープスの部）

昭和57年12月22～26日、於：東京体育館

□男子ホープス
▼準々決勝
徳村智彦（宮崎・徳村クラブ）２─０

武内巌（富山・床鍋小）
川嶋崇弘（徳島・佐古小）２─０

柳岡隆弘（埼玉・大沢クラブ）
平亮太（鹿児島・崎原小）２─１

平野光義（山梨・４Sクラブ）
八尾聡（愛知・岩倉少年団）２─１

日下部卓慎（福岡・安徳小）
▼準決勝
徳村	 9、9	 川嶋
平	 -16、19、16	 八尾
▼決勝
徳村智彦	 -20、19、15	 平亮太

□女子ホープス
▼準々決勝
吉田和子（岡山・三勲小）２─１

雨宮智子（山梨・4Sクラブ）

吉田静子（京都・宮津卓研）２─１
大森いずみ（富山・堀川南小）

杉山環（青森・堤小）２─０
大場範子（千葉・梅島クラブ）

長尾由理（徳島・八万南小）２─０
有村ひとみ（鹿児島・伊集院北小）

▼準決勝
吉田静	 22、16	 吉田和
杉山	 14、17	 長尾
▼決勝
杉山環	 15、18	 吉田静子

昭和58年度全日本選手権大会
（ホープスの部）

昭和58年12月21～25日、於：東京体育館

□男子ホープス
▼準々決勝
徳村智彦（宮崎・フェニックス）２─１

岩佐秀樹（徳島・昭和クラブ）
伊東隆士（静岡・太陽スポ少）２─１

入山浩治（東京・梅島クラブ）
日下部卓慎（福岡・安徳クラブ）２─１

川嶋崇弘（徳島・佐古クラブ）
平亮太（鹿児島・小宿クラブ）２─０

宮本洋（青森・黒石東クラブ）
▼準決勝
徳村	 10、11	 伊東
平	 -24、14、11	 日下部
▼決勝
徳村智彦	 21、21	 平亮太

□女子ホープス
▼準々決勝
高橋広佳（埼玉・ASP）２─０

名和由紀子（岡山・名和クラブ）
堀内美和（青森・五所川原南クラブ）２─０

渡辺順子（東京・丸善クラブ）
遠藤こず枝（東京・梅島クラブ）２─０

吉田和子（岡山・山陽クラブ）
吉田静子（京都・宮津卓研）２─０

池西サチ子（埼玉・新田クラブ）
▼準決勝
堀内	 13、9	 高橋
吉田	 -10、17、18	 遠藤
▼決勝
堀内美和	 11、18	 吉田静子

昭和59年度全日本選手権大会
（ホープス・ホープスミニの部）

昭和59年12月22～23日、於：駒沢屋内球技場

□ホープス男子
▼準々決勝
日下部卓慎（福岡・安徳小クラブ）２─０

上杉昭裕（北海道・西友クラブ）
田中卓也（岐阜・加納西小クラブ）２─０

西川幸伸（滋賀・松下ジュニア）
前鼻辰郎（北海道・西友クラブ）２─０

藤本武司（滋賀・松下ジュニア）

櫛引英嗣（青森・五所川原南小）２─１
菊池裕二（愛知・卓伸 JC）

▼準決勝
田中	 13、18	 日下部
櫛引	 16、18	 前鼻
▼決勝
田中卓也	 -18、10、9	 櫛引英嗣

□ホープス女子
▼準々決勝
山城陽子（徳島・鳴門第一卓球クラブ）２─１

青池優美（神奈川・河合クラブ）
入山恭子（東京・梅島クラブ）２─１

竹谷みな子（秋田・秋田卓球会館）
河合雅世（神奈川・河合クラブ）２─１

大野知子（埼玉・TKOクラブ）
名和由紀子（岡山・名和クラブ）２─１

石井光枝（栃木・大島 TTS）
▼準決勝
入山	 18、-16、12	 山城
河合	 11、9	 名和
▼決勝
河合雅世	 18、16	 入山恭子

□ホープスミニ男子
▼準々決勝
竹谷康一（秋田・秋田卓球会館）3─０

福田健一（神奈川・御所見クラブ）
及川郁男（神奈川・なかよしクラブ）3─２

吉村耕介（奈良・三郷クラブ）
仲村錦治郎（大阪・今池クラブ）3─０

松沢孝宏（青森・松原分）
田中勉（神奈川・南台スポーツ少年団）3─１

小泉充（秋田・秋田卓球会館）
▼準決勝
竹谷	 7、4、-9、5	 及川
仲村	 1、6、9	 田中
▼決勝
竹谷康一	 7、8、8	 仲村錦治郎

□ホープスミニ女子
▼準々決勝
大柿柴保（栃木・城山クラブ）3─０

野口由美（徳島・徳島ムーミンクラブ）
小林由美子（富山・堀川南小クラブ）3─１

佐藤亜紀（山形・浜田スポーツ少年団）
西飯由香（三重・21クラブ）3─２

高草由紀（岡山・安井クラブ）
冨永英未（兵庫・川西グリーン）3─０

力暁子（愛知・大空 JC）
▼準決勝
大柿	 11、7、5	 小林
冨永	 12、2、7	 西飯
▼決勝
冨永英未	 5、7、-9、6	 大柿柴保

※昭和60年度までは全日本選手権（一般・ジュニアの部）と、昭和61年度〜平成1年度までは全日本選手権（カデットの部）と同時開催。平成2年度からは小学生以下の部
としてカデットから分離開催。ホープス＝小学6年生以下、カブ／ホープスミニ =小学4年生以下（昭和59年度より）、バンビ =小学2年生以下（昭和61年度より）

全日本卓球選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

1981年（昭和56年度）〜2021年（令和3年度）
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国内大会

昭和60年度全日本選手権大会
（ホープス・ホープスミニの部）
昭和60年12月23～27日、於：東京体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
今枝一郎（愛知・卓伸少年）２─０

野路忠（山梨・野路クラブ）
稲垣康生（京都・スイトピア）２─０

田﨑俊雄（栃木・大島 TTS）
大場慶育（千葉・千城クラブ）２─０

安藤正勝（大阪・今池クラブ）
増田秀文（熊本・浜町クラブ）２─０

鬼頭明（愛知・卓伸少年）
▼準決勝
稲垣	 19、17	 今枝
増田	 22、-19、19	 大場
▼決勝
稲垣康生	 19、9	 増田秀文

□ホープス女子
▼準々決勝
坂田倫子（熊本・高橋クラブ）２─０

岸田敦子（神奈川・河合クラブ）
鎮西ひろみ（長野・飯田卓球センター）２─１

谷川松枝（福島・神指小クラブ）
大島美絵（栃木・大島 TTS）２─１

福田正美（神奈川・河合クラブ）
大森あゆみ（静岡・太陽クラブ）２─０

平井由規子（神奈川・河合クラブ）
▼準決勝
坂田	 19、14	 鎮西
大森	 18、13	 大島
▼決勝
坂田倫子	 16、21	 大森あゆみ

□ホープスミニ男子
▼準々決勝
大貫譲司（栃木・城山西クラブ）3─０

後藤賢治（熊本・浜町クラブ）
粟野常泰（神奈川・KMSC）3─０

田中幸佐（青森・五所川原南小クラブ）
神健介（青森・五所川原南小クラブ）3─０

志村仁（山梨・甲西クラブ）
大島俊之（栃木・大島 TTS）3─１

野路哲哉（神奈川・KMSC）
▼準決勝
大貫	 10、-5、-9、7、9	 粟野
神	 8、9、9	 大島
▼決勝
神健介	 7、-8、6、-8、9	 大貫譲司

□ホープスミニ女子
▼準々決勝
古川史子（青森・五所川原南小クラブ）3─１

力暁子（愛知・卓伸少年）
斉藤五月（青森・五所川原南小クラブ）3─２

池田智美（熊本・本野町クラブ）
益田誌保（東京・梅島クラブ）3─０

工藤さくら（青森・五所川原南小クラブ）
米倉知子（熊本・宇土花園クラブ）3─０

井関佳奈子（徳島・方上ジュニア卓球クラブ）
▼準決勝
斉藤	 7、3、-7、10	 古川
米倉	 -8、-4、7、10、7	 益田
▼決勝
斉藤五月	 6、9、7	 米倉知子

昭和61年度全日本選手権大会
（ホープス・ホープスミニ・バンビの部）

昭和61年11月23～24日
於：三重県営総合競技場体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
蔭山佳輝（大阪・岸里クラブ）２─１

大場慶育（千葉・コスモスポーツクラブ）
安藤正勝（大阪・今池クラブ）２─０

鬼頭明（愛知・卓伸EC）
田﨑俊雄（栃木・大島 TTS）２─１

金丸俊明（山形・金丸卓球クラブ）
仲村錦治郎（大阪・今池クラブ）２─０

今枝一郎（愛知・卓伸EC）
▼準決勝
蔭山	 19、17	 安藤
仲村	 -17、14、17	 田﨑
▼決勝
仲村錦治郎	 -14、15、19	 蔭山佳輝

□ホープス女子
▼準々決勝
坂田愛（熊本・高橋クラブ）２─０

小野優子（京都・スイトピア）
松岡りか（京都・宮津卓研）２─１

片岡美穂（東京・梅島クラブ）
冨永英未（兵庫・川西グリーン）２─０

福田茜（山口・柳北スポ）
大谷裕子（徳島・徳島クラブ）２─０

樋口容子（長野・飯田卓球センター）
▼準決勝
坂田	 -20、19、9	 松岡
大谷	 15、-18、17	 冨永
▼決勝
坂田愛	 19、16	 大谷裕子

□ホープスミニ男子
▼準々決勝
神健介（青森・五所川原南小）3─０

野沢誠（栃木・華卓会）
阪田俊平（京都・宮津卓研）3─０

大島俊之（栃木・大島 TTS）
粟野常泰（神奈川・橘小）3─２

志村仁（山梨・甲西クラブ）
綾良仁（神奈川・KMSC）3─０

岡地英男（京都・一条クラブ）
▼準決勝
神	 9、5、11	 阪田
粟野	 7、6、-7、12	 綾
▼決勝
神健介	 4、-8、4、8	 粟野常泰

□ホープスミニ女子
▼準々決勝
河野文江（神奈川・リトルキングス）3─０

共田麻紀（千葉・千城クラブ）
古川史子（青森・五所川原南小）3─１

池田智美（熊本・本野町クラブ）
梅村礼（北海道・室蘭真卓会）3─０

佐藤百合子（熊本・本野町クラブ）
工藤さくら（青森・五所川原南小）3─１

米倉知子（熊本・宇土花園）
▼準決勝
古川	 9、6、6	 河野
梅村	 17、8、4	 工藤
▼決勝
古川史子	 10、-5、8、-9、11	 梅村礼

□バンビ男子
▼準々決勝
大森隆弘（岡山・大森クラブ）3─０

青木健（埼玉・大塚クラブ）

長尾健太郎（東京・丸善クラブ）3─０
小林清史（栃木・大島 TTS）

長尾芳昭（徳島・八万南小クラブ）3─２
池上明彦（長野・伊那小卓球クラブ）

工藤和寿（青森・佐井小）3─０
兼平俊亮（岩手・羽場小）

▼準決勝
大森	 4、8、8	 長尾健
長尾芳	 9、7、7	 工藤
▼決勝
長尾芳昭	 5、8、7	 大森隆弘

□バンビ女子
▼準々決勝
辻本理恵（兵庫・マルトスポーツ）3─０

今福愛（福島・三浦卓球クラブ）
寺西真理（徳島・生光学園）3─１

堀内美里（青森・五所川原南小）
鳴瀬典子（徳島・方上ジュニア卓球クラブ）3─１

吉本裕貴子（北海道・西友クラブ）
村上富貴（宮城・桔梗クラブ）3─１

増田香織（宮崎・内山小）
▼準決勝
辻本	 7、6、6	 寺西
村上	 9、5、10	 鳴瀬
▼決勝
辻本理恵	 6、2、9	 村上富貴

昭和62年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

昭和62年11月22～23日、於：北九州市体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
遊澤亮（東京・丸善クラブ）２─０

川田貴之（大阪・今池クラブ）
村上裕和（千葉・千城クラブ）２─0

藤本貴史（東京・丸善クラブ）
仲川明（北海道・幌別西小）２─０

広森淳（山口・岩国スポーツ）
村田充史（京都・スイトピア）２─０

神健介（青森・五所川原南小）
▼準決勝
村上	 18、7	 遊澤
村田	 18、-14、17	 仲川
▼決勝
村上裕和	 -21、16、15	 村田充史

□ホープス女子
▼準々決勝
河野文江（神奈川・リトルキングス海老名）２─０

四元静香（東京・東京フジミクラブ）
西飯由香（三重・21クラブ）２─１

岡崎恵子（大阪・王子クラブ）
梅村礼（北海道・室蘭真卓会）２─０

大槻洋子（京都・一条クラブ）
河村朋枝（岐阜・茜部小）２─０

益田誌保（東京・梅島クラブ）
▼準決勝
西飯	 -16、18、17	 河野
河村	 20、11	 梅村
▼決勝
河村朋枝	 -17、20、17	 西飯由香

□カブ男子
▼準々決勝
池田健（山形・城北スポーツ少年団）3─０

伊藤哲史（岐阜・根本小）
金子康一（栃木・大島 TTS）3─２

長尾健太郎（東京・丸善クラブ）
仲村浩一（大阪・今池クラブ）3─１

片岡政人（東京・ウイニング JR）
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坂本哲己（青森・幸畑小）3─１
長門智也（秋田・八竜卓球）

▼準決勝
金子	 3、5、8	 池田
坂本	 -8、6、5、8	 仲村
▼決勝
坂本哲己	 1、8、-11、6	 金子康一

□カブ女子
▼準々決勝
江森美帆（茨城・東海クラブ）3─１

斉藤五月（青森・五所川原南小）
中村美鈴（京都・一条クラブ）3─２

真野千尋（北海道・室蘭真卓会）
藤田由希（福島・三浦卓球クラブ）3─０

喜来万知（徳島・昭和少女卓球クラブ）
香取里江子（栃木・大島 TTS）3─０

岸田理恵子（山口・柳北スポーツ）
▼準決勝
中村	 10、-9、8、10	 江森
藤田	 7、-7、4、8	 香取
▼決勝
藤田由希	 3、-5、4、-11、4	 中村美鈴

□バンビ男子
▼準々決勝
橋本剛（神奈川・リトルキングス海老名）3─１

小堀守彦（京都・スイト京卓クラブ）
江良和彦（青森・五所川原南小）3─１

西牟田真効（福岡・平和台クラブ）
平岡明仁（福岡・村田クラブ）3─２

川勝一人（京都・スイトピア）
松本晋也（徳島・徳島ムーミンクラブ）3─０

阪田新吾（京都・宮津卓研）
▼準決勝
江良	 8、3、-9、10	 橋本
松本	 9、9、3	 平岡
▼決勝
松本晋也	 10、8、10	 江良和彦

□バンビ女子
▼準々決勝
三上都（青森・五所川原南小）3─０

松富心（熊本・本野町クラブ）
工藤美香（山形・水沢小志津）3─０

佐藤麻衣（神奈川・KMSC）
川越真由（大阪・仲良桜）3─０

根本民子（神奈川・KMSC）
高橋美貴江（福島・三浦卓球クラブ）3─０

工藤亜矢子（青森・西中野目中）
▼準決勝
三上	 -7、9、5、8	 工藤
高橋	 6、7、4	 川越
▼決勝
高橋美貴江	 6、-11、-7、1、9	 三上都

昭和63年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

昭和63年11月19～20日、於：郡山総合体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
遊澤亮（東京・丸善クラブ）２─０

渡辺将人（青森・五所川原南小クラブ）
岡地英男（京都・一条クラブ）２─０

野平直孝（東京・丸善クラブ）
佐藤大輔（東京・丸善クラブ）２─１

神健介（青森・五所川原南小クラブ）
辻本真也（兵庫・塚口ジュニアクラブ）２─０

藤本貴史（東京・丸善クラブ）
▼準決勝
遊澤	 16、16	 岡地
辻本	 11、-15、12	 佐藤

▼決勝
辻本真也	 17、-17、18	 遊澤亮

□ホープス女子
▼準々決勝
河野文江（神奈川・リトルキングス海老名）２─０

山川加奈子（北海道・北見クラブ）
益田誌保（東京・梅島クラブ）２─０

共田麻紀（千葉・千城クラブ）
岡崎恵子（大阪・王子クラブ）２─０

猿渡直子（福岡・南福岡クラブ）
梅村礼（北海道・室蘭真卓会）２─０

山田裕美（岐阜・長良東小クラブ）
▼準決勝
河野	 19、13	 益田
梅村	 -16、13、6	 岡崎
▼決勝
河野文江	 15、-18、17	 梅村礼

□カブ男子
▼準々決勝
長尾健太郎（東京・丸善クラブ）3─０

松本晋也（徳島・徳島ムーミンクラブ）
大和修（山口・馬関卓球少年団）3─０

大森隆弘（岡山・大森クラブ）
長尾芳昭（徳島・八万南クラブ）3─０

小林清志（栃木・大島 TTS）
村雲友和（徳島・藍愛クラブ）3─１

小川良一（大阪・都島児童館）
▼準決勝
長尾健	 5、1、7	 大和
長尾芳	 3、6、8	 村雲
▼決勝
長尾健太郎	 6、-7、-8、7、7	 長尾芳昭

□カブ女子
▼準々決勝
松岡順子（兵庫・二葉クラブ）3─１

今福愛（福島・三浦卓球クラブ）
西村まゆみ（鹿児島・伊集院北小ク）3─２

寒河江千晶（山形・長井ク）
堀内美里（青森・五所川原南小ク）3─０

白石陽子（神奈川・カワイクラブ）
辻本理恵（兵庫・塚口ジュニアク）3─１

寺西真理（徳島・出光学園小ク）
▼準決勝
西村	 -7、6、-9、9、4	 松岡
堀内	 5、-6、10、-5、5	 辻本
▼決勝
西村まゆみ	 4、-9、3、-8、3	 堀内美里

□バンビ男子
▼準々決勝
斉藤亮（福島・セントラルクラブ）3─０

藤沼重人（栃木・城山クラブ）
熊田智幸（広島・ベアクラブ）3─１

宮川雅光（熊本・熊本卓研）
田中俊之（神奈川・港北クラブ）3─０

湯浅裕之（岡山・安井クラブ）
小野仁（宮城・小牟田卓スポーツ少年団）3─１

山迺辺朗（福島・豊間小クラブ）
▼準決勝
熊田	 8、7、3	 斉藤
田中	 7、-12、4、9	 小野
▼決勝
熊田智幸	 7、7、6	 田中俊之

□バンビ女子
▼準々決勝
佐藤麻衣（神奈川・KMSC）3─０

小牟田禮麗子（鹿児島・指宿ジュニアク）
谷口彩子（兵庫・川西グリーンク）3─０

川崎みどり（神奈川・KMSC）

谷口直子（熊本・本野町クラブ）3─２
柏倉宏美（神奈川・リトルキングス）

桃林恵（山口・仁保小クラブ）3─０
村岡亜由美（埼玉・大沢クラブ）

▼準決勝
佐藤	 8、-9、7、4	 谷口彩
桃林	 7、-8、10、6	 谷口直
▼決勝
佐藤麻衣	 -4、11、3、8	 桃林恵

平成元年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成元年11月4～5日、於：岐阜メモリアルセンター

□ホープス男子
▼準々決勝
大森隆弘（岡山・大森クラブ）２─０

島直志（石川・神子原小）
宗森康二郎（埼玉・TKOクラブ）２─０

神山敦（青森・後潟小クラブ）
池田健（山形・城北スポーツ少年団）２─０

木村健二（兵庫・塚口ジュニア）
青野浩之（秋田・秋田卓球会館）２─０

高橋卓斗（岐阜・長良東小）
▼準決勝
宗森	 16、17	 大森
池田	 16、19	 青野
▼決勝
池田健	 17、18	 宗森康二郎

□ホープス女子
▼準々決勝
猿渡直子（福岡・南福岡少年卓球ク）２─１

遠藤順子（徳島・新町クラブ）
岸田聡子（神奈川・リトルキングス）２─０

岡田直子（福島・あづま卓球クラブ）
今坂亮子（愛知・三好EC）２─０

酒井なな子（大阪・星野クラブ）
藤田由希（福島・三浦卓球クラブ）２─１

三宅芳枝（広島・海田卓球スポーツ少年団）
▼準決勝
猿渡	 -11、16、22	 岸田
藤田	 -5、13、10	 今坂
▼決勝
藤田由希	 14、14	 猿渡直子

□カブ男子
▼準々決勝
湯浅裕之（岡山・笠岡ラビット）3─２

松本晋也（徳島・徳島ムーミンクラブ）
阪田新吾（兵庫・パンジー）3─２

橋本剛（神奈川・リトルキングス）
荒木剛之（長崎・木指小）3─１

継充（山口・馬関卓少）
竹内功（山口・馬関卓少）3─１

石田大輔（福岡・石田卓球）
▼準決勝
阪田	 7、3、8	 湯浅
竹内	 2、5、6	 荒木
▼決勝
竹内功	 7、11、6	 阪田新吾

□カブ女子
▼準々決勝
川越真由（大阪・仲良桜クラブ）3─０

高橋美貴江（福島・三浦卓球クラブ）
武田明子（兵庫・塚口ジュニア）3─１

佐藤麻衣（神奈川・KMSC）
根本民子（神奈川・KMSC）3─０

斉藤敦子（茨城・東海ジュニア）
松富心（熊本・八代本野町クラブ）3─０

浦田亜矢子（大阪・今池クラブ）
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▼準決勝
川越	 9、-9、1、7	 武田
松富	 8、8、7	 根本
▼決勝
川越真由	 9、7、-8、9	 松富心

□バンビ男子
▼準々決勝
宮川雅光（熊本・熊本卓研）3─０

大西真二（滋賀・稲枝卓栄会）
柳田敏則（和歌山・本町卓球クラブ）3─０

湯本修（栃木・大島 TTS）
宮下渉（福岡・石田卓球）3─０

坪之内宏基（兵庫・その田卓研）
伊藤和樹（秋田・秋田卓球会館）3─２

柳沢邦治（青森・大平小クラブ）
▼準決勝
宮川	 6、8、9	 柳田
宮下	 -6、8、9、-6、7	 伊藤
▼決勝
宮川雅光	 -6、9、2、9	 宮下渉

□バンビ女子
▼準々決勝
下大田麻美（鹿児島・大田小クラブ）3─１

藤沼亜衣（栃木・城山クラブ）
杉原ひとみ（鹿児島・かたそばスポーツ少年団）

3─２竹内美貴（青森・佐井小クラブ）
潮﨑由香（熊本・八代本野町クラブ）3─０

橋本奈緒子（栃木・大島 TTS）
黒岩まゆみ（鹿児島・指宿ジュニア）3─１

中村幸子（佐賀・新栄小クラブ）
▼準決勝
下大田	 -6、9、2、-11、4	 杉原
潮﨑	 4、7、9	 黒岩
▼決勝
潮﨑由香	 8、7、4	 下大田麻美

平成2年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）
平成2年11月3～4日、於：姫路中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
真田浩二（三重・21クラブ）２─０

大森隆弘（岡山・大森クラブ）
小林清史（栃木・大島 TTS）２─０

田中孝征（長崎・洗切小）
山崎貴俊（岐阜・倉知小）２─１

池間祐治（沖縄・南星クラブ）
長尾健太郎（東京・丸善クラブ）２─０

遊佐充格（福島・あづま卓球スポーツ少年団）
▼準決勝
真田	 11、10	 小林
長尾	 20、18	 山崎
▼決勝
真田浩二	 15、16	 長尾健太郎

□ホープス女子
▼準々決勝
辻本理恵（兵庫・塚口ジュニア）２─０

高橋美貴江（福島・三浦卓球クラブ）
堀内美里（青森・五所川原南小）２─０

今福愛（福島・富久山卓球スポーツ）
松岡順子（兵庫・塚口ジュニア）２─０

大野恵理（広島・プレーイングピンポン府中）
大森ゆかり（兵庫・塚口ジュニア）２─１

川越真由（大阪・仲良桜卓球クラブ）
▼準決勝
辻本	 11、16	 堀内
松岡	 17、14	 大森
▼決勝
辻本理恵	 15、17	 松岡順子

□カブ男子
▼準々決勝
湯浅裕之（岡山・安井クラブ）3─１

宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）
柳田敏則（和歌山・和歌山卓球クラブ）3─０

坂崎昌也（青森・松原分校クラブ）
熊田智幸（広島・ベアークラブ）3─０

大柿友彦（栃木・城山クラブ）
斉藤亮（福島・セントラル）3─０

安部祐樹（北海道・札幌）
▼準決勝
湯浅	 6、6、8	 柳田
熊田	 12、12、-9、10	 斉藤
▼決勝
熊田智幸	 8、10、9	 湯浅裕之

□カブ女子
▼準々決勝
射場山加奈子（鹿児島・指宿ジュニア）3─１

下大田麻美（鹿児島・大田小クラブ）
末益亜紗美（山口・馬関卓球少年団）3─０

川越由香（大阪・仲良桜卓球クラブ）
杉山啓子（神奈川・KMSC）3─２

竹内章子（山口・馬関卓球少年団）
桃林恵（山口・仁保クラブ）3─０

中野亜梨沙（鹿児島・大田小クラブ）
▼準決勝
末益	 8、3、1	 射場山
杉山	 -2、-8、11、8、6	 桃林
▼決勝
末益亜紗美	 7、5、4	 杉山啓子

□バンビ男子
▼準々決勝
伊藤和樹（秋田・秋田卓球会館）3─０

高木崇匡（青森・後潟小クラブ）
木下裕介（広島・可部町卓球スポーツ少年団）

3─０　松沢佳祐（青森・松原分校クラブ）
渡辺公樹（栃木・河内クラブ）3─０

中村公宣（三重・四日市卓球）
高木啓吾（東京・秋川クラブ）3─１

新名正孝（徳島・昭和クラブ）
▼準決勝
伊藤	 4、1、3	 木下
渡辺	 5、5、0	 高木
▼決勝
伊藤和樹	 6、-10、2、9	 渡辺公樹

□バンビ女子
▼準々決勝
藤沼亜衣（栃木・城山クラブ）3─１

大久保五月（鹿児島・指宿ジュニア）
柳原優香（北海道・札幌）3─１

市村静香（愛知・扇クラブEC）
阿部恵（山口・仁保クラブ）3─１

工藤文子（青森・七ツ館小クラブ）
射場山麻里子（鹿児島・指宿ジュニア）3─１

柏木有希（徳島・新町クラブ）
▼準決勝
柳原	 -9、6、7、-6、8	 藤沼
射場山	 3、7、8	 阿部
▼決勝
射場山麻里子	 -9、10、-8、7、10	 柳原優香

平成3年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成3年9月15～16日、於：弘前市民体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
大畑久（青森・大平小）２─０

池間裕治（沖縄・宮古南星）
竹内功（山口・馬関卓球少年団）２─０

石田大輔（福岡・石田卓球クラブ）

継充（山口・馬関卓球少年団）２─１
高松雅幸（栃木・大島 TTS）

阪田新吾（兵庫・パンジー）２─１
関根岳大（埼玉・TKO）

▼準決勝
竹内	 -12、17、16	 大畑
継	 8、17	 阪田
▼決勝
竹内功	 18、18	 継充

□ホープス女子
▼準々決勝
内田望（神奈川・日産ジュニアクラブ）２─０

諏訪牧子（三重・橋南卓友会）
小西杏（神奈川・KMSC）２─１

斉藤敦子（茨城・東海ジュニア）
斉藤香奈子（栃木・大島 TTS）２─１

末益亜紗美（山口・馬関卓球少年団）
川越真由（大阪・仲良桜卓球ク）２─１

西川智子（京都・スイトピア）
▼準決勝
小西	 -20、19、19	 内田
川越	 -18、20、10	 斉藤
▼決勝
川越真由	 13、9	 小西杏

□カブ男子
▼準々決勝
柳田敏則（和歌山・和銀卓球クラブ）3─１

伊藤和樹（秋田・秋田卓球会館）
山中康裕（熊本・ひのくにジュニア）3─２

和久井怜（山形・長井南スポーツ少年団）
柳沢邦治（青森・大平小）3─２

吉高邦治（福岡・豊津クラブ）
宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）3─０

宮坂昌利（富山・魚津ジュニア）
▼準決勝
柳田	 -8、7、2、17	 山中
宮下	 8、2、5	 柳沢
▼決勝
宮下渉	 3、5、5	 柳田敏則

□カブ女子
▼準々決勝
竹内章子（山口・馬関卓球少年団）3─１

高松恵麻（栃木・大島 TTS）
湧井教江（広島・三矢卓球 JSC）3─０

櫻庭稜（神奈川・KMSC）
潮﨑由香（熊本・八代本野町クラブ）3─１

黒岩まゆみ（鹿児島・指宿ジュニア）
下大田麻美（鹿児島・大田小クラブ）3─１

長谷川麻衣子（秋田・秋田卓球会館）
▼準決勝
竹内	 -7、8、7、6	 湧井
潮﨑	 -5、8、5、9	 下大田
▼決勝
潮﨑由香	 8、9、3	 竹内章子

□バンビ男子
▼準々決勝
田中健治（福岡・深江クラブ）3─０

松沢佳祐（青森・松原分校）
近村一行（青森・大平小）3─０

小森由悦（栃木・河内クラブ）
赤澤宏和（岡山・安井クラブ）3─２

大関理宏（神奈川・KMSC）
野田浩樹（熊本・八代本野町クラブ）3─０

斉藤雅彦（徳島・助任ヤング）
▼準決勝
田中	 11、-8、14、8	 近村
野田	 7、4、11	 赤澤
▼決勝
田中健治	 -4、6、5、-9、3	 野田浩樹

66



全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）

□バンビ女子
▼準々決勝
成田理恵（青森・七ツ館小）3─０

菅野優子（福島・三浦卓球クラブ）
大和田史（秋田・秋田卓球会館）3─０

山崎彩恵（栃木・華卓会）
今福久美（福島・三浦卓球クラブ）3─０

瀬山清美（静岡・沼津スポーツ少年団）
秋山かおり（山梨・増穂クラブ）3─０

本多孝子（群馬・薄根小）
▼準決勝
大和田	 9、6、-8、1	 成田
秋山	 1、8、7	 今福
▼決勝
秋山かおり	 7、-13、-9、7、7	 大和田史

平成4年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成4年9月13～14日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
吉高耕平（福岡・豊津クラブ）２─１

柳田敏則（和歌山・和銀クラブ）
熊田智幸（広島・ベアークラブ）２─０

大柿友彦（栃木・城山クラブ）
宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）２─０

高森英郎（福岡・ATT）
近藤隆典（静岡・新居スポーツ少年団）２─０

小川健太（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
熊田	 12、10	 吉高
宮下	 9、-17、11	 近藤
▼決勝
熊田智幸	 17、19	 宮下渉

□ホープス女子
▼準々決勝
小西杏（東京・卓精会）２─０
越後谷史子（秋田・秋田卓球会館スポーツ少年団）

中野亜梨紗（鹿児島・大田小クラブ）２─０
佐藤麻衣（神奈川・KMSC）

谷口彩子（兵庫・川西ギャラントム）２─１
鮎田育絵（栃木・城山クラブ）

末益亜紗美（山口・馬関卓球少年団）２─１
黒岩まゆみ（鹿児島・指宿ジュニア）

▼準決勝
小西	 12、1	 中野
末益	 22、8	 谷口
▼決勝
小西杏	 18、-18、19	 末益亜紗美

□カブ男子
▼準々決勝
伊藤和樹（秋田 ･秋田卓球会館スポーツ少年団）

3─１　萩原典和（北海道・札幌円山クラブ）
新名正孝（徳島・昭和クラブ）3─２

川口陽陽（奈良・巻向小）
川口努（大阪・星野クラブ）3─２

近村一行（青森・大平小）
高木崇匡（青森・後潟小）3─１

武知裕之（徳島・徳島ムーミンクラブ）
▼準決勝
伊藤	 5、5、3	 新名
川口	 9、-6、7、6	 高木
▼決勝
川口努	 11、-12、-3、7、9	 伊藤和樹

□カブ女子
▼準々決勝
高松恵麻（茨城・岩瀬ジュニア）3─０

斉藤美奈子（栃木・日吉クラブ）

西田梓（神奈川・リトルキングス）3─０
柏木有希（徳島・新町クラブ）

藤沼亜衣（栃木・城山クラブ）3─１
工藤文子（青森・七ツ館小）

西岡麻子（兵庫・豊岡卓球学校）3─０
原田奈津子（山口・馬関卓球少年団）

▼準決勝
高松	 -8、9、-6、11、8	 西田
西岡	 9、8、7	 藤沼
▼決勝
西岡麻子	 6、7、-8、4	 高松恵麻

□バンビ男子
▼準々決勝
倉野優（栃木・日吉クラブ）3─０

丹野瑞樹（福島・三浦卓球クラブ）
藤井健太郎（奈良・生駒南小）3─０

宮田章弘（福岡・平和台クラブ）
本藤輝宜（広島・広島フェニックス卓球）3─２

志岐信和（宮崎・東大宮卓球クラブ）
上野智也（栃木・河内クラブ）3─０

小川良太（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
倉野	 ３、１、２	 藤井
本藤	 ５、７、９	 上野
▼決勝
倉野優	 11、5、10	 本藤輝宜

□バンビ女子
▼準々決勝
平野早矢香（栃木・華卓会）3─０

堀内理津子（青森・岩崎小）
渡辺裕子（山梨・増穂クラブ）3─０

松浦百世（高知・車谷クラブ）
森舞子（愛知・渥美EC）3─０

新井優（東京・丸善クラブ）
今福久美（福島・三浦卓球クラブ）3─０

田中邦子（岩手・帯島スポーツ少年団）
▼準決勝
平野	 ４、１、２	 渡辺
今福	 6、-9、5、3	 森
▼決勝
今福久美	 6、4、8	 平野早矢香

平成5年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成5年9月11～12日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
宮下渉（福岡・石田卓球クラブ）２─０

石原良祐（神奈川・リトルキングス）
古橋義克（埼玉・大塚クラブ）２─１

柳沢邦治（青森・大平小）
魚崎雄大（富山・魚津 JC）２─０

柳田敏則（和歌山・和銀クラブ）
中野幸範（熊本・浜町小卓球クラブ）２─０

駒場靖史（栃木・城山クラブ）
▼準決勝
宮下	 19、17	 古橋
中野	 12、15	 魚崎
▼決勝
宮下渉	 8、15	 中野幸範

□ホープス女子
▼準々決勝
藤田小夜（福島・三浦卓球クラブ）２─０

赤星沙代子（熊本・八代本野町クラブ）
竹内章子（山口・馬関卓球少年団）２─０

加登幸子（徳島・新町クラブ）
長谷川麻衣子（秋田 ･秋田卓球会館スポーツ少年団）

２─０　下大田麻美（鹿児島・大田小クラブ）

潮﨑由香（熊本・日奈久小クラブ）２─０
永山智美（山口・馬関卓球少年団）

▼準決勝
竹内	 14、11	 藤田
潮﨑	 8、-15、8	 長谷川
▼決勝
潮﨑由香	 -17、11、8	 竹内章子

□カブ男子
▼準々決勝
近村一行（青森・大平小）3─０

山田侑司（千葉・袖ヶ浦クラブ）
見城芳幸（群馬・薄根卓球）3─１

小森由悦（栃木・河内クラブ）
大隅寛木（山形・谷地南部）3─０

宮田晃弘（福岡・平和台クラブ）
田中健治（福岡・深江クラブ）3─２

野田浩樹（熊本・八代本野町クラブ）
▼準決勝
見城	 -8、5、-5、9、5	 近村
田中	 2、2、-9、9	 大隅
▼決勝
見城芳幸	 9、4、-7、8	 田中健治

□カブ女子
▼準々決勝
大和田史（秋田 ･秋田卓球会館スポーツ少年団）

3─２　原田奈津子（山口・馬関卓球少年団）
秋山かおり（山梨・増穂クラブ）3─０

井手沙織（徳島・助任ヤング）
山崎彩恵（栃木・華卓会）3─０

今福久美（福島・三浦卓球クラブ）
坂井加奈（大阪・仲良桜クラブ）3─０

小川蘭（東京・ウイニングクラブ）
▼準決勝
秋山	 -6、15、6、-8、4	 大和田
山崎	 6、-7、4、9	 坂井
▼決勝
秋山かおり	 -10、5、12、2	 山崎彩恵

□バンビ男子
▼準々決勝
矢野悟（栃木・城山クラブ）3─１

上羽正浩（兵庫・豊岡卓球学校）
村守実（神奈川・リトルキングス）3─１

田中陽介（群馬・薄根卓球）
駒場義久（栃木・城山クラブ）3─０

斉藤美一（青森・五所川原チャンピオン TC）
時吉佑一（愛知・レインボーEC）3─０

後藤良介（徳島・藍愛クラブ）
▼準決勝
矢野	 8、7、6	 村守
駒場	 -8、9、10、-5、3	 時吉
▼決勝
駒場義久	 7、9、-8、11	 矢野悟

□バンビ女子
▼準々決勝
小山内恵美（青森・岩崎小学校）3─２

原瞳（愛知・レインボーEC）
坂巻美恵（埼玉・大塚クラブ）3─０

多田一葉（福岡・豊津クラブ）
岩村知香（徳島・城東クラブ）3─２

伊藤みどり（東京・トムジュニア）
岡崎千春（宮城 ･東北卓球C&Cスポーツ少年団）

3─０　高橋万里野（埼玉・大塚クラブ）
▼準決勝
坂巻	 5、10、7	 小山内
岩村	 14、10、-7、7	 岡崎
▼決勝
坂巻美恵	 7、8、7	 岩村知香
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平成6年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成6年9月10～11日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
川口努（大阪・星野クラブ）２─０

森浦真（和歌山・新宮卓球クラブ）
岸川一星（福岡・石田卓球場）２─０

高木崇匡（青森・後潟小）
木下裕介（広島・可部町卓球スポーツ少年団）

２─０　萩原典和（北海道・札幌円山クラブ）
伊藤和樹（秋田 ･秋田卓球会館スポーツ少年団）

２─０　田島慶二（愛知・桜花EC）
▼準決勝
川口	 -22、14、13	 岸川
木下	 18、20	 伊藤
▼決勝
木下裕介	 -19、17、13	 川口努

□ホープス女子
▼準々決勝
柏木有希（徳島・新町クラブ）２─０

犬伏愛（千葉・千城クラブ）
藤沼亜衣（栃木・城山卓球クラブジュニア）２─０

西岡麻子（兵庫・豊岡卓球学校）
高松恵麻（茨城・岩瀬ジュニア）２─１

橋本ゆかり（和歌山・岩出SPC）
中村理映子（鹿児島・大田小クラブ）２─１

大畑奈保子（青森・大平小）
▼準決勝
藤沼	 13、-10、19	 柏木
中村	 -19、4、10	 高松
▼決勝
藤沼亜衣	 18、-19、26	 中村理映子

□カブ男子
▼準々決勝
森門毅（福岡・山王児童館）3─１

宮田章弘（福岡・平和台クラブ）
広島卓也（兵庫・川西ギャラントム）3─０

村守実（神奈川・リトルキングス）
倉野優（栃木・城山卓球クラブジュニア）3─０

白神俊佑（岡山・大森クラブ）
坂本竜介（愛知・鳳凰EC）3─２

本藤輝宣（広島・可部町卓球スポーツ少年団）
▼準決勝
広島	 13、9、2	 森門
坂本	 5、10、-5、-9、7	 倉野
▼決勝
広島卓也	 7、-6、8、-6、7	 坂本竜介

□カブ女子
▼準々決勝
今福久美（福島・三浦卓球クラブ）3─０

末益薫（山口・馬関卓球スポーツ少年団）
杉田早苗（栃木・城山卓球クラブジュニア）3─０

沈茜揺（富山・富山第一ドライ）
平野早矢香（栃木・華卓会）3─１

井上舞子（大阪・星野クラブ）
西田泉（神奈川・リトルキングス）3─０

伊藤みどり（東京・トムジュニア）
▼準決勝
杉田	 5、3、3	 今福
平野	 -5、6、9、5	 西田
▼決勝
杉田早苗	 -7、6、6、9	 平野早矢香

□バンビ男子
▼準々決勝
小野竜也（長崎・洗切少年クラブ）3─２

後藤良介（徳島・藍愛クラブ）

赤澤孝明（岡山・安井クラブ）3─１
河野隼人（大阪・今池クラブ）

岸川聖也（福岡・石田卓球場）3─２
森田翔樹（東京・ITS 三鷹）

石﨑孝志（石川・西海小卓球教室）3─０
石田恭央（青森・ASJ 卓球クラブ）

▼準決勝
小野	 4、12、10	 赤澤
岸川	 -6、5、-9、5、10	 石﨑
▼決勝
小野竜也	 7、9、9	 岸川聖也

□バンビ女子
▼準々決勝
原瞳（愛知・レインボーEC）3─１

並木友里子（東京・ウイニングジュニア）
市川由紀（山梨・増穂クラブ）3─１

足立幸子（鳥取・弓ヶ浜小スマッシュ）
本多明子（群馬・薄根卓球）3─１

山崎朋恵（栃木・華卓会）
福原愛（宮城・仙台白百合幼稚園）3─０

坂本真織（福島・豊間スポーツ少年団）
▼準決勝
原	 8、6、5	 市川
福原	 5、6、11	 本多
▼決勝
福原愛	 8、7、6	 原瞳

平成7年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成7年9月9～10日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
岸川一星（福岡・石田卓球クラブ）２─１

森下貴史（大阪・吉岡卓研）
近村一行（青森・大平小）２─０

森田直樹（千葉・千城クラブ）
宇佐美明（東京・丸善クラブ）２─０

森田剛史（愛知・卓伸EC）
田中健治（福岡・平和台クラブ）２─０

倉野優（栃木・華卓会）
▼準決勝
近村	 14、14	 岸川
宇佐美	 10、14	 田中
▼決勝
近村一行	 15、17	 宇佐美明

□ホープス女子
▼準々決勝
杉田早苗（栃木・城山クラブ）２─０

大和田史（秋田・秋田卓球会館スポーツ少年団）
村守千佳（神奈川・リトルキングス）２─１

藤田いずみ（福岡・石田卓球クラブ）
秋山かおり（山梨・増穂クラブ）２─１

福岡春菜（徳島・助任ヤング）
中村文美（大阪・吉岡卓球）２─１

平野早矢香（栃木・城山クラブ）
▼準決勝
村守	 -16、18、15	 杉田
秋山	 12、15	 中村
▼決勝
村守千佳	 12、14	 秋山かおり

□カブ男子
▼準々決勝
白神俊佑（岡山・大森クラブ）3─１

時吉佑一（愛知・レインボーEC）
河合竜太（大阪・育徳クラブ）3─０

斉藤美一（青森・チャンピオンクラブ）
駒場義久（栃木・城山クラブ）3─０

伊賀禎（福島・セントラルクラブ）

村守実（神奈川・リトルキングス）3─０
小野竜也（長崎・洗切少年クラブ）

▼準決勝
白神	 8、-7、-8、5、5	 河合
村守	 9、5、-8、5	 駒場
▼決勝
白神俊佑	 8、-9、-4、6、10	 村守実

□カブ女子
▼準々決勝
沈茜揺（富山・富山第一ドライ Jr）3─１

山﨑知春（新潟・柏崎ウィング）
岩村知香（徳島・城東クラブ）3─２

木戸李枝（愛知・渥美EC）
多田一葉（福岡・豊津クラブ）3─０

宮本真梨子（埼玉・大塚クラブ）
伊藤みどり（東京・トムジュニア）3─０

高橋万里野（埼玉・大塚クラブ）
▼準決勝
沈	 4、-5、5、9	 岩村
多田	 8、-5、10、9	 伊藤
▼決勝
多田一葉	 -8、6、5、9	 沈茜揺

□バンビ男子
▼準々決勝
岸川聖也（福岡・石田卓球クラブ）3─０

水谷雄城（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
瀬山辰男（静岡・ぬまたくクラブスポーツ少年団）

3─２　佐々木卓也（神奈川・港北クラブ）
藤本翔輝（兵庫・三木卓球ジュニア）3─０

寺本文平（大阪・王子卓球クラブ）
横山友一（岡山・安井卓球クラブ）3─１

森田翔樹（東京・ITS 三鷹）
▼準決勝
岸川	 5、8、2	 瀬山
横山	 4、4、2	 藤本
▼決勝
岸川聖也	 7、7、-9、8	 横山友一

□バンビ女子
▼準々決勝
福原愛（宮城・仙台吉成ジュニア）3─０

西村彩（京都・京都エンゼルス）
吉田球昌（青森・堤小）3─１
山梨有里（静岡・ぬまたくクラブスポーツ少年団）

時吉美樹（愛知・レインボーEC）3─０
佐藤恵美（徳島・助任ヤング）

西田渚（神奈川・リトルキングス）3─０
太田沙緒里（愛知・三好EC）

▼準決勝
福原	 4、6、3	 吉田
西田	 -10、4、13、-11、13	 時吉
▼決勝
福原愛	 3、1、2	 西田渚

平成8年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成8年9月14～15日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
原雅彦（愛知・鳳凰EC）２─０

倉野優（栃木・華卓会）
広島卓也（兵庫・川西ギャラントム）２─０

藤井健太郎（奈良・小瀬クラブ）
小川良太（大阪・星野クラブ）２─０

時吉佑一（愛知・レインボーEC）
坂本竜介（愛知・鳳凰EC）２─０

村守実（神奈川・リトルキングス）
▼準決勝
広島	 6、17	 原
坂本	 12、13	 小川
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▼決勝
坂本竜介	 16、14	 広島卓也

□ホープス女子
▼準々決勝
杉田早苗（栃木・城山クラブ）２─０

原田綾希子（鳥取・弓ヶ浜スマッシュ）
平田知代（香川・百十四ジュニア）２─０

渡辺裕子（山梨・増穂クラブ）
坂本沙織（兵庫・その田卓研）２─１

井上舞子（大阪・星野クラブ）
吉田光希（愛媛・西海ガイヤナ）２─１

平野早矢香（栃木・城山クラブ）
▼準決勝
杉田	 19、19	 平田
吉田	 10、17	 坂本
▼決勝
杉田早苗	 12、-17、15	 吉田光希

□カブ男子
▼準々決勝
横山友一（岡山・安井クラブ）3─０

小野竜也（長崎・洗切少年クラブ）
岸川聖也（福岡・石田卓球クラブ）3─１

河野隼人（大阪・今池クラブ）
森田翔樹（東京・ITS 三鷹）3─１

後藤良介（徳島・藍愛クラブ）
藤本翔輝（兵庫・その田卓研）3─２

井口真吾（群馬・薄根卓球）
▼準決勝
横山	 10、-9、8、-10、9	 岸川
森田	 10、-9、7、5	 藤本
▼決勝
横山友一	 5、13、-11、8	 森田翔樹

□カブ女子
▼準々決勝
山崎朋恵（栃木・華卓会）3─１

時吉美樹（愛知・レインボーEC）
坂本真織（兵庫・その田卓研）3─０

鎌田恵莉子（北海道・北見 TT高台寺）
原瞳（愛知・レインボーEC）3─２

梶本麻莉菜（静岡・富士市卓球スポーツ少年団）
本多明子（群馬・薄根卓球）3─１

豊重ちひろ（鹿児島・阿久根卓ス）
▼準決勝
坂本	 10、1、4	 山崎
原	 8、2、8	 本多
▼決勝
坂本真織	 5、5、-10、7	 原瞳

□バンビ男子
▼準々決勝
瀬山辰男（静岡・ぬまたくクラブ）3─０

後岡優太（大阪・吉岡卓球）
花村尚弥（静岡・ファミリースポーツ少年団）
3─１	吉田広平（岩手・米崎リトルスポーツ少年団）
池田和正（静岡・ビップスポーツ少年団）3─２

大矢英俊（三重・松阪ジュニア卓球）
水谷隼（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─１　庄野肇（徳島・八万クラブ）
▼準決勝
瀬山	 8、5、12	 花村
水谷	 5、-9、6、8	 池田
▼決勝
瀬山辰男	 9、8、6	 水谷隼

□バンビ女子
▼準々決勝
福原愛（宮城・仙台吉成小）3─０

大平悠姫乃（三重・度会クラブ）
奥田あゆみ（富山・魚津ジュニア）3─２

佐々木優紀（茨城・東海ジュニアクラブ）

佐々木孔子（岩手・小久慈スマイルスポーツ少年団）
3─０　中山翠（茨城・日立大沼少年団）

友田早紀（富山・第一ドライ Jr）3─１
林美里（山口・大和ホープス卓球スポーツ少年団）

▼準決勝
福原	 4、3、1	 奥田
佐々木	 3、-7、11、7	 友田
▼決勝
福原愛	 5、4、3	 佐々木孔子

平成9年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成9年9月14～15日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
村守実（神奈川・リトルキングス）２─０

山下陽平（愛知・レインボーEC）
久保田隆三（愛知・卓伸EC）２─１

下山隆敬（大阪・星野クラブ）
白神俊佑（岡山・フジ屋クラブ）２─１

吉川勇志（埼玉・KTGクラブ）
時吉佑一（愛知・レインボーEC）２─０

駒場義久（栃木・城山クラブ）
▼準決勝
村守	 13、11	 久保田
白神	 15、-11、8	 時吉
▼決勝
白神俊佑	 -12、12、13	 村守実

□ホープス女子
▼準々決勝
伊藤みどり（東京・トムジュニア）２─０

原瞳（愛知・レインボーEC）
代瑞葉（埼玉・大塚クラブ）２─１

羽賀恵美（岡山・岡山ジュニア）
山﨑知春（新潟・柏崎ウイングス）２─０

橋本真沙紀（東京・トムジュニア）
宮本真梨子（埼玉・大塚クラブ）２─０

多田一葉（福岡・豊津クラブ）
▼準決勝
伊藤	 18、14	 代
山﨑	 18、21	 宮本
▼決勝
伊藤みどり	 12、17	 山﨑知春

□カブ男子
▼準々決勝
横山友一（岡山・KCT）２─０

高木和法（長野・長野 JTC）
藤本翔輝（兵庫・その田卓研）２─０

原田慎吾（京都・寺田西クラブ）
岸川聖也（福岡・石田卓球クラブ）２─１

安本和雄（岐阜・海林小）
森田翔樹（東京・ITS 三鷹）２─０

瀬山辰男（静岡・ぬまたくクラブ）
▼準決勝
横山	 13、11	 藤本
岸川	 22、-17、15	 森田
▼決勝
横山友一	 17、18	 岸川聖也

□カブ女子
▼準々決勝
時吉美樹（愛知・レインボーEC）２─０

宇土弘恵（大分・中津シャルムクラブ）
西浦綾子（富山・魚津ジュニア）２─０

西田渚（神奈川・リトルキングス）
田村望（新潟・亀田クラブ）２─１

山梨有理（静岡・ぬまたくクラブ）
福原愛（宮城・仙台ジュニアスポーツ少年団）

２─０　西岡百子（兵庫・豊岡卓学）

▼準決勝
西浦	 -17、12、13	 時吉
福原	 4、1	 田村
▼決勝
福原愛	 9、6	 西浦綾子

□バンビ男子
▼準々決勝
水谷隼（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─０　島津秀幸（富山・富山第一ドライ）
加地夏日（京都・寺田西クラブ）3─１

稲垣挙（千葉・稗卓会）
郡山大河（岡山・桃太郎クラブ）3─０

植松雄一（山梨・長坂SS）
松平賢二（石川・松平スポーツ）3─１

甲斐義和（大分・ラウラ卓球スクール）
▼準決勝
水谷	 1、5、8	 加地
松平	 7、10、9	 郡山
▼決勝
水谷隼	 2、-7、3、8	 松平賢二

□バンビ女子
▼準々決勝
友田早紀（富山・富山第一ドライ）3─０

藤田麻紀子（愛知・三好EC）
田中由貴（鳥取・社スポーツ少年団）3─０

井上稀世（大阪・育徳クラブ）
天野友未（大阪・吉岡卓球）3─１

西東由美（北海道・北見留辺蘂卓少）
大竹麻子（長野・穂高SS）3─２

野崎紘子（山形・双葉クラブ）
▼準決勝
田中	 -4、5、8、-9、9	 友田
天野	 5、5、-8、6	 大竹
▼決勝
田中由貴	 5、-9、8、4	 天野友未

平成10年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成10年9月12～13日、於：魚津テクノスポーツドーム

□ホープス男子
▼準々決勝
小野竜也（長崎・長崎・長与OTC）２─０

安本和雄（岐阜・梅林小）
森田翔樹（東京・ITS 三鷹）２─０

水野裕哉（宮城・HS岩手）
岸川聖也（福岡・石田卓球クラブ）２─０

坪口道和（長崎・福江ジュニア）
横山友一（岡山・K.C.T）２─０

後藤良介（徳島・藍愛クラブ）
▼準決勝
小野	 -14、11、8	 森田
岸川	 -19、9、16	 横山
▼決勝
岸川聖也	 17、-15、15	 小野竜也

□ホープス女子
▼準々決勝
堀部紗代（高知・郵便局ジュニア）２─１

原瞳（愛知・レインボーEC）
花田麻里（奈良・小瀬クラブ）２─０

渡辺美里（山梨・忍野村卓球スポーツ少年団）
時吉美樹（愛知・レインボーEC）２─０

松田寛子（山口・島地小）
酒井亜季（兵庫・その田卓研）２─０

西浦綾子（富山・魚津ジュニア）
▼準決勝
堀部	 -11、15、10	 花田
酒井	 19、17	 時吉
▼決勝
酒井亜季	 19、-19、8	 堀部紗代
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□カブ男子
▼準々決勝
瀬山辰男（静岡・ぬまたくクラブ）２─１

花村尚弥（静岡・ファミリースポーツ少年団）

軽部隆介（東京・ITS 三鷹）２─１
後岡優太（大阪・吉岡卓球）

高木和卓（東京・ITS 三鷹）２─０
松平賢二（石川・松平スポーツ）

水谷隼（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
２─０　福田誠（福岡・石田卓球クラブ）

▼準決勝
軽部	 -17、14、20	 瀬山
高木和	 14、-17、13	 水谷
▼決勝
高木和卓	 -16、17、16	 軽部隆介

□カブ女子
▼準々決勝
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─０

佐々木優紀（茨城・東海ジュニア卓球クラブ）
清水愛（岡山・津山倶楽部 Jr）２─０
佐々木孔子（岩手・小久慈スマイルスポーツ少年団）
林美里（山口・大和ホープス卓球スポーツ少年団）

２─０　坂本夕佳（岡山・フジ屋クラブ）
阿部奈々（宮城・東北卓球C&C）２─０

内藤もえ（兵庫・しらさぎジュニア）
▼準決勝
福原	 11、0	 清水
阿部	 -13、16、15	 林
▼決勝
福原愛	 5、5	 阿部奈々

□バンビ男子
▼準々決勝
浜口拓馬（徳島・助任ヤング）3─０

日馬一成（愛知・杜若ジュニア）
中島裕騎（兵庫・川西ギャラントム）3─１

本藤俊博（島根・津宮クラブ）
松平健太（石川・松平スポーツ）3─２

山木康平（山形・松原スポーツ）
大矢裕紀（三重・松阪ジュニア卓球クラブ）3─０

中野哲聖（静岡・ビップスポーツ少年団）
▼準決勝
中島	 10、4、10	 浜口
大矢	 9、7、-14、5	 松平
▼決勝
中島裕騎	 3、8、4	 大矢裕紀

□バンビ女子
▼準々決勝
小川未紗希（奈良・小瀬クラブ）3─１

藤田麻紀子（愛知・三好EC）
加藤充恵（静岡・下田スポーツ少年団）3─１

竹本美菜央（徳島・昭和クラブ）
高志旭（神奈川・日産ジュニア）3─０

中島未早希（神奈川・日産ジュニア）
藤井優子（奈良・小瀬クラブ）3─０

池田好美（愛媛・清水クラブ）
▼準決勝
小川	 5、4、7	 加藤
高志	 8、-10、13、-8、7	 藤井
▼決勝
高志旭	 -7、9、2、-2、0	 小川未紗希

平成11年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成11年9月11～12日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
岸川聖也（福岡・石田卓球クラブ）２─０

大矢英俊（三重・松阪ジュニア卓球クラブ）

安本和雄（岐阜・梅林小学校）２─１
高木和卓（東京・ITS 三鷹）

森田翔樹（東京・ITS 三鷹）２─０
原田慎吾（京都・マゼスト小林）

横山友一（岡山・K.C.T）２─０
軽部隆介（東京・ITS 三鷹）

▼準決勝
岸川	 17、13	 安本
森田	 18、20	 横山
▼決勝
岸川聖也	 17、18	 森田翔樹

□ホープス女子
▼準々決勝
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─０

井上朋美（東京・トムジュニア）
渡辺美里（山梨・忍野SS）２─０

小野思保（埼玉・KTG）
西浦綾子（富山・魚津ジュニア）２─０

岡本真由子（奈良・高の原クラブ）
田中紗希子（兵庫・その田卓研）２─１

西田渚（神奈川・リトルキングス）
▼準決勝
福原	 9、7	 渡辺
西浦	 14、19	 田中
▼決勝
福原愛	 15、11	 西浦綾子

□カブ男子
▼準々決勝
水谷隼（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

２─０　小島直也（愛知・卓伸EC）
甲斐義和（大分・無限塾ジュニア）２─１

和田圭輔（岐阜・城西小学校）
濵川明史（徳島・城東クラブ）２─０

石野淳（岡山・ピンポン備前）
江藤遼（大分・フジヤマジュニア）２─０

松平賢二（石川・松平スポーツ）
▼準決勝
水谷	 13、16	 甲斐
濵川	 12、15	 江藤
▼決勝
水谷隼	 14、-16、13	 濵川明史

□カブ女子
▼準々決勝
瀧澤杏奈（兵庫・その田卓研）２─０

谷越麻美（富山・魚津ジュニア）
天野友未（大阪・吉岡卓球）２─０

高志旭（神奈川・日産ジュニアクラブ）
加藤亜理沙（岐阜・美濃加茂スポーツ少年団）２─１

園田綾佳（鹿児島・妙円寺卓球スポーツ少年団）
田中由貴（鳥取・社スポーツ少年団）２─０
土井みなみ（宮城・東北卓球C&Cスポーツ少年団）
▼準決勝
天野	 14、-12、16	 瀧澤
加藤	 20、-19、15	 田中
▼決勝
加藤亜理沙	 15、-17、8	 天野友未

□バンビ男子
▼準々決勝
松平健太（石川・松平スポーツ）3─０

林一茂（山形・浜田スポーツ）
柳井陽介（大分・のつSC）3─１

岡田彰仁（新潟・白根アトム）
福沢拓巳（新潟・新発田ジュニア）3─１

桒田晋一郎（広島・プレーイングピンポン府中）
山谷仁生（青森・青森山田ジュニア）3─０

浜口元樹（佐賀・鎮西クラブ）
▼準決勝
松平	 9、3、1	 柳井
山谷	 -4、7、6、-8、7	 福沢
▼決勝
松平健太	 8、3、9	 山谷仁生

□バンビ女子
▼準々決勝
塩本容子（徳島・津田ジュニア）3─２

籠島江梨佳（新潟・白根アトム）
岡崎恵（宮城・東北卓球C&Cスポーツ少年団）

3─１早川亜希（愛知・ポピンズ）
池田友里佳（兵庫・小浜卓球スクール）3─０

中村矩子（福岡・糸島自然塾）
北岡エリ子（高知・車谷クラブ）3─１

酒井春香（山形・黒森スポーツ少年団）
▼準決勝
岡崎	 -8、6、9、-7、8	 塩本
北岡	 2、7、-10、-3、9	 池田
▼決勝
北岡エリ子	 -2、10、9、9	 岡崎恵

平成12年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成12年9月9～10日、於：姫路市立中央体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
高木和卓（東京・千代田クラブ）２─０

足立智哉（京都・福卓クラブ）
水谷隼（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）２─０

大谷修平（神奈川・リトルキングス）
大矢英俊（三重・松阪ジュニア卓球クラブ）２─１

池田和正（静岡・ビップスポーツ少年団）
軽部隆介（東京・丸善クラブ）２─０

花村尚哉（静岡・井上卓球スポーツ少年団）
▼準決勝
高木和	 12、-14、17	 水谷
大矢	 18、-16、11	 軽部
▼決勝
大矢英俊	 16、23	 高木和卓

□ホープス女子
▼準々決勝
福原愛（大阪・ミキハウス JSC）２─０

中山翠（茨城・日立大沼卓球スポーツ少年団）
佐々木優紀（茨城・東海ジュニア卓球クラブ）

２─１　山本佳奈（兵庫・姫路卓研）
福留真代（大阪・育徳クラブ）２─０

照井萌美（兵庫・その田卓研）
川畑舞（石川・西海小卓球教室）２─１

中村薫子（福岡・糸島自然塾）
▼準決勝
福原	 14、6	 佐々木
川畑	 18、-16、12	 福留
▼決勝
福原愛	 14、14	 川畑舞

□カブ男子
▼準々決勝
林一茂（山形・浜田スポーツ少年団）２─０

本藤俊博（島根・津宮クラブ）
中島裕騎（兵庫・川西ギャラントム）２─１

松平健太（石川・松平スポーツ）
山谷仁生（青森・青森山田ジュニアクラブ）２─０

近藤功成（新潟・旭クラブ）
高垣敬太（大阪・育徳クラブ）２─０

山木康平（山形・酒田卓球会館）
▼準決勝
中島	 13、15	 林
高垣	 12、-19、15	 山谷
▼決勝
中島裕騎	 9、17	 高垣敬太

□カブ女子
▼準々決勝
池田好美（愛媛・清水クラブ）２─１

浦ちづる（福岡・糸島自然塾）
小川未紗希（奈良・小瀬クラブ）２─０

清野紗由美（山形・鳳凰卓翔会）
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中島未早希（神奈川・日産ジュニアクラブ）２─０
一宮沙紀（福岡・糸島自然塾）

藤井優子（奈良・小瀬クラブ）２─０
鳥居夕華（兵庫・小浜卓球スクール）

▼準決勝
小川	 14、15	 池田
藤井	 19、19	 中島
▼決勝
小川未紗希	 -8、20、11	 藤井優子

□バンビ男子
▼準々決勝
田巻隼一（福島・みやたクラブ）3─０

松田智潮（山形・三川スポーツ少年団）
山本直哉（富山・福岡キングコング）3─１

清野将成（新潟・新発田ジュニア）
鹿屋良平（鹿児島・松元卓運）3─０

黒羽直也（秋田・秋田卓球会館スポーツ少年団）
平野友樹（栃木・城山卓球クラブジュニア）3─２

吉田和也（広島・ピンポンカベ）
▼準決勝
田巻	 -9、6、7、9	 山本
鹿屋	 11、5、8	 平野
▼決勝
鹿屋良平	 8、5、-4、-9、9	 田巻隼一

□バンビ女子
▼準々決勝
荒畑知佳（大阪・吉岡卓球）3─１

塩本容子（徳島・津田ジュニア）
多田光希（福岡・豊津クラブ）3─０

水谷茉央（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
金子愛美（広島・プレーイングピンポン府中）

3─１　森美紗樹（大阪・吉岡卓球）
影浦瑞華（愛媛・清水クラブ）3─１

天野優（和歌山・和銀卓球クラブ）
▼準決勝
多田	 9、8、5	 荒畑
影浦	 -7、8、10、10	 金子
▼決勝
影浦瑞華	 8、-6、-3、6、6	 多田光希

平成13年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成13年9月7～9日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
水谷隼（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─1　笠原弘光（兵庫・川西ギャラントム）
高垣敬太（大阪・育徳クラブ）3─0

江藤遼（大分・フジヤマジュニア）
中島裕騎（兵庫・川西ギャラントム）3─0
	 藤本ヒカル（香川・相原スクール）
松平賢二（石川・松平スポーツ）3─0	

濵川明史（徳島・城東クラブ）
▼準決勝
水谷	 6、9、5	 高垣
松平	 5、-5、9、7	 中島
▼決勝
水谷隼	 3、5、9	 松平賢二

□ホープス女子
▼準々決勝
中島未早希（神奈川・日産ジュニアクラブ）3─1

石垣優香（愛知・卓伸SC）
川村愛（神奈川・日産ジュニアクラブ）3─1

上田萌（京都・一条クラブ）
浦千鶴（福岡・糸島自然塾）3─2

清野紗由美（山形・鳳凰卓翔会）
若宮三紗子（香川・多度津スポーツ少年団）3─1

松本郁（福岡・石田卓球クラブ）

▼準決勝
中島	 8、-7、9、9	 川村
浦	 7、8、-1、9	 若宮
▼決勝
浦千鶴	 -9、12、11、-5、7	 中島未早希

□カブ男子
▼準々決勝
谷村直樹（岐阜・高富スポーツ少年団）3─0

関本健（福島・中島 TTS）
橋本唯史（東京・丸善クラブ）3─0

桑田晋一郎（広島・プレーイングピンポン府中）
福沢拓巳（新潟・新発田ジュニア）3─1

松平健太（石川・松平スポーツ）
白戸龍馬（青森・青森山田ジュニアクラブ）3─1

林一茂（山形・酒田卓球会館）
▼準決勝
橋本	 8、-8、5、7	 谷村
白戸	 4、8、3	 福沢
▼決勝
橋本唯史	 -6、9、-7、7、7	 白戸龍馬

□カブ女子
▼準々決勝
酒井春香（山形・酒田卓球会館）3─0

中村矩子（福岡・糸島自然塾）
岡崎恵（宮城・東北卓球C&C）3─0

大森玲奈（茨城・岩間スポーツ少年団）
池田友里佳（兵庫・小浜卓球スクール）3─1

北岡エリ子（高知・車谷クラブ）
松井彩香（埼玉・KTGクラブ）3─1

松澤茉里奈（長野・下條 JTC）
▼準決勝
岡崎	 -7、11、3、-10、5	 酒井
池田	 4、8、3	 松井
▼決勝
池田友里佳	 4、2、5	 岡崎恵

□バンビ男子
▼準々決勝
清野将成（新潟・新発田ジュニア）3─0

共田準吾（千葉・千城クラブ）
落合卓（埼玉・熊谷 Jクラブ）3─0

大野泰士（福島・双葉スポーツ少年団）
澤畑宏徳（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─2

吉村真晴（茨城・東海ジュニア卓球クラブ）
平野佑治（神奈川・日産ジュニア）3─0

有延大夢（福岡・豊津クラブ）
▼準決勝
清野	 2、9、8	 落合
平野	 2、10、4	 澤畑
▼決勝
平野佑治	 9、-2、8、-6、5	 清野将成

□バンビ女子
▼準々決勝
武智瞳（愛媛・MTC）3─1

高橋結女（新潟・DJクラブ）
高橋真梨子（大阪・星野クラブ）3─0

村上万由子（山口・由宇マーベルス）
稲吉早紀（愛知・形原ジュニア）3─2

浜田美優（徳島・和田島クラブ）
片桐彩夏（新潟・新発田ジュニア）3─2

松本優希（大分・フジヤマジュニア）
▼準決勝
武智	 9、6、-9、5	 高橋
稲吉	 7、-5、-8、11、8	 片桐
▼決勝
武智瞳	 7、-4、8、12	 稲吉早紀

平成14年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成14年9月6～8日、於：帯広市総合体育館

□ホープス男子
▼準々決勝
中島裕騎（兵庫・川西ギャラントム）3─0

谷村直樹（岐阜・高富卓球スポーツ少年団）
松平健太（石川・松平スポーツ）3─0

猪股俊太郎（宮城・東北卓球C&C）
山木康平（山形・酒田卓球会館ジュニア）3─2

井上啓（広島・三矢 JSC）
高垣敬太（大阪・育徳クラブ）3─1

森田倖平（兵庫・コンパスクラブ神戸）
▼準決勝
中島	 8、-8、6、-6、6	 松平
高垣	 9、7、-7、5	 山木
▼決勝
中島裕騎	 -6、7、-9、4、6	 高垣敬太

□ホープス女子
▼準々決勝
藤井優子（奈良・小瀬クラブ）3─2

浦千鶴（福岡・糸島自然塾）
玉石美幸（奈良・小瀬クラブ）3─2

藤田麻紀子（神奈川・日産ジュニアクラブ）
一宮沙紀（福岡・糸島自然塾）3─1

岡崎恵（宮城・東北卓球C&C）
小川未紗希（奈良・小瀬クラブ）3─2

中島未早希（神奈川・日産ジュニア）
▼準決勝
玉石	 8、10、-9、-8、9	 藤井
小川	 7、3、-3、2	 一宮
▼決勝
小川未紗希	 9、6、5	 玉石美幸

□カブ男子
▼準々決勝
平野友樹（栃木・城山卓球クラブ Jr）3─1

奥田大梧（宮城・仙台ジュニアクラブ）
吉田和也（広島・ヨシダ TTS）3─1

清野将成（新潟・新発田ジュニア）
柴田直人（広島・シバタ卓球クラブ）3─2

山本直哉（富山・富山キングコング）
鹿屋良平（鹿児島・松元卓運）3─0

平野佑治（神奈川・日産ジュニアクラブ）
▼準決勝
平野	 6、-7、8、8	 吉田
鹿屋	 4、10、8	 柴田
▼決勝
鹿屋良平	 7、9、8	 平野友樹

□カブ女子
▼準々決勝
多田光希（福岡・豊津クラブ）3─1

大井奈都美（徳島・昭和クラブ）
影浦瑞華（愛媛・清水クラブ）3─0

篠藤香穂里（兵庫・その田卓研）
天野優（和歌山・和銀クラブ）3─1

塩本容子（徳島・昭和クラブ）
阿部祐巳（徳島・津田ジュニア）3─1

安達るみ（大分・フジヤマジュニア）
▼準決勝
多田	 6、10、8	 影浦
天野	 4、9、5	 阿部
▼決勝
天野優	 6、-6、6、-7、9	 多田光希

□バンビ男子
▼準々決勝
有延大夢（福岡・豊津クラブ）3─0

坪金衛（山口・徳山卓研スポーツ少年団）
𠮷田雅己（北海道・円山クラブ）3─1

佐藤悠也（福岡・石田卓球クラブ）
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後藤卓也（北海道・円山クラブ）3─1
町飛鳥（神奈川・岸田クラブ）

永見彰宏（大阪・星野クラブ）3─0
森薗政崇（東京・ひばりヶ丘 Jr）

▼準決勝
𠮷田 4、10、8 有延
後藤	 -6、-8、7、6、6	 永見
▼決勝
後藤卓也	 6、5、10	 𠮷田雅己

□バンビ女子
▼準々決勝
明珍香澄（福井・大野クラブジュニア）3─2

酒井詩音（山形・酒田卓球会館ジュニア）
村上優（愛媛・大西クラブ）3─0

松平志穂（石川・松平スポーツ）
吉田佳奈（広島・ヨシダ TTS）3─2

狩俣道世（沖縄・りゅうぎんジュニア）
鈴木李茄（静岡・ビップ）3─1

三浦真莉（宮城・仙台ジュニアクラブ）
▼準決勝
村上	 9、-4、4、9	 明珍
吉田	 17、-7、-9、5、9	 鈴木
▼決勝
村上優	 2、9、7	 吉田佳奈

平成15年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成15年9月5～7日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
松平健太（石川・松平スポーツ）3─1

林一茂（山形・酒田卓球会館）
野邑大陽（神奈川・KMSC）3─2

板倉健信（福岡・石田卓球クラブ）
橋本唯史（東京・丸善クラブ）3─2

浜口元樹（福岡・博多卓球クラブ）
桑田晋一郎（広島・プレーイングピンポン府中）
3─0　山谷仁生（青森・青森山田ジュニアクラブ）
▼準決勝
松平	 -7、3、7、5	 野邑
橋本	 4、-10、7、-10、9	 桑田
▼決勝
松平健太	 8、8、9	 橋本唯史

□ホープス女子
▼準々決勝
中尾ゆうこ（香川・相原スクール）3─2

森薗美咲（東京・ひばりヶ丘 Jr）
酒井春香（山形・酒田卓球会館）3─1

市川梓（愛知・形原ジュニアEC）
天野優（和歌山・和銀卓球クラブ）3─1

石川佳純（山口・山口ジュニアクラブ）
池田友里佳（兵庫・小浜卓球ジュニア）3─0

多田光希（福岡・豊津クラブ）
▼準決勝
酒井	 3、5、7	 中尾
池田	 6、10、8	 天野
▼決勝
酒井春香	 7、8、5	 池田友里佳

□カブ男子
▼準々決勝
清野将成（新潟・新発田ジュニア）3─2

尾留川竜貴（神奈川・日産ジュニアクラブ）
加藤祐也（秋田・秋田卓球会館スポーツ少年団）

3─2　共田準吾（千葉・千城クラブ）
吉村真晴（茨城・東海ジュニア卓球クラブ）3─1

松井良樹（京都・マゼスト小林）
德永大輝（福岡・石田卓球クラブ）3─0

平野佑治（神奈川・日産ジュニアクラブ）

▼準決勝
清野	 5、-7、12、6	 加藤
吉村	 9、-4、-10、9、8	 德永
▼決勝
吉村真晴	 -10、10、-10、4、9	 清野将成

□カブ女子
▼準々決勝
片桐彩夏（新潟・白根アトム）3─0

村上優（愛媛・大西クラブ）
𡈽田美佳（和歌山・和銀卓球クラブ）3─0

辻原麻希（大分・無限塾 Jr）
松本優希（大分・KID'S51）3─0

山内麻祐子（奈良・アインズ）
渡辺由佳（静岡・ファミリースポーツ少年団）3─0
川路はるか（鹿児島・妙園寺卓球スポーツ少年団）

▼準決勝
𡈽田 -4、9、-8、7、5 片桐
松本	 -9、6、5、6	 渡辺
▼決勝
𡈽田美佳 -10、9、11、7 松本優希

□バンビ男子
▼準々決勝
森薗政崇（東京・ひばりヶ丘 Jr）3─0

松田尚樹（愛知・一宮EC）
田添大寛（福岡・石田卓球クラブ）3─0

白根亮太（島根・稗原クラブ）
水野基成（愛知・形原ジュニアEC）3─2

東勇渡（栃木・益子卓球ジュニアクラブ）
田添健汰（福岡・石田卓球クラブ）3─1

恒松輝（島根・大田クラブ Jr）
▼準決勝
田添大	 9、-9、3、-9、8	 森薗
田添健	 4、8、6	 水野
▼決勝
田添健汰	 8、-8、6、7	 田添大寛

□バンビ女子
▼準々決勝
松平志穂（石川・松平スポーツ）3─0

相川遥（富山・魚津ジュニア）
弓取夏貴（福岡・石田卓球クラブ）3─0

森さくら（兵庫・伊丹卓球教室）
德永美子（福岡・石田卓球クラブ）3─1

大平夕梨華（三重・度会卓球クラブ）
伊井利緒（広島・可部町スポーツ少年団）3─1

清水彩加（岡山・津山倶楽部ジュニア）
▼準決勝
弓取	 10、5、-9、9	 松平
伊井	 -6、8、7、-8、5	 德永
▼決勝
伊井利緒	 -6、-8、6、8、7	 弓取夏貴

平成16年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成16年9月3～5日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
野邑大陽（青森・青森山田ジュニア）3─1

星野直樹（新潟・新発田ジュニア）
山本直哉（富山・富山キングコング）3─1

笹尾卓人（神奈川・日産ジュニアクラブ）
平野佑治（神奈川・日産ジュニアクラブ）3─1

森聡詩（兵庫・伊丹卓球教室）
稲熊宏晃（岐阜・長良東スポーツ少年団）3─1

德永大輝（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
野邑	 6、6、6	 山本
平野	 8、-3、9、-9、11	 稲熊
▼決勝
野邑大陽	 10、4、7	 平野佑治

□ホープス女子
▼準々決勝
亀崎絢（埼玉・KTGクラブ）3─1

天野優（和歌山・和銀卓球クラブ）
水谷茉央（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─0　俵美幸（山口・山口ジュニアクラブ）
石川佳純（山口・山口ジュニアクラブ）3─0

森美紗樹（大阪・吉岡SC）
森薗美咲（東京・美鷹クラブ）3─0

藤原彩香（高知・First	Step）
▼準決勝
亀崎	 4、12、10	 水谷
石川	 9、9、6	 森薗
▼決勝
石川佳純	 9、9、7	 亀崎絢

□カブ男子
▼準々決勝
後藤卓也（北海道・円山クラブ）3─2

藤原翔（大分・フジヤマ Jr）
有延大夢（福岡・豊津クラブ）3─2

田添健汰（福岡・石田卓球クラブ）
𠮷田雅己（北海道・円山クラブ）3─0

池戸大雅（愛知・ピンテック）
丹羽孝希（北海道・ファイナルウィン Jr）3─2

町飛鳥（神奈川・岸田クラブ）
▼準決勝
後藤	 15、8、9	 有延
丹羽	 6、9、5	 𠮷田
▼決勝
後藤卓也	 7、9、-7、8	 丹羽孝希

□カブ女子
▼準々決勝
村上優（高知・大西卓研 Jr）3─0

清水愛（兵庫・曹クラブ）
谷岡あゆか（高知・FirstStep）3─0

内山春花（大分・KID'S51）
藤原美葵（高知・FirstStep）3─0

清水彩加（岡山・津山倶楽部 Jr）
鈴木李茄（静岡・ファミリースポーツ少年団）3─1

田崎彩織（茨城・東海クラブ）
▼準決勝
谷岡	 5、8、7	 村上
藤原	 7、-4、9、-2、11	 鈴木
▼決勝
谷岡あゆか	 8、8、9	 藤原美葵

□バンビ男子
▼準々決勝
村松雄斗（山梨・平野卓研）3─0

山根弘太郎（愛知・三好クラブ）
小塙祐太（栃木・益子卓球ジュニアクラブ）3─2

左右田颯斗（山形・長井ジュニア）
地崎大知（岡山・安井クラブ）3─2

田添響（福岡・石田卓球クラブ）
酒井明日翔（岐阜・高富スポーツ少年団）3─1

石井達也（埼玉・KTGクラブ）
▼準決勝
村松	 5、7、3	 小塙
酒井	 6、7、5	 地崎
▼決勝
村松雄斗	 8、11、5	 酒井明日翔

□バンビ女子
▼準々決勝
德永美子（福岡・石田卓球クラブ）3─0

今井望貴（広島・広島フェニックス）
瀬山咲希（静岡・ぬまたくクラブ）3─1

真門莉那（富山・舟橋ジュニア）
前田美優（香川・高瀬クラブ）3─1

加藤みなみ（徳島・助任ヤング）
森さくら（兵庫・伊丹卓球教室）3─0

山本亜由美（広島・庄原卓球スポーツ少年団）
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▼準決勝
德永	 8、9、9	 瀬山
森	 5、-9、6、9	 前田
▼決勝
森さくら	 7、8、3	 德永美子

平成17年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成17年7月29～31日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
平野佑治（神奈川・日産ジュニアクラブ）3─0

高羽大樹（大分・フジヤマ Jr）
丹羽孝希（北海道・ファイナルウィン Jr）3─1

有延大夢（福岡・豊津クラブ）
吉村真晴（茨城・東海ジュニア卓球クラブ）3─0

後藤卓也（北海道・TTP）
清野将成（新潟・新発田ジュニア）3─2

德永大輝（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
平野	 -10、8、-9、9、9	 丹羽
吉村	 -18、5、-8、8、6	 清野
▼決勝
平野佑治	 3、7、-8、-6、7	 吉村真晴

□ホープス女子
▼準々決勝
村上由紀（福岡・糸島自然塾）3─0

池田真由佳（兵庫・小浜クラブ Jr）
道端真乃（石川・真名井スポーツ少年団）3─0

佐藤優衣（三重・21クラブ）
高橋真梨子（大阪・星野クラブ）3─0

都築鷹未（愛知・ピンテック）
辻原麻希（大分・無限塾 Jr）3─0

鈴木李茄（静岡・ファミリースポーツ少年団）
▼準決勝
村上	 11、6、-5、2	 道端
高橋	 8、-9、7、15	 辻原
▼決勝
高橋真梨子	 6、-5、4、8	 村上由紀

□カブ男子
▼準々決勝
田添健汰（福岡・石田卓球クラブ）3─1

卯木将大（島根・久城クラブ）
松田尚樹（愛知・美崎SC）3─0

村松雄斗（山梨・平野卓研）
田添大寛（福岡・石田卓球クラブ）3─0

町口智哉（石川・鳥屋クラブジュニア）
森薗政崇（東京・美鷹クラブ）3─0

堀大志（岐阜・和田 TTC）
▼準決勝
田添健	 -7、9、11、5	 松田
森薗	 4、4、7	 田添大
▼決勝
森薗政崇	 -8、7、8、8	 田添健汰

□カブ女子
▼準々決勝
清水彩加（岡山・津山倶楽部ジュニア）3─2

高橋美帆（山口・ピンポンハウス徳山）
前田美優（香川・高瀬クラブ）3─0

德永美子（福岡・石田卓球クラブ）
岩崎夏実（香川・バラジュニア）3─0

森さくら（兵庫・伊丹卓球教室）
相原なつみ（香川・相原スクール）3─1

加藤夏海（秋田・秋田卓球会館）
▼準決勝
前田	 6、-8、5、6	 清水
相原	 -3、8、4、10	 岩崎
▼決勝
前田美優	 5、10、6	 相原なつみ

□バンビ男子
▼準々決勝
山根弘太郎（愛知・三好クラブ）3─1

道端莉句（石川・真名井スポーツ少年団）
姚東寅（新潟・新発田ジュニア）3─0

向屋敷達也（千葉・流山アストロズ）
高橋和也（広島・ヨシダ TTS）3─0

遠藤竜馬（福井・アイビージュニア）
大西尚弥（兵庫・華兵卓球）3─0

高橋毅（宮城・東北卓球C&C）
▼準決勝
山根	 9、-11、9、-9、6	 姚
高橋和	 9、8、6	 大西
▼決勝
山根弘太郎	 7、7、8	 高橋和也

□バンビ女子
▼準々決勝
瀬山咲希（静岡・ぬまたくクラブ）3─0

芝田沙季（千葉・旭スタークラブ II）
工藤優（青森・鶴卓 TC）3─1

内田彩香（長野・堀金 JTC）
北岡さと子（高知・車谷クラブ）3─0

桑原結梨奈（新潟・白根アトム）
森田彩音（静岡・Spin's）3─2

平岡由梨（山口・岩国スポーツ）
▼準決勝
瀬山	 3、10、3	 工藤
森田	 5、3、8	 北岡
▼決勝
瀬山咲希	 6、9、-8、4	 森田彩音

平成18年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成18年7月28～30日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
丹羽孝希（北海道・ファイナルウィン Jr）3─0

池戸大雅（愛知・ピンテック）
有延大夢（福岡・豊津クラブ）3─1

田添健汰（福岡・石田卓球クラブ）
町飛鳥（神奈川・岸田クラブ）3─0

松田尚樹（愛知・美崎クラブ）
森薗政崇（東京・美鷹クラブ）3─1

藤村友也（徳島・和田島クラブ）
▼準決勝
丹羽	 7、6、6	 有延
町	 9、7、9	 森薗
▼決勝
丹羽孝希	 -16、10、4、-8、6	 町飛鳥

□ホープス女子
▼準々決勝
三浦由美子（東京・Meiji	c.s.c）3─2

鈴木李茄（静岡・ファミリースポーツ少年団）
佐藤風薫（愛知・卓伸クラブ）3─1

庄司有貴（宮城・仙台ジュニア）
谷岡あゆか（高知・First	Step）3─0

三浦真莉（宮城・仙台ジュニア）
村上優（愛媛・大西卓球 Jr）3─1

佐藤優衣（三重・21クラブ）
▼準決勝
佐藤風	 -9、2、6、7	 三浦
谷岡	 6、6、-10、9	 村上
▼決勝
谷岡あゆか	 -9、5、4、-11、6	 佐藤風薫

□カブ男子
▼準々決勝
村松雄斗（山梨・平野卓研）3─0

石井達也（埼玉・KTGクラブ）

郡山北斗（岡山・桃太郎卓球クラブ）3─0
酒井明日翔（岐阜・酒井クラブ）

坪井勇磨（埼玉・TTC平屋）3─2
左右田颯斗（山形・長井ジュニアスポーツ少年団）

田添響（福岡・石田卓球クラブ）3─0	
硴塚将人（熊本・城山ひのくにジュニア）

▼準決勝
村松	 8、10、-7、6	 郡山
田添	 5、4、16	 坪井
▼決勝
村松雄斗	 4、5、11	 田添響

□カブ女子
▼準々決勝
前田美優（香川・高瀬クラブ）3─0

小室聖（東京・卓楓会）
瀬山咲希（静岡・ぬまたくクラブ）3─2

西垣優海（大阪・吉岡SC）
森さくら（兵庫・伊丹卓球教室）3─1

森薗美月（愛媛・えひめ TTC）
德永美子（福岡・石田卓球クラブ）3─0

森田彩音（静岡・Spin's）
▼準決勝
前田	 4、9、11	 瀬山
德永	 7、12、13	 森
▼決勝
前田美優	 -10、8、4、6	 德永美子

□バンビ男子
▼準々決勝
伊丹雄飛（広島・広島フェニックス）3─0

佐伯慎一（和歌山・岩出S.	P.C）
出雲卓斗（石川・鳥屋クラブ Jr）3─1

坂本来大（埼玉・TTC平屋）
羽佳翔鵬（東京・美鷹クラブ）3─1

遠藤竜馬（福井・アイビージュニア）
姚東寅（新潟・新発田ジュニア）3─0

立藤颯馬（大阪・西なんばジュニア）
▼準決勝
伊丹	 16、6、9	 出雲
姚	 3、13、7	 羽佳
▼決勝
姚東寅	 8、3、6	 伊丹雄飛

□バンビ女子
▼準々決勝
馬場麻裕（兵庫・小浜クラブ Jr）3─1

横山茉穂（兵庫・姫路卓研）
三村優果（兵庫・三村 TTC）3─0

堀越麻菜（宮城・卓勝 JOYクラブ）
浜本由惟（大阪・すみよし長居 TC）3─0

加藤美優（東京・美鷹クラブ）
五十嵐麻莉依（福島・喜多方卓球ランド）3─2

高橋千矢（兵庫・川西ギャラントム）
▼準決勝
三村	 8、-5、9、8	 馬場
浜本	 3、4、3	 五十嵐
▼決勝
浜本由惟	 5、4、-8、4	 三村優果

平成19年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成19年7月27～29日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
森薗政崇（東京・美鷹クラブ）3─0

水野基成（愛知・ピンテック）
東勇渡（栃木・益子卓球ジュニアクラブ）3─1

永田昴大（大阪・育徳クラブ）
松田尚樹（愛知・美崎クラブ）3─1

村松雄斗（山梨・平野卓研）
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田添健汰（福岡・石田卓球クラブ）3─0
坪井勇磨（埼玉・TTC平屋）

▼準決勝
森薗	 8、-10、8、9	 東
田添	 -7、8、8、-9、11	 松田
▼決勝
森薗政崇	 4、-8、9、7	 田添健汰

□ホープス女子
▼準々決勝
加藤知秋（岐阜・卓研ジュニア）3─0

宋恵佳（神奈川・日産ジュニアクラブ）
前田美優（香川・高瀬クラブ）3─2

八島柚伊（福島・平野卓球スポーツ少年団）
岩崎夏実（香川・バラジュニア）3─0

德永美子（福岡・石田卓球クラブ）
松平志穂（石川・松平スポーツ）3─0

伊井利緒（広島・伊井卓球CO）
▼準決勝
前田	 7、7、4	 加藤
松平	 10、4、4	 岩崎
▼決勝
前田美優	 -9、-11、5、2、4	 松平志穂

□カブ男子
▼準々決勝
硴塚将人（熊本・城山ひのくにジュニア）3─1

神京夏（三重・21クラブ）
姚東寅（新潟・新発田ジュニア）3─0

岩城友聖（鹿児島・妙円寺卓球スポーツ少年団）
及川瑞基（宮城・仙台ジュニア）3─1

卯木尚大（島根・稗原クラブ）
高取侑史（島根・稗原クラブ）3─0

道端莉句（石川・穴水真名井スポーツ少年団）
▼準決勝
姚	 -5、11、9、4	 硴塚
及川	 -5、-9、10、5、5	 高取
▼決勝
姚東寅	 6、8、9	 及川瑞基

□カブ女子
▼準々決勝
瀬山咲希（静岡・ぬまたくクラブスポーツ少年団）

3─1　石田葵（愛知・ピンテック）
石川梨良（山口・山口ジュニアクラブ）3─2

中澤紬（東京・美鷹クラブ）
浜本由惟（大阪・すみよし長居 TC）3─0

渋谷京香（東京・美鷹クラブ）
原田幸子（島根・津宮クラブ）3─2

芝田沙季（千葉・千城クラブ）
▼準決勝
瀬山	 6、2、-7、-6、6	 石川
浜本	 4、8、4	 原田
▼決勝
瀬山咲希	 10、8、-9、8	 浜本由惟

□バンビ男子
▼準々決勝
大谷和（東京・協和 TTS）3─2

出雲卓斗（石川・鳥屋クラブジュニア）
木造勇人（愛知・美崎クラブ）3─0

髙見真己（岐阜・卓研ジュニア）
中村浩二郎（広島・可部町スポーツ少年団）3─1

橋本彩太（栃木・鹿沼 JTC）
竹﨑千明（高知・First	Step）3─1

山本涼馬（愛知・御津クラブ）
▼準決勝
木造	 -14、3、6、6	 大谷
竹﨑	 9、-14、9、9	 中村
▼決勝
竹﨑千明	 -9、6、-7、8、9	 木造勇人

□バンビ女子
▼準々決勝
三村優果（兵庫・三村 TTC）3─0

梶田未来（鳥取・社スポーツ少年団）
平野美宇（山梨・平野卓研）3─0

中森満也（兵庫・川西ギャラントム）
伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
3─0　松永美咲（岡山・高島卓球スポーツ少年団）
加藤美優（東京・美鷹クラブ）3─1

木村香純（千葉・トトロクラブ）
▼準決勝
平野	 -12、11、11、8	 三村
加藤	 13、-7、-9、5、10	 伊藤
▼決勝
平野美宇	 3、8、-5、-9、6	 加藤美優

平成20年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成20年7月25～27日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
村松雄斗（山梨・平野卓研）3─0

酒井明日翔（岐阜・酒井クラブ）
田添響（福岡・石田卓球クラブ）3─1

郡山北斗（岡山・桃太郎卓球クラブ）
吉村和弘（茨城・東海ジュニア卓球クラブ）3─1

水谷良紀（北海道・T-2Jr）
坪井勇磨（埼玉・TTC平屋）3─0

高杉東志（東京・杜卓球クラブ）
▼準決勝
村松	 7、6、11	 田添
吉村	 6、8、10	 坪井
▼決勝
村松雄斗	 2、10、8	 吉村和弘

□ホープス女子
▼準々決勝
前田美優（香川・高瀬クラブ）3─0

加藤杏華（岐阜・卓研ジュニアクラブ）
安藤みなみ（愛知・卓伸クラブ）3─1

森さくら（兵庫・伊丹卓球教室）
森薗美月（愛媛・えひめ TTC）3─0

森田彩音（静岡・Spin's）
德永美子（福岡・石田卓球クラブ）3─0

西垣優海（奈良・小瀬クラブ）
▼準決勝
前田	 7、-9、8、7	 安藤
森薗	 -9、10、-8、11、5	 德永
▼決勝
前田美優	 7、7、3	 森薗美月

□カブ男子
▼準々決勝
姚東寅（新潟・新発田ジュニア）3─0

中村浩二郎（広島・可部町卓球スポーツ少年団）
木造勇人（愛知・美崎クラブ）3─2

緒方遼太郎（愛知・卓伸クラブ）
松山祐季（愛知・卓伸クラブ）3─1

多田浩嗣（大阪・育徳クラブ）
羽佳翔鵬（東京・美鷹クラブ）3─1

出雲卓斗（石川・鳥屋クラブジュニア）
▼準決勝
木造	 5、-6、-4、7、9	 姚
松山	 7、-9、7、8	 羽佳
▼決勝
松山祐季	 9、10、-10、-4、9	 木造勇人

□カブ女子
▼準々決勝
浜本由惟（大阪・すみよし長居 TC）3─2

横山茉穂（兵庫・姫路卓研）

加藤美優（東京・美鷹クラブ）3─0
熊中理子（福岡・石田卓球クラブ）

平野美宇（山梨・平野卓研）3─0
小脇瑞穂（兵庫・華兵卓球）

五十嵐麻莉依（福島・喜多方卓球ランド）3─2
三條裕紀（宮城・仙台ジュニアクラブ）

▼準決勝
加藤	 -7、-6、6、6、13	 浜本
平野	 3、-7、4、4	 五十嵐
▼決勝
加藤美優	 9、3、6	 平野美宇

□バンビ男子
▼準々決勝
金光宏暢（岡山・六番卓球クラブ）3─0

松下竜巳（熊本・城山ひのくにジュニア）
柏竹琉（岡山・T.C マルカワ）3─0

藤岡利津（群馬・あがつまクラブ）
福原明雄（東京・杜卓球クラブ）3─1

田中佑汰（千葉・千城クラブ）
戸上隼輔（三重・桃園クラブ）3─1

星翔太（宮城・仙台ジュニアクラブ）
▼準決勝
金光	 5、7、6	 柏
福原	 9、-8、3、3	 戸上
▼決勝
金光宏暢	 10、6、-8、4	 福原明雄

□バンビ女子
▼準々決勝
伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─0　岡崎日和（埼玉・KTGクラブ）
谷渡亜美（岐阜・美崎岐阜）3─0

池田三紗（新潟・新発田ジュニア）
塩見真希（愛媛・えひめ TTC）3─0

大川千尋（高知・車谷クラブ）
岡本彩里（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

平川咲（埼玉・大塚クラブ）
▼準決勝
伊藤	 9、6、5	 谷渡
塩見	 7、11、-7、7	 岡本
▼決勝
伊藤美誠	 8、5、-3、12	 塩見真希

平成21年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成21年7月24～26日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
及川瑞基（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─1

梅崎光明（岡山・ななく卓球スポーツ少年団）
姚東寅（新潟・新発田ジュニア）3─0

松山裕季（愛知・卓伸クラブ）
高取侑史（島根・稗原クラブ）3─0

和田航大（愛知・ピンテック）
三部航平（山形・鳳凰卓翔会）3─1

硴塚将人（熊本・城山ひのくにジュニア）
▼準決勝
及川	 9、-8、6、9	 姚
三部	 7、3、-9、13	 高取
▼決勝
三部航平	 3、10、-10、-9、9	 及川瑞基

□ホープス女子
▼準々決勝
浜本由惟（東京・すみよしクラブ）3─0

森田彩音（静岡・Spin's）
平真由香（埼玉・Shochi	Jr）3─2

田口瑛美子（山口・ソフィア）
馬場麻裕（兵庫・小浜クラブ Jr）3─0

渋谷京香（東京・美鷹クラブ）
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佐藤瞳（北海道・南茅部少年団）3─0
石川梨良（山口・山口ジュニアクラブ）

▼準決勝
浜本	 -9、9、9、10	 平
佐藤	 10、6、5	 馬場
▼決勝
浜本由惟	 7、10、-9、9	 佐藤瞳

□カブ男子記録
▼準々決勝
木造勇人（愛知・美崎クラブ）3─1

金光宏暢（岡山・六番卓球クラブ）
陳昊（兵庫・華兵卓球）3─1

大谷和（東京・協和発酵キリン TTS）
沼村斉弥（青森・六ヶ所卓球クラブ）3─2

松下竜巳（熊本・城山ひのくにジュニア）
髙見真己（岐阜・美崎クラブ岐阜）3─0

出雲卓斗（石川・鳥屋クラブ Jr）
▼準決勝
木造	 2、7、6	 陳昊
髙見	 3、3、6	 沼村
▼決勝
木造勇人	 11、-6、9、-9、7	 髙見真己

□カブ女子
▼準々決勝
加藤美優（東京・美鷹クラブ）3─0

白水はるな（福岡・糸島自然塾）
合田あかり（兵庫・その田卓研）3─1

井絢乃（福岡・石田卓球クラブ）
伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─1　木村光歩（岡山・T.C マルカワ）
平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）3─1

三村優果（兵庫・三村 TTC）
▼準決勝
加藤	 3、8、7	 合田
平野	 8、-8、6、-7、8	 伊藤
▼決勝
平野美宇	 8、-8、-5、7、5	 加藤美優

□バンビ男子
▼準々決勝
戸上隼輔（三重・松生 T.	T.C）3─0

渡辺龍介（大分・明野ジュニア）
堀川敦弘（福岡・こぞのえ卓球）3─0

杉本和也（神奈川・日産ジュニアクラブ）
宇田幸矢（東京・Meiji	c.s.c.）3─2

加山裕（兵庫・華兵卓球）
柏竹琉（岡山・T.	C マルカワ）3─0

清野晃大（新潟・新発田ジュニア）
▼準決勝
戸上	 2、10、2	 堀川
宇田	 10、9、9	 柏
▼決勝
宇田幸矢	 7、6、-10、-4、8	 戸上隼輔

□バンビ女子
▼準々決勝
川北帆香（兵庫・エイシン）3─2

谷渡亜美（岐阜・美崎クラブ岐阜）
工藤夢（青森・鶴卓 TC）3─1

皆川優香（大阪・KOSSクラブ）
出雲美空（石川・鳥屋クラブ Jr）3─2

郡山七海（岡山・桃太郎卓球クラブ）
桑原穂実（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）3─0
	 稲吉美沙（愛知・形原ジュニアEC）
▼準決勝
工藤	 14、10、8	 川北
桑原	 8、6、9	 出雲
▼決勝
桑原穂実	 -7、10、7、5	 工藤夢

平成22年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成22年7月23～25日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
姚東寅（新潟・新発田ジュニア）3─1

出雲卓斗（石川・鳥屋クラブ Jr）
木造勇人（愛知・美崎クラブ）3─1

多田浩嗣（大阪・王子クラブ）
羽佳翔鵬（東京・羽佳卓球倶楽部）3─2

緒方遼太郎（愛知・卓伸クラブ）
松山祐季（愛知・卓伸クラブ）3─0

遠藤竜馬（福井・フェニックス卓球クラブ）
▼準決勝
姚	 6、7、10	 木造
松山	 8、-6、-6、14、5	 羽佳
▼決勝
姚東寅	 7、-6、5、9	 松山祐季

□ホープス女子
▼準々決勝
橋本帆乃香（愛知・卓伸クラブ）3─1

熊中理子（福岡・石田卓球クラブ）
加藤美優（東京・T.	O.M）3─1

合田あかり（兵庫・その田卓研）
平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）3─1

三條裕紀（宮城・仙台ジュニアクラブ）
馬場麻裕（兵庫・小浜クラブ Jr）3─1

加藤結有子（愛知・ピンテック）
▼準決勝
加藤	 9、8、-9、5	 橋本
馬場	 9、11、-6、-10、8	 平野
▼決勝
加藤美優	 7、-5、9、-7、10	 馬場麻裕

□カブ男子
▼準々決勝
福原明雄（東京・杜卓球クラブ）3─2

岩本拓海（福岡・I・T塾 Jr）
加賀美利輝（山梨・増穂クラブ）3─2

橋本一輝（愛知・卓伸クラブ）
田中佑汰（千葉・千城クラブ）3─1

宇田幸矢（東京・Meiji	c.s.c）
金光宏暢（岡山・六番卓球クラブ）3─0

畑直希（石川・鳥屋クラブ Jr）
▼準決勝
福原	 6、12、-9、5	 加賀美
金光	 3、-2、6、7	 田中
▼決勝
金光宏暢	 6、5、-7、8	 福原明雄

□カブ女子
▼準々決勝
伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）

3─1　出雲美空（石川・鳥屋クラブ Jr）
青木千佳（福井・ミナミラボ）3─2

谷渡亜美（岐阜・美崎クラブ）
早田ひな（福岡・石田卓球クラブ）3─0

青木萌恵（埼玉・T.	T.C 平屋）
塩見真希（愛媛・えひめ TTC）3─0

江戸絢音（兵庫・伊丹卓球教室）
▼準決勝
伊藤	 5、5、5	 青木
塩見	 12、8、-9、8	 早田
▼決勝
伊藤美誠	 5、7、4	 塩見真希

□バンビ男子
▼準々決勝
張智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

米倉勝（福岡・こぞのえ卓球）
曽根翔（兵庫・卓栄Kid's）3─1

梶田諒（鳥取・杜スポーツ少年団）

稲葉遼（島根・稗原クラブ）3─1
谷垣佑真（兵庫・華兵卓球）

横谷晟（岐阜・高富卓球スポーツ少年団）3─0
佐藤匠海（福島・富久山卓球クラブ）

▼準決勝
張	 5、2、7	 曽根
稲葉	 -8、8、8、9	 横谷
▼決勝
張智和	 5、3、4	 稲葉遼

□バンビ女子
▼準々決勝
長﨑美紬（神奈川・岸田クラブ）3─1

川北帆香（兵庫・魚住エイシン）
津隈愛佳（兵庫・SKS）3─0

川本茉乃花（岡山・T.C マルカワ）
中森帆南（兵庫・川西ギャラントム）3─1

高木あかね（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
大川真実（香川・OMJT）3─0

平野世和（山梨・平野卓研）
▼準決勝
長﨑	 9、4、6	 津隈
大川	 -9、8、6、6	 中森
▼決勝
長﨑美紬	 9、5、-9、8	 大川真実

平成23年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成23年7月22～24日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
木造勇人（愛知・美崎クラブ）3─2

三上貴弘（東京・マイダス）
髙見真己（岐阜・美崎クラブ）3─0

佐藤陽大（秋田・川内スポ少）
金光宏暢（岡山・六番卓球クラブ）3─2

五十嵐史弥（山形・長井ジュニア）
出雲卓斗（石川・鳥屋クラブジュニア）3─2

竹﨑千明（高知・First	Step）
▼準決勝
木造	 6、5、-6、-7、11	 髙見
出雲	 8、9、-5、-10、6	 金光
▼決勝
出雲卓斗	 9、-6、6、-10、7	 木造勇人

□ホープス女子
▼準々決勝
加藤美優（東京・TKOクラブ）3─0

木村光歩（岡山・瀬戸内卓球スポーツ少年団）
伊藤美誠（静岡・豊田町スポーツ少年団）3─0

三村優果（兵庫・三村 TTC）
木村香純（千葉・トトロクラブ）3─1

塩見真希（愛媛・えひめ TTC）
平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）3─0

石田茜（愛知・卓伸クラブ）
▼準決勝
加藤	 -10、8、-7、7、7	 伊藤
平野	 7、8、7	 木村
▼決勝
加藤美優	 -9、7、7、14	 平野美宇

□カブ男子
▼準々決勝
宇田幸矢（東京・Meiji	c.s.c）3─0	

横谷晟（岐阜・高富スポーツ少年団）
津村優斗（鳥取・明治 Jr. 卓球クラブ）3─1	

橋田訓平（兵庫・その田卓研）
柏竹琉（岡山・T.C マルカワ）3─0	

三浦竜樹（愛知・月曜クラブ）
曽根翔（兵庫・卓栄Kid’s）3─2	

新井宇輝（大阪・浜寺アスリート倶楽部）
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▼準決勝
宇田	 10、7、-9、4	 津村
柏	 8、4、12	 曽根
▼決勝
宇田幸矢	 6、8、3	 柏竹琉

□カブ女子
▼準々決勝
三村梨奈（兵庫・三村 TTC）3─1

船場清華（青森・むつ卓翔会）
皆川優香（大阪・浜寺アスリート倶楽部）3─0

郡山七海（岡山・瀬戸内卓球スポーツ少年団）
長﨑美柚（神奈川・岸田クラブ）3─0

浅井一恵（愛知・ピンテック）
出雲美空（石川・鳥屋クラブジュニア）3─0

津隈愛佳（兵庫・ALL	STAR）
▼準決勝
皆川	 6、5、4	 三村
長﨑	 8、-8、-6、10、9	 出雲
▼決勝
皆川優香	 9、9、-9、5	 長﨑美柚

□バンビ男子
▼準々決勝
張智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

篠塚大登（愛知・卓伸クラブ）
佐藤匠海（福島・富久山卓球クラブ）3─0

東山莉久（千葉・流山アストロズ）
今泉蓮（静岡・細江卓研）3─0

星優真（宮城・仙台ジュニアクラブ）
谷垣佑真（兵庫・華兵卓球）3─0

高橋一慈（埼玉・R.R.C）
▼準決勝
張	 4、3、-9、7	 佐藤
今泉	 2、10、6	 谷垣
▼決勝
張智和	 2、7、7	 今泉蓮

□バンビ女子
▼準々決勝
中森帆南（兵庫・川西ギャラントム）3─0

小野立夢（埼玉・日進ジュニア）
萩井菜津子（青森・PPKジュニア）3─2

伊東心優（静岡・太陽クラブ）
村上宝（愛媛・大西卓研 Jr.）3─0

鶴岡美菜（愛知・ピンテック）
木原美悠（兵庫・ALL	STAR）3─2

菅澤柚花里（神奈川・ヨーラジュニア）
▼準決勝
中森	 9、4、9	 萩井
木原	 4、4、8	 村上
▼決勝
木原美悠	 9、6、10	 中森帆南

平成24年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成24年7月27～29日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
金光宏暢（岡山・六番卓球クラブ）3─0

星翔太（宮城・仙台ジュニアクラブ）
田中佑汰（熊本・城山ひのくにジュニア）3─1

戸上隼輔（三重・松生 T.T.C）
加山裕（兵庫・華兵ロードスカイ）3─2

中橋敬人（神奈川・新星クラブ）
加賀美利輝（山梨・増穂クラブ）3─0

宇田幸矢（東京・Meiji	c.s.c.）
▼準決勝
金光	 -8、-5、6、9、3	 田中
加山	 5、2、-8、6	 加賀美
▼決勝
金光宏暢	 7、-9、6、6	 加山裕

□ホープス女子
▼準々決勝
平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）3─2

桑原穂実（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
早田ひな（福岡・石田卓球クラブ）3─0

青木萌恵（埼玉・T.T.C 平屋）
塩見真希（愛媛・えひめ TTC）3─0

永道麻依加（福岡・石田卓球クラブ）
伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）3─0

宮﨑翔（熊本・城山ひのくにジュニア）
▼準決勝
早田	 -9、-3、9、6、8	 平野
塩見	 -8、9、-6、3、9	 伊藤
▼決勝
塩見真希	 8、-8、5、9	 早田ひな

□カブ男子
▼準々決勝
曽根翔（兵庫・卓栄 kid’s）3─1

星優真（宮城・仙台ジュニアクラブ）
安江光博（兵庫・華兵ロードスカイ）3─0

坂﨑創伍（熊本・ヒゴ鏡卓球クラブ）
張智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

小林広夢（東京・ワイワイ卓球東十条）
横谷晟（岐阜・高富卓球スポーツ少年団）3─0

荒井和也（福島・郡山第一卓球クラブ）
▼準決勝
曽根	 -8、5、5、4	 安江
張	 9、1、5	 横谷
▼決勝
張智和	 9、4、9	 曽根翔

□カブ女子
▼準々決勝
長﨑美柚（神奈川・岸田クラブ）3─0

阿久根あかり（山形・双葉卓球クラブ）
大川真実（香川・OMJT）3─2

末貞陽和（山口・さくら組ジュニア）
出澤杏佳（茨城・日立大沼卓球）3─1

森愛美（愛知・美崎クラブ）
津隈愛佳（兵庫・ALL	STAR）3─2

福田晴菜（東京・T.O.M）
▼準決勝
長﨑	 7、-11、9、8	 大川
出澤	 4、-8、5、8	 津隈
▼決勝
長﨑美柚	 4、5、10	 出澤杏佳

□バンビ男子
▼準々決勝
丹羽良（岐阜・美崎クラブ）3─0	

管琉乃介（埼玉・松山 TTS）
丸山蒼葉（千葉・木更津クラブ）3─0	

玉井嵩大（北海道・江卓会）
徳田幹太（愛媛・伊予つばさ Jr）3─0
	 坪田駿介（神奈川・ベアーズジュニア）
杉本和祇（東京・札武道場）3─0	

高橋航太郎（福島・二本松卓研）
▼準決勝
丸山	 5、-4、-7、11、8	 丹羽
徳田	 8、7、9	 杉本
▼決勝
徳田幹太	 10、-7、6、4	 丸山蒼葉

□バンビ女子
▼準々決勝
木原美悠（兵庫・ALL	STAR）3─0

山脇ゆき（岡山・team	SMASH）
吉井亜紀（京都・田阪卓研）3─2

横井咲桜（岐阜・O.T.T.C）
大藤沙月（福井・大野クラブジュニア）3─1

赤江夏星（兵庫・ALLSTAR）
小野立夢（埼玉・TKOクラブ）3─2

面田采巳（兵庫・卓栄Kid’s）

▼準決勝
木原	 3、0、2	 吉井
大藤	 2、-12、7、3	 小野
▼決勝
木原美悠	 5、1、7	 大藤沙月

平成25年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成25年7月26～28日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
加山裕（兵庫・華兵ロードスカイ）3─0

柏竹琉（岡山・ねや卓球クラブ）
宇田幸矢（東京・Meiji	c.s.c.）3─0

久世雄登（愛知・ピンテック）
小林広夢（東京・ワイワイ卓球）3─2

吉川千馬（新潟・上越ジュニア）
戸上隼輔（三重・松生 TTC）3─0

堀川敦弘（福岡・こぞのえ卓球）
▼準決勝
加山	 -9、5、5、10	 宇田
戸上	 5、8、7	 小林
▼決勝
加山裕	 5、-9、9、-5、7	 戸上隼輔

□ホープス女子
▼準々決勝
桑原穂実（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）3─0

川北帆香（埼玉・Shochi	Jr）
浅井一恵（愛知・ピンテック）3─2

谷渡亜美（岐阜・美崎クラブ）
出雲美空（石川・とりやクラブ）3─0

小林光優（神奈川・丸子橋卓球スタジオ）
長﨑美柚（神奈川・岸田クラブ）3─2

三浦千緋呂（山口・徳山卓研スポ少）
▼準決勝
桑原	 7、7、-7、8	 浅井
長﨑	 -8、12、9、6	 出雲
▼決勝
桑原穂実	 8、8、8	 長﨑美柚

□カブ男子
▼準々決勝
張智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

谷垣佑真（兵庫・華兵ロードスカイ）
齋藤大耀（北海道・ピンポンPan 旭川）3─0

鈴木颯（山形・鈴木卓球）
篠塚大登（愛知・卓伸クラブ）3─1

星優真（宮城・仙台ジュニアクラブ）
田原翔太（大分・明野ジュニア）3─1

中川泰雅（岡山・新見スポーツ少年団）
▼準決勝
張	 6、1、4	 齋藤
篠塚	 -10、6、5、9	 田原
▼決勝
張智和	 1、4、9	 篠塚大登

□カブ女子
▼準々決勝
伊東心優（静岡・太陽卓球クラブ）3─2

木原美悠（兵庫・ALL	STAR）
遠山美涼（埼玉・T.T.C 平屋）3─0

上田愛佳（群馬・RRC）
小野立夢（埼玉・TKOクラブ）3─2

村上宝（愛媛・大西卓研 Jr）
中森帆南（兵庫・川西ギャラントム）3─0

鶴岡美菜（愛知・ピンテック）
▼準決勝
伊東	 4、8、-8、8	 遠山
中森	 7、6、6	 小野
▼決勝
伊東心優	 6、8、-6、-6、1	 中森帆南
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□バンビ男子
▼準々決勝
杉本和祇（東京・礼武道場）3─1

佐藤卓斗（三重・ケンちゃんズ）
木塚陽斗（愛媛・松山卓球教室）3─0

松島輝空（京都・田阪卓研）
三木隼（神奈川・岸田クラブ）3─2

加山雅基（兵庫・華兵ロードスカイ）
薜史斗（石川・かほくジュニア）3─0

加藤公輝（愛知・ピンテック）
▼準決勝
杉本	 6、10、3	 木塚
薜	 5、-7、4、2	 三木
▼決勝
杉本和祇	 7、9、-2、6	 薜史斗

□バンビ女子
▼準々決勝
原芽衣（栃木・小山ジュニア卓球クラブ）3─0

上田紫乃（東京・TSI ジュニア）
首藤成美（福岡・石田卓球クラブ）3─1

小林奈桜（東京・丸善クラブ）
東川羽菜（広島・南蔵王スポーツ）3─1

藤田知子（新潟・新発田ジュニア）
阿久根みこ（山形・双葉卓球クラブ）3─0
	 工藤真桜（千葉・千城クラブ）
▼準決勝
原	 6、-9、7、8	 首藤
阿久根	 5、4、9	 東川
▼決勝
原芽衣	 8、-8、-9、9、6	 阿久根みこ

平成26年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成26年7月25～27日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
小林広夢（東京・ワイワイ卓球）3─0

手塚崚馬（長野・JUPIC）
松田歩真（兵庫・華兵ロードスカイ）3─1

中川泰雅（岡山・T.C マルカワ）
内田柊平（東京・秋川クラブ）3─0

荒井和也（福島・郡山第一卓球クラブ）
張本智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

曽根翔（兵庫・卓栄Kid’s）
▼準決勝
松田	 -5、10、5、6	 小林
張本	 9、4、5	 内田
▼決勝
張本智和	 3、6、12	 松田歩真

□ホープス女子
▼準々決勝
長﨑美柚（神奈川・岸田クラブ）3─1

出澤杏佳（茨城・日立大沼卓球）
横山瞳（東京・秋川クラブ）3─2

菅澤柚花里（神奈川・酒匂卓球キッズ）
髙橋あかり（東京・マイダス）3─1

中森帆南（兵庫・川西ギャラントム）
川北帆香（埼玉・Shochi	Jr）3─2

江上明里（福岡・Shochi	Jr. 瀬高）
▼準決勝
長﨑	 2、7、7	 横山
髙橋	 11、8、8	 川北
▼決勝
長﨑美柚	 6、-9、9、4	 髙橋あかり

□カブ男子
▼準々決勝
鈴木颯（山形・鈴木卓球）3─0

管琉乃介（埼玉・松山 TTS）

吉山僚一（埼玉・羽佳卓球倶楽部）3─0
高橋航太郎（福島・二本松卓研）

玉井嵩大（北海道・江卓会）3─2
吉本豊（岐阜・和田 TTC）

丸山蒼葉（千葉・マイダス）3─1
田尻要（熊本・城山ひのくにジュニア）

▼準決勝
鈴木	 7、5、-8、6	 吉山
玉井	 10、7、-3、-9、6	 丸山
▼決勝
鈴木颯	 -3、4、8、6	 玉井嵩大

□カブ女子
▼準々決勝
小野立夢（埼玉・TKOクラブ）3─0	

赤江夏星（兵庫・TTCムラタ）
横井咲桜（岐阜・O.T.T.C）3─1

髙橋奈未（福岡・豊前 JTC）
大藤沙月（福井・フェニックス卓球クラブ）3─0

原芽衣（栃木・城山卓球クラブジュニア）
木原美悠（兵庫・ALL	STAR）3─0

山﨑唯愛（広島・ピンポンカベ）
▼準決勝
小野	 8、-10、-6、5、9	 横井
木原	 -9、6、6、9	 大藤
▼決勝
木原美悠	 8、10、7	 小野立夢

□バンビ男子
▼準々決勝
松島輝空（京都・田阪卓研）3─0

植木大陽（石川・かほくジュニア）
佐伯爽翔（山口・徳山卓研スポーツ少年団）3─1

菅沼翔太（山形・やくわクラブ）
石山浩貴（大阪・フォレスタ）3─0

金丸貴哉（大阪・AKクラブ）
吉山和希（埼玉・羽佳卓球倶楽部）3─2

花見悠斗（愛知・米田道場）
▼準決勝
松島	 5、2、6	 佐伯
石山	 6、8、7	 吉山
▼決勝
松島輝空	 6、3、8	 石山浩貴

□バンビ女子
▼準々決勝
堀江うた（兵庫・スポーツ21峰相）3─2

川森天詩（滋賀・山卓）
張本美和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

境千捺（熊本・大石卓球クラブ）
大塚未来（埼玉・大塚クラブ）3─0

上澤杏音（栃木・城山卓球クラブジュニア）
山岸愛菜（新潟・上越ジュニア）3─1

原田優衣（福島・喜多方卓球ランド）
▼準決勝
堀江	 11、-7、5、8	 張本
大塚	 6、5、6	 山岸
▼決勝
堀江うた	 5、8、5	 大塚未来

平成27年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成27年7月24～26日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
張本智和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

谷垣佑真（兵庫・華兵ロードスカイ）
篠塚大登（愛知・卓伸クラブ）3─0

鈴木颯（山形・鈴木卓球）
吉山僚一（埼玉・羽佳卓球倶楽部）3─2

剣持将作（東京・TSI ジュニア）

中川泰雅（岡山・T.C マルカワ）3─1
飯村悠太（広島・ヒロタクスポーツ）

▼準決勝
張本	 3、3、4	 篠塚
中川	 7、3、11	 吉山
▼決勝
張本智和	 4、3、7	 中川泰雅

□ホープス女子
▼準々決勝
菅澤柚花里（神奈川・酒匂卓球キッズ）3─1

山下菜々美（岡山・TFとみやま）
大藤沙月（福井・フェニックス卓球クラブ）3─1

伊藤百華（香川・ヴィスポことひら）
木原美悠（兵庫・ALL	STAR）3─0

村上宝（愛媛・大西卓研 Jr.）
遠山美涼（埼玉・駒場クラブ）3─2

青井さくら（岡山・ねや卓球クラブ）
▼準決勝
菅澤	 6、11、-4、-7、5	 大藤
木原	 -11、-8、6、4、9	 遠山
▼決勝
木原美悠	 9、6、8	 菅澤柚花里

□カブ男子
▼準々決勝
杉本和祇（東京・礼武道場）3─0

佐藤卓斗（三重・ケンちゃんズ）
萩原啓至（岡山・ねや卓球クラブ）3─0

桐野蓮大（鹿児島・誠卓球CL.）
田中翔大（長野・若穂ジュニア）3─1

藤元駿（東京・協和発酵キリン卓球スクール）
中村煌和（大分・畳和卓球）3─1

加藤公輝（愛知・ピンテック）
▼準決勝
杉本	 5、-8、-8、5、9	 萩原
中村	 1、11、4	 田中
▼決勝
中村煌和	 7、-5、7、10	 杉本和祇

□カブ女子
▼準々決勝
上田紫乃（東京・TSI ジュニア）3─2

冨田愛（静岡・富士市卓球スポーツ少年団）
司千莉（兵庫・曹クラブ）3─0

大塚未来（埼玉・大塚クラブ）
阿久根みこ（山形・双葉卓球クラブ）3─0

岡田実弓（岡山・ユースリゲイン）
小林奈桜（東京・丸善クラブ）3─0

稲垣幸菜（愛知・美崎クラブ）
▼準決勝
上田	 -7、4、9、8	 司
阿久根	 9、4、7	 小林
▼決勝
上田紫乃	 -7、9、-8、9、7	 阿久根みこ

□バンビ男子
▼準々決勝
松島輝空（京都・田阪卓研）3─0

森眞奈斗（鹿児島・日置茶恋知）
野島颯斗（三重・21クラブ）3─1

村上健太（愛知・美崎クラブ）
渡辺凉吾（静岡・広沢卓球スポーツ少年団）3─1

由本琉惺（岡山・ねや卓球クラブ）
吉山和希（埼玉・羽佳卓球倶楽部）3─0

橋本悠嵩（愛知・卓伸クラブ）
▼準決勝
松島	 5、5、4	 野島
吉山	 -9、-4、8、8、9	 渡辺
▼決勝
松島輝空	 8、8、9	 吉山和希
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□バンビ女子
▼準々決勝
張本美和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

片上優奈（大阪・はばたキッズ）
新治舞羽（茨城・東海クラブ）3─1

照井莉胡（岩手・花卓ジュニア）
萩原怜奈（岡山・安井クラブ）3─0

竹谷美涼（福岡・初喜 TTC）
姚梓旋（愛知・卓伸クラブ）3─2

島村果怜（神奈川・MDジュニア）
▼準決勝
張本	 5、7、2	 新治
姚	 5、4、-5、-10、5	 萩原
▼決勝
張本美和	 8、-9、6、5	 姚梓旋

平成28年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成28年7月29～31日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
吉山僚一（埼玉・TC中原）3─1

玉井嵩大（北海道・江卓会）
高橋航太郎（福島・二本松卓研）3─2

竹谷義信（福岡・初喜 TTC）
鈴木颯（山形・鈴木卓球）3─0

杉浦大和（広島・ピンポンカベ）
飯村悠太（広島・ヒロタクスポーツ）3─0

徳田幹太（愛媛・伊予つばさ Jr.）
▼準決勝
吉山	 5、11、3	 高橋
鈴木	 -9、0、8、-9、8	 飯村
▼決勝
鈴木颯	 7、8、10	 吉山僚一

□ホープス女子
▼準々決勝
木原美悠（兵庫・ALL	STAR）3─1

山﨑唯愛（広島・ピンポンカベ）
由本楓羽（岡山・ねや卓球クラブ）3─2

横井咲桜（岐阜・O.T.T.C）
上澤茉央（栃木・卓桜会栃木卓球センター）3─1

小塩遥菜（岐阜・卓研ジュニアクラブ）
大藤沙月（福井・フェニックス卓球クラブ）3─0

原芽衣（栃木・卓桜会栃木卓球センター）
▼準決勝
木原	 3、12、2	 由本
大藤	 -9、2、4、6	 上澤
▼決勝
木原美悠	 4、9、9	 大藤沙月

□カブ男子
▼準々決勝
松島輝空（京都・田阪卓研）3─0

菅沼翔太（山形・やくわクラブ）
三宅寿隆（大分・畳和卓球）3─0

金丸貴哉（大阪・AKクラブ）
小野泰和（京都・グリーンネット）3─1

石山浩貴（大阪・川嶋ジュニア）
吉山和希（埼玉・TC中原）3─0

丸川智弘（岡山・T.C マルカワ）
▼準決勝
松島	 6、5、7	 三宅
吉山	 3、5、15	 小野
▼決勝
松島輝空	 8、6、8	 吉山和希

□カブ女子
▼準々決勝
堀江うた（兵庫・SC21峰相）3─0

中田花歌（東京・マイダス）

栗山優菜（福岡・髙森卓球クラブ）3─2
佐久間芽生（栃木・卓桜会栃木卓球センター）

篠原夢空（愛媛・松山卓球教室）3─0
山岸唯菜（新潟・上越ジュニア）

姚梓旋（愛知・卓伸クラブ）3─2
岩木仁香（神奈川・MDジュニア）

▼準決勝
堀江	 7、4、4	 栗山
篠原	 8、7、3	 姚
▼決勝
篠原夢空	 7、8、-2、9	 堀江うた

□バンビ男子
▼準々決勝
渡部民人（東京・偉関 TTL）3─0

中田賢志郎（宮城・仙台ジュニアクラブ）
太田理貴（愛知・seiwa）3─1

永井悟志（愛知・卓伸クラブ）
岩井田駿斗（鹿児島・誠卓球CL.）3─0

村田大樹（群馬・TIT）
持田陽向（岐阜・卓研ジュニアクラブ）3─1

吹原大芽（岐阜・安井卓球少年団）
▼準決勝
渡部	 3、8、7	 太田
岩井田	 10、8、-5、8	 持田
▼決勝
岩井田駿斗	 -6、7、-9、7、11	 渡部民人

□バンビ女子
▼準々決勝
張本美和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

佐藤希未（埼玉・マイダス）
髙森愛央（岡山・T.C マルカワ）3─2

立川釉菜（広島・ピンポンカベ）
植田杏（埼玉・T.T.C 平屋）3─0

倉嶋杏奈（東京・東六クラブ）
小塩悠菜（岐阜・卓研ジュニアクラブ）3─0

竹谷美涼（福岡・初喜 TTC）
▼準決勝
張本	 5、7、2	 髙森
小塩	 8、6、7	 植田
▼決勝
小塩悠菜	 -6、7、5、4	 張本美和

平成29年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成29年7月28～30日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
桐野蓮大（鹿児島・誠卓球CL.）3─2

横部叶愛（岡山・ねや卓球クラブ）
中村煌和（大分・畳和卓球）3─0

加山雅基（兵庫・華兵ロードスカイ）
浅見勇志（埼玉・松山 TTS）3─1

三木隼（神奈川・岸田クラブ）
坂本倫太朗（兵庫・石原卓球クラブ）3─0

菅沼翔太（山形・やくわクラブ）
▼準決勝
中村	 7、6、8	 桐野
浅見	 9、9、8	 坂本
▼決勝
中村煌和	 11、6、13	 浅見勇志

□ホープス女子
▼準々決勝
上田紫乃（東京・TSI ジュニア）3─0

藤田知子（神奈川・岸田クラブ）
大久保ひかり（北海道・文京台クラブ）3─2

阿久根みこ（山形・双葉卓球クラブ）
小塩遥菜（福岡・石田卓球クラブ）3─0

竹山紗矢（福岡・こぞのえ卓球）

司千莉（兵庫・曹クラブ）3─0
武藤菜要（山形・双葉卓球クラブ）

▼準決勝
大久保	 5、6、9	 上田
小塩	 7、3、1	 司
▼決勝
小塩遥菜	 1、4、4	 大久保ひかり

□カブ男子
▼準々決勝
松島輝空（京都・田阪卓研）3─0

持田陽向（岐阜・卓研ジュニアクラブ）
木村友哉（岡山・瀬戸内卓球スポーツ少年団）3─0

渡辺凉吾（静岡・ヤマハクラブ）
渡部民人（東京・偉関 TTL）3─0

由本琉惺（岡山・ねや卓球クラブ）
吉山和希（埼玉・TC中原）3─0

橋本悠嵩（愛知・卓伸クラブ）
▼準決勝
松島	 7、6、-9、8	 木村
吉山	 5、4、5	 渡部
▼決勝
松島輝空	 4、8、8	 吉山和希

□カブ女子
▼準々決勝
青木咲智（福岡・石田卓球クラブ）3─2

姚梓旋（愛知・卓伸クラブ）
面手凛（岡山・T.C マルカワ）3─0

吉本はな（北海道・日高町ジュニア）
張本美和（宮城・仙台ジュニアクラブ）3─0

萩原怜奈（岡山・安井クラブ）
小塩悠菜（岐阜・三里クラブ）3─0

片上優奈（大阪・伊丹ジュニア大阪）
▼準決勝
面手	 -4、8、8、10	 青木
張本	 7、7、-9、5	 小塩
▼決勝
面手凛	 7、11、8	 張本美和

□バンビ男子
▼準々決勝
岩井田駿斗（鹿児島・誠卓球CL.）3─0

山下大地（愛知・美崎クラブ）
郡司景斗（宮崎・スマイル TC）3─0
波多間怜偉（広島・東広島スカイジュニア卓球クラブ）
中野琥珀（神奈川・岸田クラブ）3─1

松島翔空（京都・田阪卓研）
月原弘暉（愛媛・常盤HSクラブ）3─0

浅見昂希（埼玉・松山 TTS）
▼準決勝
岩井田	 6、5、8	 郡司
中野	 10、9、-11、4	 月原
▼決勝
岩井田駿斗	 3、8、-5、9	 中野琥珀

□バンビ女子
▼準々決勝
佐藤希未（埼玉・マイダス）3─2

三島悠葵（東京・羽佳卓球倶楽部）
鹿目海右（栃木・卓桜会栃木卓球センター）3─2

橋本唯愛（愛知・卓伸クラブ）
井上真夕（兵庫・ALL	STAR）3─0

香取悠珠子（栃木・卓桜会栃木卓球センター）
安藤海凜（大分・明野ジュニア）3─2

藤本和花（東京・丸善クラブ）
▼準決勝
佐藤	 9、-9、7、2	 鹿目
井上	 9、-8、9、6	 安藤
▼決勝
井上真夕	 6、-9、-6、10、8	 佐藤希未
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全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）

平成30年度全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

平成30年7月27～29日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
薜大斗（石川・かほくジュニア）3─1

菅沼翔太（山形・やくわクラブ）
田畑雄飛（岡山・T.C マルカワ）3─1

木村友哉（岡山・瀬戸内卓球スポーツ少年団）
吉山和希（埼玉・TC中原）3─0

橋本悠嵩（愛知・卓伸クラブ）
松島輝空（京都・木下グループ）3─1	

渡邊康靖（大阪・貝塚スポ少）
▼準決勝
田畑	 -6、3、7、6	 薜
松島	 -8、4、-9、5、12	 吉山
▼決勝
松島輝空	 6、3、-10、7	 田畑雄飛

□ホープス女子
▼準々決勝
面手凛（岡山・T.C マルカワ）3─0

本間あかり（新潟・新発田ジュニア）
青木咲智（福岡・石田卓球クラブ）3─2

岩木仁香（神奈川・MDジュニア）
栗山優菜（福岡・AQクラブ）3─1

上澤杏音（栃木・卓桜会栃木卓球センター）
吉田一葉（山口・さくら組ジュニア）3─1

姚梓旋（愛知・卓伸クラブ）
▼準決勝
面手	 9、-11、8、-2、7	 青木
吉田	 -6、7、10、12	 栗山
▼決勝
吉田一葉	 -8、8、8、6	 面手凛

□カブ男子
▼準々決勝
渡部民人（東京・偉関 TTL）3─0

松島翔空（京都・田阪卓研）
中野琥珀（神奈川・岸田クラブ）3─0

川上流星（新潟・新発田ジュニア）
佐々木雄大（福岡・片山卓球クラブ）3─2

岩井田駿斗（鹿児島・誠卓球CL.）
日野湊介（千葉・柏ソレイユ）3─0

森駿登（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
渡部	 8、7、-11、7	 中野
日野	 -10、13、8、7	 佐々木
▼決勝
渡部民人	 5、5、4	 日野湊介

□カブ女子
▼準々決勝
張本美和（宮城・木下グループ）3─1

中嶋光稀（大阪・羽曳野⑧ TTC）
髙森愛央（岡山・T.C マルカワ）3─2

植田杏（埼玉・T.T.C 平屋）
佐藤希未（埼玉・マイダス）3─1

藤井葵生（山口・ピンポンハウス徳山）
竹谷美涼（福岡・初喜 TTC）3─0

田中咲妃（滋賀・グリーンネットSHIGA）
▼準決勝
張本	 9、-9、3、4	 髙森
竹谷	 8、2、5	 佐藤
▼決勝
張本美和	 7、4、4	 竹谷美涼

□バンビ男子
▼準々決勝
小林右京（愛知・ピンテック）3─0

今瑠希也（青森・弘前卓球センター）

大野颯真（鹿児島・ABBEY）3─0
井置陽翔（兵庫・姫路卓研）

加瀬楓真（千葉・千城クラブ）3─2
栁本進太郎（大阪・北花田卓球）

立川凜（広島・インフ TTS）3─2
柴田洸（富山・STライトニング）

▼準決勝
大野	 8、5、-2、4	 小林
立川	 8、-7、12、5	 加瀬
▼決勝
立川凜	 4、7、8	 大野颯真

□バンビ女子
▼準々決勝
岩本詩菜（福岡・石田卓球クラブ）3─0

伊藤一花（静岡・ぬまたくクラブ）
渡辺葵（新潟・新発田ジュニア）3─0

中田宇海（宮城・仙台ジュニアクラブ）
廣田夢里（神奈川・岸田クラブ）3─1

吉岡咲（千葉・マイダス）
髙橋青葉（群馬・TIT）3─0

渡邉ひかり（千葉・T-Field）
▼準決勝
渡辺	 7、10、-12、-2、7	 岩本
髙橋	 8、5、4	 廣田
▼決勝
髙橋青葉	 -7、-8、8、6、7	 渡辺葵

2019年全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

2019年7月26～28日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
松島輝空（京都・木下グループ）3─0

大坪祥馬（愛知・アシュラ）
岡本智心（山口・TEAMZERO1Jr.）3─1

木村友哉（岡山・瀬戸内卓球少年団）
谷本拓海（兵庫・卓栄 kid’s）3─2

渡辺凉吾（静岡・ヤマハクラブ）
吉山和希（埼玉・TC中原）3─0

佐々木雄大（福岡・片山卓球クラブ）
▼準決勝
松島	 -7、5、9、4	 岡本
吉山	 9、4、9	 谷本
▼決勝
松島輝空	 8、3、8	 吉山和希

□ホープス女子
▼準々決勝
面手凛（岡山・T.C マルカワ）3─0	

冨田純菜（愛知・卓伸クラブ）
張本美和（宮城・木下グループ）3─1	

竹谷美涼（福岡・初喜 TTC）
小塩悠菜（福岡・石田卓球クラブ）3─0	

松元菜音（東京・KYOWA	KIRIN	TTS）
青木咲智（福岡・石田卓球クラブ）3─0	

阿部愛未（大分・明野ジュニア）
▼準決勝
張本	 5、6、4	 面手
青木	 5、5、4	 小塩
▼決勝
張本美和	 4、2、4	 青木咲智

□カブ男子
▼準々決勝
郡司景斗（宮崎・スマイル TC）3─1

中野琥珀（神奈川・岸田クラブ）
岩井田駿斗（鹿児島・誠卓球CL.）3─1

原井敢田（福岡・アカシア）
川上流星（新潟・新発田ジュニア）3─0

大槻翼（京都・綾部紫遊クラブ）

伊藤佑太（香川・ヴィスポことひら）3─2
松島翔空（京都・田阪卓研）

▼準決勝
岩井田	 7、7、-15、-8、4	 郡司
川上	 -7、5、6、-9、6	 伊藤
▼決勝
岩井田駿斗	 -13、8、9、10	 川上流星

□カブ女子
▼準々決勝
佐藤希未（埼玉・マイダス）3─0

広山絢葉（埼玉・シュエット）
香取悠珠子（栃木・卓桜会栃木卓球センター）3─1

駒瀬あゆみ（岐阜・美濃加茂スポ少）
安藤海凜（大分・明野ジュニア）3─1

井上真夕（兵庫・ALL	STAR）
吉田璃乃（埼玉・KYOWA	KIRIN	TTS）3─1

山本玲菜（広島・インフ TTS）
▼準決勝
佐藤	 5、9、-8、7	 香取
吉田	 6、4、-9、6	 安藤
▼決勝
佐藤希未	 7、7、-10、6	 吉田璃乃

□バンビ男子
▼準々決勝
大野颯真（鹿児島・ABBEY）3─0

中面谷陸人（大阪・はばたキッズ）
木方瑛介（埼玉・T.T 彩たま）3─0

中野純大（大分・宇土クラブ）
柴田洸（富山・STライトニング）3─0

大野斗真（鹿児島・ABBEY）
小林右京（愛知・ピンテック）3─1

椎名海斗（栃木・卓桜会栃木卓球センター）
▼準決勝
大野	 -8、5、7、4	 木方
小林	 8、5、8	 柴田
▼決勝
大野颯真	 9、12、8	 小林右京

□バンビ女子
▼準々決勝
吉岡咲（千葉・マイダス）3─2

西村月奈（東京・Hachitaku）
佐久間結生（栃木・卓桜会栃木卓球センター）3─2

武井美桜（群馬・マエタク倶楽部）
石田心美（福岡・石田卓球クラブ）3─0

伊東紅葵（大阪・はばたキッズ）
木村朱里（山口・さくら組ジュニア）3─1

中田宇海（宮城・仙台ジュニアクラブ）
▼準決勝
佐久間	 13、4、-8、-8、10	 吉岡
石田	 3、5、5	 木村
▼決勝
石田心美	 10、8、-16、7	 佐久間結生

2020年全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

2020年7月24～26日、於：グリーンアリーナ神戸

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止

2021年全日本選手権大会
（ホープス・カブ・バンビの部）

2021年7月22～25日、於：グリーンアリーナ神戸

□ホープス男子
▼準々決勝
月原弘暉（愛媛・常盤HS）3─1

中野琥珀（神奈川・岸田クラブ）

※平成30年度までは、大会名に開催年度を用いた。2019年度からは、大会名に開催年を用いた 79
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郡司景斗（宮崎・スマイル TC）3─0
松島翔空（京都・田阪卓研）

伊藤佑太（香川・イトウ TTC）3─0
吉田蒼（新潟・上越ジュニア）

川上流星（新潟・新発田ジュニア）3─0
大槻翼（京都・綾部	紫遊クラブ）

▼準決勝
月原	 -10、-9、7、9、14	 郡司
川上	 5、9、5	 伊藤
▼決勝
川上流星	 6、6、9	 月原弘暉

□ホープス女子
▼準々決勝
伊藤友杏（東京・羽佳卓球倶楽部）3─1	

佐藤希未（埼玉・TKOクラブ）
香取悠珠子（栃木・卓桜会）3─0	

岩本詩菜（福岡・石田卓球N+）
深山稟心（熊本・ヒゴ鏡卓球クラブ）3─2	

栗田寧々（大阪・川嶋ジュニア）
新谷莉央（福井・フェニックス）3─1	

吉田璃乃（埼玉・トコチル）
▼準決勝
香取	 7、9、7	 伊藤
新谷	 -7、9、7、8	 深山
▼決勝
香取悠珠子	 -10、8、8、-6、8	 新谷莉央

□カブ男子
▼準々決勝
大野颯真（鹿児島・木下グループ）3─2

岡村尚弥（岡山・ねや卓球クラブ）
木方瑛介（埼玉・T.	T 彩たま）3─2

和泉晴大（京都・NEX'TAGE）
柴田洸（富山・STライトニング）3─2

大野斗真（鹿児島・ABBEY）
長本有生（東京・多摩スポーツ Jr）3─0

小林右京（愛知・ピンテック）
▼準決勝
大野颯	 -13、8、5、8	 木方
柴田	 7、7、8	 長本
▼決勝
柴田洸	 6、-5、8、9	 大野颯真

□カブ女子
▼準々決勝
石田心美（福岡・石田卓球N+）3─1

五十畑寿音（栃木・卓桜会）
森星姫（福岡・森卓球塾）3─1

真田晴羽（愛知・一友クラブ）
吉岡咲（千葉・マイダス）3─1

武井美桜（群馬・マエタク）
小西紅偉（埼玉・Global	Athlete）3─1

末瀬結唯（兵庫・卓栄 kid's）
▼準決勝
石田	 7、5、5	 森
吉岡	 5、7、7	 小西
▼決勝
吉岡咲	 9、6、-7、7	 石田心美

□バンビ男子
▼準々決勝
柴田優星（富山・STライトニング）3─0

森田大義（京都・天王山）
芝原圭吾（福岡・荒木卓球クラブ）3─0

中村收杜（兵庫・川西ギャラントム）
林田奏翔（大阪・フォレスタ）3─1

森千暉（福岡・福岡大野城卓球アカデミー）
木原寿馬（兵庫・ALL	STAR）3─0

富田亜惺（愛知・アシュラ）
▼準決勝
柴田	 12、4、6	 芝原
木原	 3、8、6	 林田

▼決勝
柴田優星	 -6、7、6、5	 木原寿馬

□バンビ女子
▼準々決勝
松島美空（京都・田阪卓研）3─0

小林ふう（鳥取・CAMELS	Jr）
袮屋楓（岡山・ねや卓球クラブ）3─2

岡田結愛（兵庫・OKATAKU）
伊東彩芽（大阪・はばたキッズ）3─2

岡田希愛（兵庫・OKATAKU）
土田莉暖（秋田・新山スポ少）3─2

榎本和奏（栃木・卓桜会）
▼準決勝
松島	 7、4、4	 袮屋
伊東	 -9、8、6、9	 土田
▼決勝
松島美空	 5、3、4	 伊東彩芽
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第1回全日本社会人選手権大会
昭和42年9月15～17日、於：国立代々木第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
西飯徳康（東京・東京青果）3─0

成川亘茂（東京・電電東京）
北三郎（静岡・日本楽器）3─0

佐藤繕宏（東京・シチズン時計）
相川雄二（大阪・早川電機）3─0

吉見康二（埼玉・浦商高）
木村興治（東京・ゼネラル石油）3─0

奥田昭和（東京・旺文社）
▼準決勝
西飯	 18、18、14	 北
木村	 16、17、16	 相川
▼決勝
木村興治	 18、9、-10、18	 西飯徳康

□女子シングルス
▼準々決勝
森澤幸子（東京・大生信用組合）3─2

小椋節子（兵庫・三菱電機）
樫合恵津子（愛知・旭精機工業）3─0

下山智子（静岡・日本楽器）
徳重恒子（東京・大生信用組合）3─0

行田恵美子（山口・武田薬品）
永田章子（静岡・日本楽器）3─2

伊藤和子（東京・大生信用組合）
▼準決勝
森澤	 -15、24、16、10	 樫合
徳重	 -5、13、16、-13、14	 永田
▼決勝
森澤幸子	 13、15、18	 徳重恒子
	

第2回全日本社会人選手権大会
昭和43年11月8～10日、於：国立代々木第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
木村興治（東京・ゼネラル石油）3─1

宇津清（大阪・無）
前出猛男（福井・福井県庁）3─2

小枝弘武（東京・シチズン時計）
阿部慎吾（東京・安田生命）3─1

福島万治（東京・シチズン時計）
高橋浩（東京・シチズン時計）3─1

西飯徳康（東京・サンフレンド）
▼準決勝
前出	 15、13、16	 木村
高橋	 18、-18、11、15	 阿部
▼決勝
高橋浩	 18、-16、18、-14、17	 前出猛男

□女子シングルス
▼準々決勝
森澤幸子（東京・大生信用組合）3─0

松本文子（岐阜・大洋紡績）

伊藤和子（東京・大生信用組合）3─2
松本チイ子（岐阜・大洋紡績）

永田章子（大阪・日本高圧化学）3─2
小椋節子（兵庫・三菱電機伊丹）

清水照美（兵庫・日本生命）3─1
中道克子（大阪・日本生命）

▼準決勝
森澤	 16、-21、15、15	 伊藤
永田	 -19、19、-19、19、14	 清水
▼決勝
森澤幸子	 15、-19、11、17	 永田章子

第3回全日本社会人選手権大会
昭和44年9月14～15日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
笠井賢二（愛知・名古屋電気工高職）3─2

坂本義雄（岩手・岩手ヤクルト）
伊藤繁雄（東京・蝶友クラブ）3─1

古川敏明（千葉・荻村化学）
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─0

田村延弘（静岡・日本楽器）
河野満（東京・旺文社）3─0

塩井由記（東京・アイデアル商事）
▼準決勝
伊藤	 12、13、13	 笠井
長谷川	 17、19、-16、21	 河野
▼決勝
長谷川信彦	 13、14、16	 伊藤繁雄

□女子シングルス
▼準々決勝
渡辺恵美子（東京・富士卓友会）3─2

井沢洋子（千葉・三井生命）
藤原ヨシ子（大阪・日本生命）3─0

行田恵美子（山口・武田薬品）
内田久子（東京・明治生命）3─0

浜田美保（大阪・日本生命）
山口朝子（東京・大生信用組合）3─1

志賀かよ（東京・安田生命）
▼準決勝
渡辺	 21、-19、-15、19、17	 藤原
内田	 18、13、-18、-12、18	 山口
▼決勝
渡辺恵美子	 -16、9、-18、19、13	 内田久子

第4回全日本社会人選手権大会
昭和45年9月5～6日、於：高知県民ホール

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─1

大屋正彦（静岡・日本楽器）
田阪登紀夫（東京・青卓会）3─2

安代幸広（京都・京都トヨタ）
山内正範（東京・シチズン時計）3─2

馬淵常美（静岡・日本楽器）

伊藤繁雄（東京・蝶友クラブ）3─0
西飯徳康（東京・サンフレンド）

▼準決勝
長谷川	 12、15、18	 田阪
伊藤	 -18、19、13、-20、14	 山内
▼決勝
長谷川信彦	 15、15、-17、8	 伊藤繁雄

□女子シングルス
▼準々決勝
大村弘子（大阪・住友金属）3─2

渡辺恵美子（福島・日東紡績）
榊原倫子（東京・クスダ事務機）3─2

本橋直子（東京・シチズン時計）
小和田敏子（愛知・中京大職員）3─0

平野千恵子（愛知・旭精機）
浜田美穂（東京・蝶友クラブ）3─0

鈴木紀恵（愛知・旭精機）
▼準決勝
大村	 18、20、16	 榊原
小和田	 -6、9、15、-14、10	 浜田
▼決勝
小和田敏子	 23、19、16	 大村弘子

第5回全日本社会人選手権大会
昭和46年9月12～13日、於：愛知県刈谷市体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）3─1

河野満（東京・旺文社）
井上哲夫（東京・シチズン時計）3─0

西飯徳康（東京・東京強腕クラブ）
杉本敬太郎（東京・サンフレンド）3─0

西村恒男（東京・ミツミ電機）
田阪登紀夫（東京・青卓会）3─0

山川準一（新潟・KKエドヤ）
▼準決勝
長谷川	 17、-15、14、-19、16	 井上
田阪	 -16、20、14、21	 杉本
▼決勝
田阪登紀夫	 7、8、14	 長谷川信彦

□女子シングルス
▼準々決勝
濵田美穂（東京・蝶友クラブ）3─2

山口朝子（東京・大生信用組合）
高瀬良子（東京・富士短大同好会）3─2

伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）
大関行江（東京・青学OG）3─0

本橋直子（東京・シチズン時計）
福野美恵子（東京・大生信用組合）3─1

下田とわ子（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
高瀬	 -16、9、19、10	 濵田
大関	 18、16、18	 福野
▼決勝
高瀬良子	 22、19、-13、-19、20	 大関行江

※第1〜31回（平成9年／1997）大会までは年齢別の部も開催。年齢別の部の記録は全日本選手権（マスターズの部）に掲載。第7回よりダブルス種目が加わる

全日本社会人卓球選手権大会
1967年（昭和42年度）〜2020年（令和2年度）
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国内大会

第6回全日本社会人選手権大会
昭和47年9月16～17日、於：京都府立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
阿部勝幸（東京・協和発酵）3─0

栗原久男（神奈川・日通横浜）
荒蒔基邦（東京・東京アームズ）3─1

大屋正彦（静岡・日本楽器）
松浦俊二（静岡・日本楽器）3─0

馬淵常美（静岡・日本楽器）
今野裕二郎（東京・旺文社）3─0

鈴木清（東京・旺文社）
▼準決勝
阿部勝	 21、18、15	 荒蒔
今野	 -15、-8、16、19、14	 松浦
▼決勝
今野裕二郎	 19、-18、15、17	 阿部勝幸

□女子シングルス
▼準々決勝
加地里美（福岡・住友金属小倉）3─2

関口公子（東京・大生信用）
小堀恵子（京都・卓友会）3─0

下田とわ子（神奈川・日産自動車）
伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）3─2

西飯幸子（東京・東京アームズ）
御子貝静江（東京・日本フェルト）3─2

小椋純子（愛媛・ダイキ）
▼準決勝
小堀	 13、9、13	 加地
伊藤	 -19、14、17、19	 御子貝
▼決勝
伊藤和子	 15、14、12	 小堀恵子

第7回全日本社会人選手権大会
昭和48年9月28～30日、於：宮城県スポーツセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
今野裕二郎（東京・旺文社）3─1

原武進（静岡・日本楽器）
仲村渠功（東京・シチズン時計）3─0

加持一男（東京・ミツミ電機）
河野満（東京・アストールクラブ）3─2

松浦俊二（静岡・日本楽器）
大屋正彦（静岡・日本楽器）3─0

西飯徳康（東京・東京アームズ）
▼準決勝
今野	 15、16、15	 仲村渠
河野	 -16、16、12、14	 大屋
▼決勝
河野満	 18、16、19	 今野裕二郎

□女子シングルス
▼準々決勝
小野智恵子（東京・第一勧業銀行）3─0

吉見快子（京都・住友金属）
稲熊かすみ（愛知・ブラザー工業）3─0

佐藤敬子（岩手・川徳デパート）
高瀬良子（東京・大生信用組合）3─2

下田とわ子（神奈川・日産自動車）
濵田美穂（東京・蝶友会）3─0

伊藤和子（岩手・川徳デパート）
▼準決勝
小野	 15、-18、10、14	 稲熊
濵田	 14、13、11	 高瀬
▼決勝
濵田美穂	 14、19、20	 小野智恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
原武・永石（静岡・日本楽器）2─0

山下・富畑（大阪・光洋精工・近大OB）
山内・船橋（東京・シチズン時計）2─0

小林・工藤（東京・シチズン時計・旺文社）
仲村渠・井上（東京・シチズン時計）2─0

前原・金沢（大阪・日本ケース）
大屋・村上（静岡・日本楽器）2─0
西飯・河野（東京 ･東京アームズ ･アストールクラブ）
▼準決勝
原武・永石	 16、-17、18	 山内・船橋
大屋・村上	 15、16	 仲村渠・井上
▼決勝
大屋正彦・村上茂	 18、14	 原武進・永石幸久

□女子ダブルス
▼準々決勝
浜内・山田（大阪・住友金属）2─1

鴻巣・鵜野（東京・三井生命）
小椋・高橋（愛媛・ダイキ）2─1

下田・岩下（神奈川・日産自動車）
阿部・伊藤（岩手・川徳デパート）2─0

須藤・佐々木（宮城・桔梗苦羅舞）
阪本・会津（静岡・日本楽器）2─1

松村・徳和目（大阪・日本生命）
▼準決勝
小椋・高橋	 -24、18、20	 浜内・山田
阪本・会津	 13、13	 阿部・伊藤
▼決勝
阪本礼子・会津美幸	 10、19	 小椋紀子・高橋厚子

第8回全日本社会人選手権大会
昭和49年9月27～29日、於：弘前市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
鈴木清（東京・旺文社）3─2

中村孝太郎（神奈川・日産自動車）
仲村渠功（東京・シチズン時計）3─0

藤原孝志（静岡・日本楽器）
大屋正彦（静岡・日本楽器）3─2

長谷川信彦（東京・蝶友クラブ）
伊藤繁雄（東京・蝶友クラブ）3─2

阿部勝幸（東京・協和発酵）
▼準決勝
仲村渠	 18、-14、16、-16、15	 鈴木
大屋	 -17、21、17、17	 伊藤
▼決勝
仲村渠功	 17、-11、18、14	 大屋正彦

□女子シングルス
▼準々決勝
小野智恵子（東京・第一勧業銀行）3─1

岩山美知代（神奈川・日産自動車）
枝野とみえ（岩手・川徳）3─0

長洞久美子（東京・第一勧業銀行）
葛巻まゆみ（東京・第一勧業銀行）3─2

井上妙子（神奈川・日産自動車）
阪本礼子（静岡・日本楽器）3─2

伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
枝野	 -16、16、-19、20、12	 小野
葛巻	 15、11、12	 阪本
▼決勝
枝野とみえ	 14、8、-15、-14、15	 葛巻まゆみ

□男子ダブルス
▼準々決勝
大屋・村上（静岡・日本楽器）2─0

山本・大河内（茨城・日製多賀）
田阪・今野（東京・青卓会・旺文社）2─0

小林・工藤（東京・シチズン時計・旺文社）

伊藤・阿部（東京・蝶友クラブ・協和発酵）2─1
鈴木・斉藤（東京・旺文社）

藤原・松浦（静岡・日本楽器）2─1
仲村渠・井上（東京・シチズン時計）

▼準決勝
大屋・村上	 20、20	 田阪・今野
伊藤・阿部	 -18、10、7	 藤原・松浦
▼決勝
伊藤繁雄・阿部勝幸	 12、10	 大屋正彦・村上茂

□女子ダブルス
▼準々決勝
枝野・嵯峨（岩手・川徳）2─0

阪本・会津（静岡・日本楽器）
葛巻・渡辺（東京・第一勧業銀行）2─0

林・立花（和歌山・興紀相銀）
松村・徳和目（大阪・日本生命）2─0

沢田・山西（大阪・日本生命）
小野・長洞（東京・第一勧業銀行）2─0

浜内・山田（大阪・住金本社）
▼準決勝
枝野・嵯峨	 16、19	 葛巻・渡辺
小野・長洞	 17、13	 松村・徳和目
▼決勝
小野智恵子・長洞久美子　14、20
	 枝野とみえ・嵯峨由美子

第9回全日本社会人選手権大会
昭和50年9月13～15日、於：北九州市立総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
高島規郎（大阪・近大職員）3─0

仲村渠功（東京・シチズン時計）
伊藤繁雄（東京・蝶友クラブ）3─1

藤原孝志（静岡・日本楽器）
小川均（千葉・川崎製鉄千葉）3─0

鈴木清（東京・旺文社）
井上哲夫（東京・シチズン時計）3─0

大屋正彦（静岡・日本楽器）
▼準決勝
伊藤	 21、18、-20、-8、16	 高島
井上	 -13、17、13、18	 小川
▼決勝
井上哲夫	 11、8、13	 伊藤繁雄

□女子シングルス
▼準々決勝
杉本安子（三重・三重県庁）3─0

板橋三重子（宮城・宮城県庁）
中原美佐子（佐賀・唐津商高教員）3─2

阿部多津子（宮城・宮城県庁）
伊藤和子（大阪・サンスター）3─1

島田美鈴（神奈川・日産自動車）
黒子テル子（千葉・川崎製鉄千葉）3─0

高井千鶴（京都・日本生命）
▼準決勝
杉本	 11、8、13	 中原
伊藤	 15、16、16	 黒子
▼決勝
伊藤和子	 16、19、16	 杉本安子

□男子ダブルス
▼準々決勝
大屋・村上（静岡・日本楽器）2─1

古川・小川（千葉・青卓会・川崎製鉄千葉）
河野・白沢（東京・エドヤ・旺文社）2─1

仲村渠・井上（東京・シチズン時計）
猪木・和田（愛媛・ダイキ・専売松山）2─1

高島・岩見（大阪・近大職員・堺市役所）
田阪・今野（東京・青卓会・旺文社）2─0
中村・加藤（北海道 ･国鉄北海道札幌 ･新日鐵室蘭）
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▼準決勝
大屋・村上	 -15、16、15	 河野・白沢
田阪・今野	 -6、19、15	 猪木・和田
▼決勝
田阪登紀夫・今野裕二郎　19、-19、15	

大屋正彦・村上茂

□女子ダブルス
▼準々決勝
杉本・谷川（三重・三重県庁）2─0

音坂・水口（青森・青森銀行）
稲熊・小川（愛知・ブラザー工業）2─1

阿部・板橋（宮城・宮城県庁）
中原・中山（長崎・三菱電機・高来町役場）2─1

葛巻・渡辺（東京・第一勧業銀行）
中原・光沢（佐賀・唐津商高教員・佐賀県教委）

2─1　枝野・嵯峨（岩手・川徳デパート）
▼準決勝
稲熊・小川	 9、17	 杉本・谷川
中原・光沢	 7、15	 中原・中山
▼決勝
中原美佐子・光沢きよみ　15、14	
	 	 稲熊かすみ・小川伸子
	

第10回全日本社会人選手権大会
昭和51年9月17～20日、於：栃木県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
今野裕二郎（東京・旺文社）3─0

小川均（千葉・川崎製鉄千葉）
古川敏明（東京・青卓会）3─2

西飯徳康（三重・西飯スポーツ）
田阪登紀夫（京都・東山高職員）3─0

山内正範（東京・シチズン時計）
前原正浩（東京・協和発酵）3─2

藤原孝志（静岡・日本楽器）
▼準決勝
今野	 19、14、12	 古川
前原	 -19、14、21、-18、12	 田阪
▼決勝
前原正浩	 14、16、12	 今野裕二郎

□女子シングルス
▼準々決勝
小室恵子（東京・富士短大同好会）3─0

音坂京子（青森・青森銀行）
今野和枝（東京・第一勧業銀行）3─0

安部光子（兵庫・神戸北区民センター）
島本美津子（東京・電電東京）3─0

原田真由美（東京・第一勧業銀行）
下田とわ子（神奈川・日産自動車）3─1

葛巻まゆみ（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
小室	 	15、20、19	 今野
下田	 -18、7、19、-17、1	 島本
▼決勝
下田とわ子	 16、-16、14、21	 小室恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
田阪・今野（東京・東山高職員・旺文社）2─1

米田・久保田（千葉・川崎製鉄千葉）
山内・船橋（東京・シチズン時計）2─1

大和屋・中山（大阪・住金大阪）
猪木・和田（愛媛・新卓会・専売松山）2─1

山本・大河内（茨城・日立多賀）
大屋・村上（静岡・日本楽器）2─1

石川・粂田（千葉・川崎製鉄千葉）
▼準決勝
山内・船橋	 16、17	 田阪・今野
大屋・村上	 19、17	 猪木・和田

▼決勝
大屋正彦・村上茂		-15、16、14	 山内正範・船橋侑

□女子ダブルス
▼準々決勝
手塚・青木（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

小野・斉藤（青森・青森県信用組合）
小野・長洞（東京・第一勧業銀行）2─1

吉見・中嶋（京都・住友金属）
水口・音坂（青森・青森銀行）2─1

島本・小室（東京・電電東京・富士短大同好会）
葛巻・原田（東京・第一勧業銀行）2─1

下田・島田（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
小野・長洞	 16、-18、14	 手塚・青木
葛巻・原田	 18、-13、15	 水口・音坂
▼決勝
小野智恵子・長洞久美子　19、9	
	 	 葛巻まゆみ・原田真由美

第11回全日本社会人選手権大会
昭和52年8月12～14日、於：滋賀県立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
岡島孝一（東京・旺文社）3─2

井上啓（京都・田阪卓研）
大屋正彦（静岡・日本楽器）3─0

小原秀元（長野・松本市役所）
葛西順一（青森・青森商高教員）3─0

桜井茂雄（東京・旺文社）
鈴木清（東京・旺文社）3─1

藤原孝志（静岡・日本楽器）
▼準決勝
大屋	 -18、-13、20、18、15	 岡島
鈴木	 20、-12、-18、20、16	 葛西
▼決勝
大屋正彦	 20、14、15	 鈴木清

□女子シングルス
▼準々決勝
川東加代子（東京・第一勧業銀行）3─2

下田とわ子（神奈川・日産自動車）
枝野とみえ（岩手・川徳）3─0

佐藤弘子（青森・青森銀行）
藤沢幸子（岩手・川徳）3─0

島本美津子（東京・電電東京）
小野智恵子（東京・第一勧業銀行）3─0

安部光子（兵庫・神戸北区民センター）
▼準決勝
川東	 13、13、-15、13	 枝野
小野	 24、18、-18、-18、13	 藤沢
▼決勝
川東加代子	 18、19、-16、16	 小野智恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
小山・長谷川（神奈川・日産自動車）2─0

大屋・村上（静岡・日本楽器）
小岩・葛西（青森・石川商事・青森商高教員）2─0

仲村渠・白井（東京・シチズン時計）
前原・高木（東京・協和発酵）2─0

古川・小川（千葉・日大OB・川崎製鉄千葉）
桜井・須藤（東京・旺文社・朝日生命）2─0

寺岡・下山田（千葉・川崎製鉄千葉）
▼準決勝
小岩・葛西	 12、-22、15	 小山・長谷川
前原・高木	 17、21	 桜井・須藤
▼決勝
前原正浩・高木誠也	 20、16	 小岩勇・葛西順一

□女子ダブルス
▼準々決勝
五十嵐・桜井（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

小野・長洞（東京・第一勧業銀行）
下田・島田（神奈川・日産自動車）2─0

亀垣・新保（北海道・拓銀）
石川・和田（東京・大生信用組合）2─1

枝野・藤沢（岩手・川徳）
原田・川東（東京・第一勧業銀行）2─1

立花・中口（和歌山・興紀相銀）
▼準決勝
下田・島田	 19、-14、9	 五十嵐・桜井
原田・川東	 14、-13、10	 石川・和田
▼決勝
下田とわ子・島田美鈴　-18、17、16	
	 	 原田真由美・川東加代子

第12回全日本社会人選手権大会
昭和53年9月15～17日、於：岐阜県民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
前原正浩（東京・協和発酵）3─2

小山欽司（神奈川・日産自動車）
内田雅則（静岡・日本楽器）3─1

阿部勝幸（東京・協和発酵）
高島規郎（大阪・近大職員）3─0

尾後勝行（広島・尾道市農協）
阿部博幸（東京・協和発酵）3─2

山吉敬二（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
前原	 16、13、16	 内田
阿部	 17、9、-18、14	 高島
▼決勝
前原正浩	 20、18、-13、8	 阿部博幸

□女子シングルス
▼準々決勝
千葉良子（青森・青森県信組）3─0

川東加代子（東京・第一勧業銀行）
上野由貴子（神奈川・日産自動車）3─2

佐藤弘子（青森・青森銀行）
音坂京子（青森・青森銀行）3─1

新保富美子（北海道・北海道拓殖銀行）
伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）3─1

長洞久美子（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
千葉	 9、18、14	 上野
伊藤	 11、-16、19、19	 音坂
▼決勝
千葉良子	 17、-16、15、-14、8	 伊藤和子

□男子ダブルス
▼準々決勝
石川・粂田（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

前原・高木（東京・協和発酵）
寺岡・下山田（千葉・川崎製鉄千葉）2─0
駒木根・安（東京・代々木クラブ・東京アームズ）

阿部勝・阿部博（東京・協和発酵）2─0
尾後・大場（広島・尾道市農協・新興金属）

宮本・小嶋（愛媛・今治松尾・大州体協）2─1
岡島・中村（東京・旺文社）

▼準決勝
寺岡・下山田	 16、-13、19	 石川・粂田
阿部勝・阿部博	 12、20	 宮本・小嶋
▼決勝
阿部勝幸・阿部博幸	 18、12	 寺岡浩・下山田守一

□女子ダブルス   
▼準々決勝
川東・原田（東京・第一勧業銀行）2─0

足立・大槻（京都・ユニチカ宇治）
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伊藤・小谷（大阪 ･大阪ベテラン会 ･サンスター）
2─1　山内・中泉（東京・三井生命）

石川・和田（東京・大生信用組合）2─0
新保・大石（北海道・北海道拓殖銀行）

長洞・高橋（東京・第一勧業銀行）2─1
水口・音坂（青森・青森銀行）

▼準決勝
川東・原田	 19、15	 伊藤・小谷
長洞・高橋	 7、-16、13	 石川・和田
▼決勝
川東加代子・原田真由美　21、-18、1	
	 	 長洞久美子・高橋省子

第13回全日本社会人選手権大会
昭和54年9月21～23日、於：郡山総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小野誠治（静岡・日本楽器）3─0

湖山普九（神奈川・日産自動車）
内田雅則（静岡・日本楽器）3─0

鈴木清（東京・旺文社）
星野一朗（東京・代々木クラブ）3─1

永瀬治一郎（神奈川・日産自動車）
阿部博幸（東京・協和発酵）3─2

安田出雲彦（静岡・日本楽器）
▼準決勝
内田	 -17、16、15、-7、20	 小野
阿部	 9、14、9	 星野
▼決勝
内田雅則	 -17、17、8、16	 阿部博幸

□女子シングルス
▼準々決勝
菅谷佳代（栃木・真岡女子高教員）3─0

林愉美（神奈川・日産自動車）
佐藤弘子（青森・青森銀行）3─0

漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）
川東加代子（東京・第一勧業銀行）3─0

嶋内よし子（東京・三井銀行）
新保富美子（北海道・北海道拓殖銀行）3─0

高橋省子（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
佐藤	 -15、-16、21、16、15	 菅谷
川東	 17、11、10	 新保
▼決勝
川東加代子	 12、6、12	 佐藤弘子

□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）2─1

阿部・高木（東京・協和発酵）
安達・星（福島・日東紡績福島）2─0

村上・安田（静岡・日本楽器）
内田・小野（静岡・日本楽器）2─0

小岩・高淵（青森・石川商事・青森銀行）
石川・粂田（千葉・川崎製鉄千葉）2─1
白井・星野（東京・シチズン時計・代々木クラブ）

▼準決勝
織部・井上	 19、18	 安達・星
内田・小野	 11、-14、17	 石川・粂田
▼決勝
内田雅則・小野誠治　19、-14、17	
	 	 織部幸治・井上武弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
広原・石川（東京・明治生命）2─0
伊藤・小谷（大阪・大阪ベテラン会・サンスター）

高橋・川東（東京・第一勧業銀行）2─0
大川・角田（群馬・桐生信金）

林・稲森（神奈川・日産自動車）2─0
宇田・黒田（静岡・日本楽器）

新保・大石（北海道・北海道拓殖銀行）2─1
太田・村上（香川・百十四銀行）

▼準決勝
高橋・川東	 12、-15、8	 広原・石川
林・稲森	 15、16	 新保・大石
▼決勝
高橋省子・川東加代子				13、8	 林愉美・稲森愛弓

第14回全日本社会人選手権大会
昭和55年9月20～22日、於：徳島市立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
久世雅之（大阪・近大職員）3─1

長谷川豊信（神奈川・日産自動車）
前原正浩（東京・協和発酵）3─0

政本尚（大阪・清友クラブ）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─0

川村公一（神奈川・日産自動車）
阿部博幸（東京・協和発酵）3─1

小林茂仁（大阪・アストール）
▼準決勝
前原	 13、12、-19、18	 久世
小野	 -14、19、-10、17、18	 阿部
▼決勝
小野誠治	 15、14、13	 前原正浩

□女子シングルス
▼準々決勝
川東加代子（東京・第一勧業銀行）3─1

福田京子（栃木・松下電器）
菅谷佳代（栃木・真岡女子高教員）3─0

高橋省子（東京・第一勧業銀行）
新保富美子（北海道・北海道拓殖銀行）3─1

漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）
神田絵美子（東京・富士短大職員）3─1

嶋内よし子（東京・三井銀行）
▼準決勝
川東	 -17、21、15、-18、18	 菅谷
神田	 15、-20、7、14	 新保
▼決勝
神田絵美子	 14、12、11	 川東加代子

□男子ダブルス
▼準々決勝
内田・小野（静岡・日本楽器）2─0

田中・新保（京都・京都中央信用金庫）
阿部勝・阿部博（東京・協和発酵）2─1

石川・寺岡（千葉・川崎製鉄千葉）
粂田・清水（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

木村・吉田（静岡・日本楽器）
川村・西村（神奈川・日産自動車）2─0

織部・井上（東京・青卓会）
▼準決勝
阿部勝・阿部博	 -13、18、5	 内田・小野
川村・西村	 -16、12、6	 粂田・清水
▼決勝
川村公一・西村信之　14、-15、16	
	 	 阿部勝幸・阿部博幸

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・川東（東京・第一勧業銀行）2─0

高木・秋葉（神奈川・武田薬品湘南）
神田・山下（東京・富士短大職員・明治生命）2─1

北山・西山（静岡・日本楽器）
浦・古川（神奈川・日産自動車）2─0

嶋内・村上（東京・三井銀行）
林・稲森（神奈川・日産自動車）2─0

森澤・佐藤（東京・大生信用組合）
▼準決勝
神田・山下	 -21、6、14	 高橋・川東
浦・古川	 21、19	 林・稲森

▼決勝
神田絵美子・山下恵子　-20、17、12	
	 	 浦喜久・古川ひとみ

第15回全日本社会人選手権大会
昭和56年9月11～13日、於：神戸市立中央体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小野誠治（静岡・日本楽器）3─0

鈴木清（東京・旺文社）
内田雅則（静岡・日本楽器）3─0

林直樹（東京・シチズン時計）
阿部博幸（東京・協和発酵）3─0

柳原正明（北海道・G4クラブ）
村上恭和（和歌山・和歌山相互銀行）3─1

五藤ひで男（静岡・日本楽器）
▼準決勝
小野	 -20、14、18、15	 内田
阿部	 15、18、13	 村上
▼決勝
阿部博幸	 22、16、-18、-12、12	 小野誠治

□女子シングルス
▼準々決勝
神田絵美子（神奈川・日産自動車）3─1

漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）
和田理枝（神奈川・日産自動車）3─0

大岩裕美子（東京・第一勧業銀行）
新保富美子（北海道・北海道拓殖銀行）3─2

萩原恵子（東京・三井銀行）
川東加代子（東京・第一勧業銀行）3─1

高木和恵子（東京・千代田クラブ）
▼準決勝
神田	 15、12、9	 和田
新保	 10、14、15	 川東
▼決勝
神田絵美子	 12、12、9	 新保富美子

□男子ダブルス
▼準々決勝
村上・佐々木（宮城・桔梗苦羅舞）2─1

川村・西村（神奈川・日産自動車）
織部・井上（東京・青卓会）2─0

村上・安田（静岡・日本楽器）
阿部・小沢（東京・協和発酵）2─0

福江・馬越（滋賀・滋賀相互銀行）
粂田・清水（千葉・川崎製鉄千葉）2─1

吉田・五藤（静岡・日本楽器）
▼準決勝
織部・井上	 13、-19、19	 村上・佐々木
阿部・小沢	 11、19	 粂田・清水
▼決勝
阿部博幸・小沢吉孝　13、-19、19	
	 	 織部幸治・井上武弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
神田・山下（神奈川 ･日産自動車／東京 ･明治生命）

2─0　伊勢・甫喜本（香川・百十四銀行）
川東・大岩（東京・第一勧業銀行）2─1

北山・西山（静岡・日本楽器）
音坂・村上（青森・青森銀行）2─0

宮木・石崎（千葉・川崎製鉄千葉）
萩原・水口（東京・三井銀行）2─0

川野・福田（東京・明治生命）
▼準決勝
神田・山下	 11、19	 川東・大岩
音坂・村上	 19、12	 萩原・水口
▼決勝
神田絵美子・山下恵子　16、12
	 	 音坂京子・村上るり子
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第16回全日本社会人選手権大会
昭和57年9月10～12日、於：横須賀市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
阿部博幸（東京・協和発酵）3─0

岡部茂樹（東京・個人）
内田雅則（静岡・日本楽器）3─2

高島規郎（大阪・近大講師）
前原正浩（東京・協和発酵）3─1

笠原一也（静岡・日本楽器）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─0

林直樹（東京・シチズン時計）
▼準決勝
阿部	 22、12、-16、12	 内田
小野	 12、12、16	 前原
▼決勝
小野誠治	 -8、-14、9、14、13	 阿部博幸

□女子シングルス
▼準々決勝
神田絵美子（神奈川・日産自動車）3─2

田村友子（静岡・日本楽器）
川東加代子（東京・第一勧業銀行）3─1

山下恵子（東京・明治生命）
嶋内よし子（東京・三井銀行）3─1

高木和恵子（東京・千代田クラブ）
新保富美子（北海道・北海道拓殖銀行）3─1

宮木由美子（千葉・川崎製鉄千葉）
▼準決勝
川東	 -13、15、10、-16、10	 神田
新保	 13、9、15	 嶋内
▼決勝
新保富美子	 14、16、-17、16	 川東加代子

□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）2─1

清水・海鉾（千葉・川崎製鉄千葉）
吉田・五藤（静岡・日本楽器）2─0

斉藤・林（東京・シチズン時計）
前原・阿部（東京・協和発酵）2─1

川村・西村（神奈川・日産自動車）
内田・小野（静岡・日本楽器）2─1

福江・金島（滋賀・滋賀相互銀行）
▼準決勝
吉田・五藤	 -15、14、15	 織部・井上
内田・小野	 18、14	 前原・阿部
▼決勝
内田雅則・小野誠治　5、-14、12	
	 	 吉田勝之・五藤ひで男

□女子ダブルス
▼準々決勝
神田・山下（神奈川 ･日産自動車／東京 ･明治生命）

2─0　山之内・丸山（東京・第一勧業銀行）
浦・古川（神奈川・日産自動車）2─1

鈴木・斉藤（千葉・川崎製鉄千葉）
北山・田村（静岡・日本楽器）2─0

嶋内・山本（東京・三井銀行・富士短大同好会）
和田・増川（神奈川・日産自動車）2─0

川東・大岩（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
神田・山下	 22、19	 浦・古川
和田・増川	 5、17	 北山・田村
▼決勝
神田絵美子・山下恵子		10、1	 和田理枝・増川優子

第17回全日本社会人選手権大会
昭和58年8月19～21日、於：香川県坂出市立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
清水拡嗣（千葉・川崎製鉄千葉）3─1

岡部茂樹（東京・協和発酵）
前原正浩（東京・協和発酵）3─0

糠塚重造（千葉・川崎製鉄千葉）
内田雅則（静岡・日本楽器）3─2

五藤ひで男（静岡・日本楽器）
阿部博幸（東京・協和発酵）3─0

笠原荷津也（静岡・日本楽器）
▼準決勝
前原	 17、15、15	 清水
内田	 -20、9、15、19	 阿部
▼決勝
前原正浩	 13、15、13	 内田雅則

□女子シングルス
▼準々決勝
川東加代子（東京・第一勧業銀行）3─1

山下さとみ（神奈川・日産自動車）
野平久美子（東京・三井銀行）3─0

村上美枝子（宮城・桔梗クラブ）
高木和恵子（東京・千代田クラブ）3─0

古川ひとみ（神奈川・日産自動車）
神田絵美子（神奈川・日産自動車）3─0

鈴木広美（神奈川・武田薬品）
▼準決勝
川東	 14、7、16	 野平
神田	 13、18、17	 高木和
▼決勝
神田絵美子	 11、16、12	 川東加代子

□男子ダブルス
▼準々決勝
内田・小野（静岡・日本楽器）2─0

村上・糠塚（千葉・川崎製鉄千葉）
織部・井上（東京・青卓会）2─0

川村・西村（神奈川・日産自動車）
前原・阿部（東京・協和発酵）2─0

本多・鬼木（広島・専売広島）
清水・海鉾（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

石田・岡部（東京・協和発酵）
▼準決勝
内田・小野	 20、17	 織部・井上
前原・阿部	 7、-18、17	 清水・海鉾
▼決勝
内田雅則・小野誠治	 15、11	 前原正浩・阿部博幸

□女子ダブルス    
▼準々決勝
神田・山下（神奈川・日産自動車／東京・明治生命）

2─0　尾崎・愛甲（福岡・住金小倉）
幸野・中島（神奈川・日産自動車）2─1

勝・千種（静岡・日本楽器）
嶋内・山本（東京・三井銀行）2─0

佐藤・高倉（静岡・日本楽器）
後藤・照井（東京・三井銀行）2─0

川東・大岩（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
神田・山下	 15、19	 幸野・中島
後藤・照井	 17、-18、19	 嶋内・山本
▼決勝
神田絵美子・山下恵子　17、-15、15	
	 	 後藤三津子・照井信子

第18回全日本社会人選手権大会
昭和59年9月22～24日、於：富山県総合体育センター

□男子シングルス
▼準々決勝
前原正浩（東京・協和発酵）3─0

笠原荷津也（静岡・日本楽器）
五藤ひで男（静岡・日本楽器）3─1

高島規郎（大阪・近大職員）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─0

西村信之（山口・三新化学）
川村公一（神奈川・日産自動車）3─1

大場達雄（滋賀・滋賀相互銀行）
▼準決勝
五藤	 -13、11、16、15	 前原
小野	 -20、11、-21、12、17	 川村
▼決勝
小野誠治	 13、19、19	 五藤ひで男

□女子シングルス
▼準々決勝
小原るみ（奈良・わかくさクラブ）3─0

前田喜久子（和歌山・和歌山相互銀行）
後藤三津子（東京・三井銀行）3─2

石崎容子（千葉・川崎製鉄千葉）
嶋内よし子（東京・三井銀行）3─1

福田法子（静岡・日本楽器）
山下さとみ（神奈川・日産自動車）3─0

勝美枝（静岡・日本楽器）
▼準決勝
後藤	 15、-13、-10、13、14	 小原
嶋内	 18、11、11	 山下
▼決勝
嶋内よし子	 17、14、-17、21	 後藤三津子

□男子ダブルス
▼準々決勝
川原・小道野（神奈川・日産自動車）2─0

花木・高江洲（沖縄・琉球銀行）
村上・糠塚（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

笠原・増田（静岡・日本楽器）
林・桑原（東京・シチズン時計）2─0

中嶋・白井（香川・健勝苑）
村上・宮﨑（和歌山・和歌山相互銀行）2─0

織部・井上（東京・青卓会）
▼準決勝
村上・糠塚	 21、-24、11	 川原・小道野
林・桑原	 19、12	 村上・宮﨑
▼決勝
林直樹・桑原要勝	 17、18	 村上武・糠塚重造

□女子ダブルス
▼準々決勝
嶋内・山本（東京・三井銀行）2─1

滝北・浜本（滋賀・松下電工彦根）
和田・福留（岐阜・十六銀行）2─1

安部・内田（福岡・住友金属小倉）
後藤・蓮井（東京・三井銀行）2─0

高瀬・篠原（神奈川・武田薬品）
山下・林（東京・明治生命）2─0

幸野・中島（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
和田・福留	 14、12	 嶋内・山本
山下・林	 20、-15、13	 後藤・蓮井
▼決勝
山下恵子・林芳子　14、-13、14	
	 	 和田温子・福留正子
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第19回全日本社会人選手権大会
昭和60年9月14～16日、於：帯広市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小野誠治（静岡・日本楽器）3─0

村上恭和（和歌山・和歌山相互銀行）
渡辺武弘（東京・協和発酵）3─2

林直樹（東京・シチズン時計）
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─0

山田翔之（和歌山・和歌山相互銀行）
糠塚重造（千葉・川崎製鉄千葉）3─0

五藤ひで男（静岡・日本楽器）
▼準決勝
小野	 28、-14、11、7	 渡辺
齋藤	 15、-19、17、-14、17	 糠塚
▼決勝
齋藤清	 19、17、17	 小野誠治

□女子シングルス
▼準々決勝
鈴木広美（神奈川・武田薬品）3─1

細川幸智子（神奈川・日産自動車）
幸野信子（神奈川・日産自動車）3─1

前田喜久子（和歌山・和歌山相互銀行）
福田法子（静岡・日本楽器）3─0

岡本富美子（山口・日新製鋼周南）
堀越恵美子（千葉・川崎製鉄千葉）3─1

山下さとみ（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
幸野	 14、12、3	 鈴木
福田	 12、-21、11、15	 堀越
▼決勝
福田法子	 15、13、16	 幸野信子

□男子ダブルス
▼準々決勝
村上・糠塚（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

勝・秋山（大阪・清友クラブ・健勝苑）
川村・齋藤（神奈川・日産自動車）2─0

桑原・永福（東京・シチズン時計）
織部・井上（東京・青卓会）2─0

吉浦・平井（広島・日本たばこ）
川原・小道野（神奈川・日産自動車）2─0

金島・山内（滋賀・滋賀相互銀行）
▼準決勝
村上・糠塚	 19、-16、18	 川村・齋藤
織部・井上	 17、-16、16	 川原・小道野
▼決勝
村上武・糠塚重造　17、-19、23	
	 	 織部幸治・井上武弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
本間・井田（愛知・日清紡名古屋）2─0

三宅・西岡（大阪・住友生命）
古岡・古岡（富山・古岡商店・南星中学校）2─0

福田・富永（静岡・日本楽器）
菅野・福士（千葉・川崎製鉄千葉）2─1

大森・柿沼（東京・大生信用組合）
大岩・丸山（東京・第一勧業銀行）2─0

山下・幸野（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
本間・井田	 15、16	 古岡・古岡
菅野・福士	 18、16	 大岩・丸山
▼決勝
本間のり子・井田加代　14、16
	 	 菅野妙子・福士真理子
	

第20回全日本社会人選手権大会
昭和61年9月13～15日、於：北九州市立総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─0

五藤ひで男（静岡・日本楽器）
三上雅也（静岡・日本楽器）3─1

宮﨑義仁（和歌山・和歌山相互銀行）
糠塚重造（千葉・川崎製鉄千葉）3─1

竹之内君明（東京・協和発酵）
小野誠治（静岡・日本楽器）3─0

山田翔之（和歌山・和歌山相互銀行）
▼準決勝
齋藤	 -21、14、-26、15、12	 三上
小野	 13、20、18	 糠塚
▼決勝
小野誠治	 16、-17、-19、15、17	 齋藤清

□女子シングルス
▼準々決勝
橘川美紀（神奈川・武田薬品）3─0

福田法子（静岡・日本楽器）
陳莉莉（愛知・ソニー一宮）3─0

髙木和恵子（東京・千代田クラブ）
細川幸智子（神奈川・日産自動車）3─0

生駒日登美（神奈川・武田薬品）
謝春英（愛知・ソニー一宮）3─0

幸野信子（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
陳	 16、-19、10、15	 橘川
謝	 19、-17、14、14	 細川
▼決勝
陳莉莉	 17、18、-18、-23、14	 謝春英

□男子ダブルス
▼準々決勝
阿部・徐（東京・協和発酵・サンリツ）2─1

林・小野（東京・シチズン時計）
川村・齋藤（神奈川・日産自動車）2─0

村上・宮﨑（和歌山・和歌山相互銀行）
小野・三上（静岡・日本楽器）2─0

川村・小道野（神奈川・日産自動車）
井坂・桜井（神奈川・日産自動車）2─1

桑原・永福（東京・シチズン時計）
▼準決勝
川村・齋藤	 18、17	 阿部・徐
小野・三上	 13、18	 井坂・桜井
▼決勝
川村公一・齋藤清　-11、13、15	
	 	 小野誠治・三上雅也

□女子ダブルス
▼準々決勝
岩田・細川（神奈川・日産自動車）2─0

古岡・古岡（富山・高陵中学・古岡商店）
謝・陳（愛知・ソニー一宮）2─0

富永・福田（静岡・日本楽器）
柏谷・国居（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

山下・幸野（神奈川・日産自動車）
橘川・生駒（神奈川・武田薬品湘南）2─0

大森・柿沼（東京・大生信用組合）
▼準決勝
岩田・細川	 18、17	 謝・陳
橘川・生駒	 13、17	 柏谷・国居
▼決勝
橘川美紀・生駒日登美　16、14	
	 	 岩田浩子・細川幸智子

第21回全日本社会人選手権大会
昭和62年9月11～13日

於：奈良市中央体育館・奈良市中央第二体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小野誠治（静岡・日本楽器）3─1

井坂俊正（神奈川・日産自動車）
高志亮（神奈川・日産自動車）3─1

荒木裕治（山梨・甲府盲学校）
海鉾仁（千葉・川崎製鉄千葉）3─2

川村公一（神奈川・日産自動車）
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─1

五藤ひで男（静岡・日本楽器）
▼準決勝
小野	 19、-17、-20、14、20	 高
齋藤	 19、19、16	 海鉾
▼決勝
小野誠治	 17、-22、20、14	 齋藤清

□女子シングルス
▼準々決勝
陳莉莉（愛知・ソニー一宮）3─0

幸野信子（神奈川・日産自動車）
髙木和恵子（東京・千代田クラブ）3─1

橘川美紀（神奈川・武田薬品湘南）
石田清美（大阪・住友生命）3─0

安永二三代（東京・第一勧業銀行）
細矢順子（神奈川・日産自動車）3─2

山田道代（東京・三井銀行）
▼準決勝
陳	 9、14、20	 髙木和
石田	 14、11、11	 細矢
▼決勝
陳莉莉	 19、14、-13、11	 石田清美

□男子ダブルス
▼準々決勝
川村・齋藤（神奈川・日産自動車）2─0

林・小野（東京・シチズン時計）
永瀬・末次（神奈川・日産自動車）2─0

桑原・永福（東京・シチズン時計）
糠塚・村上（千葉・川崎製鉄千葉）2─1

佐藤・田中（東京・協和発酵）
小野・三上（静岡・日本楽器）2─0

村上・宮﨑（和歌山・和歌山相互銀行）
▼準決勝
川村・齋藤	 19、16	 永瀬・末次
糠塚・村上	 17、-17、19	 小野・三上
▼決勝
川村公一・齋藤清	 8、-16、11	 糠塚重造・村上武

□女子ダブルス
▼準々決勝
橘川・生駒（神奈川・武田薬品湘南）2─1

内山・魚路（岐阜・十六銀行）
後藤・桝本（愛知・日本電装）2─0

福田・高山（千葉・川崎製鉄千葉）
国居・小林（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

幸野・立花（神奈川・日産自動車）
謝・陳（愛知・ソニー一宮）2─0

高橋・渋谷（東京・リコー）
▼準決勝
橘川・生駒	 -16、15、16	 後藤・桝本
謝・陳	 18、11	 国居・小林
▼決勝
橘川美紀・生駒日登美　	17、11	 謝春英・陳莉莉
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	 第22回全日本社会人選手権大会
昭和63年9月9～11日

於：三重県営総合競技場体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─0

小野浩彦（東京・シチズン時計）
糠塚重造（千葉・川崎製鉄千葉）3─0

五藤ひで男（静岡・ヤマハ）
井坂俊正（神奈川・日産自動車）3─2

海鉾仁（千葉・川崎製鉄千葉）
高志亮（神奈川・日産自動車）3─1

笠原荷津也（静岡・ヤマハ）
▼準決勝
齋藤	 14、-22、7、12	 糠塚
高	 8、-10、-14、11、15	 井坂
▼決勝
高志亮	 -11、-13、12、12、11	 齋藤清

□女子シングルス
▼準々決勝
鄭慧萍（長野・飯田ビジネス専門学校）3─0

細川幸智子（神奈川・日産自動車）
下加茂美穂（東京・三井銀行）3─0

橘川美紀（神奈川・武田薬品湘南）
石岩（大阪・住友生命）3─0

細矢順子（神奈川・日産自動車）
趙多多（滋賀・松下電工彦根）3─0

屋敷かよ（和歌山・興紀相互銀行）
▼準決勝
鄭	 21、12、8	 下加茂
趙	 11、-20、15、24	 石
▼決勝
鄭慧萍	 -19、19、20、18	 趙多多

□男子ダブルス
▼準々決勝
金島・山内（滋賀・滋賀相互銀行）2─0

石谷・森薗（東京・シチズン時計）
林・小野（東京・シチズン時計）2─0

吉浦・平井（広島・日本たばこ広島）
桜井・高（神奈川・日産自動車）2─1

桑原・永福（東京・シチズン時計）
海鉾・木村（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

丹藤・山本（東京・シチズン時計）
▼準決勝
林・小野	 16、-14、15	 金島・山内
桜井・高	 12、14	 海鉾・木村
▼決勝
林直樹・小野浩彦	 17、17	 桜井正喜・高志亮

□女子ダブルス
▼準々決勝
趙・日高（滋賀・松下電工彦根）2─1

柴田・安田（北海道・たくぎん）
魚路・久保（岐阜・十六銀行）2─0

陳・田中（愛知・ソニー一宮）
鄭・林（長野・飯田ビジネス専門学校）2─1

下加茂・大沼（東京・三井銀行）
野沢・厚見（神奈川・武田薬品湘南）2─0

幸野・沢田（富山・北陸銀行）
▼準決勝
趙・日高	 13、16	 魚路・久保
鄭・林	 18、17	 野沢・厚見
▼決勝
鄭慧萍・林煌	 15、12	 趙多多・日高利恵子

	
第23回全日本社会人選手権大会
平成元年9月1～3日、於：那覇市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
高志亮（神奈川・日産自動車）3─1

岡部茂樹（東京・協和発酵）
袁建剛（和歌山・和歌山銀行）3─2

竹之内君明（東京・協和発酵）
王振義（滋賀・びわこ銀行）3─1

小野誠治（静岡・ヤマハ）
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─2

宮﨑義仁（和歌山・和歌山銀行）
▼準決勝
袁	 -15、9、19、16	 高
齋藤	 14、15、-19、18	 王
▼決勝
齋藤清	 15、18、-13、18	 袁建剛

□女子シングルス
▼準々決勝
呉琼（和歌山・和歌山銀行）3─0

松崎静香（大阪・日本生命）
劉楊（神奈川・富士通）3─1

富永克子（大阪・日本生命）
橘川美紀（神奈川・武田薬品湘南）3─0

石岩（大阪・住友生命）
陳莉莉（愛知・ソニー一宮）3─1

川崎佳世（千葉・川崎製鉄千葉）
▼準決勝
劉	 17、16、-18、19	 呉
陳	 16、9、22	 橘川
▼決勝
陳莉莉	 -13、13、-15、11、19	 劉楊

□男子ダブルス
▼準々決勝
桜井・高（神奈川・日産自動車）2─0

木村・山崎（千葉・川崎製鉄千葉）
大場・王（滋賀・びわこ銀行）2─0

岩崎・戸田（神奈川・日産自動車）
丹藤・山本（東京・シチズン時計）2─0

井坂・末次（神奈川・日産自動車）
花木・當山（沖縄・琉球銀行）2─0

井上・杜（東京・ITS）
▼準決勝
桜井・高	 17、14	 大場・王
丹藤・山本	 16、19	 花木・當山
▼決勝
桜井正喜・高志亮	 17、-16、17	 丹藤貴・山本恒安

□女子ダブルス
▼準々決勝
鄭・林（長野・飯田ビジネス専門学校）2─0

細川・松本（神奈川・日産自動車）
橘川・生駒（神奈川・武田薬品湘南）2─1

小林・川崎（千葉・川崎製鉄千葉）
野沢・厚見（神奈川・武田薬品湘南）2─0

陳・田中（愛知・ソニー一宮）
福田・高山（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

高木和・鈴木（東京・千代田クラブ）
▼準決勝
鄭・林	 -16、10、12	 橘川・生駒
福田・高山	 21、11	 野沢・厚見
▼決勝
福田礼子・高山由紀子	-19、15、19	 鄭慧萍・林煌

第24回全日本社会人選手権大会
平成2年9月14～16日、於：東京体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
齋藤清（神奈川・日産自動車）3─0

岡部茂樹（東京・協和発酵）
松下浩二（東京・協和発酵）3─1

岩崎清信（神奈川・日産自動車）
山本恒安（東京・シチズン時計）3─2

小野誠治（静岡・ヤマハ）
黄若東（長野・飯田ビジネス専門学校）3─1

三上雅也（静岡・ヤマハ）
▼準決勝
齋藤	 18、-11、-19、15、14	 松下
山本	 16、16、-6、11	 黄
▼決勝
齋藤清	 -16、15、15、16	 山本恒安

□女子シングルス
▼準々決勝
陳莉莉（愛知・ソニー一宮）3─0

平野恵美子（神奈川・日産自動車）
潘琦（香川・百十四銀行）3─1

林煌（青森・みちのく銀行）
詹莉（長野・飯田ビジネス専門学校）3─2

橘川美紀（神奈川・武田薬品湘南）
呉琼（和歌山・和歌山銀行）3─0

福田礼子（千葉・川崎製鉄千葉）
▼準決勝
陳	 -17、18、17、18	 潘
呉	 10、12、12	 詹
▼決勝
陳莉莉	 16、19、23	 呉琼

□男子ダブルス
▼準々決勝
桜井・高（神奈川・日産自動車）2─0

佐藤・木村（千葉・川崎製鉄千葉）
宮﨑・袁（和歌山・和歌山銀行）2─1

林・伊藤（東京・シチズン時計）
竹之内・松下（東京・協和発酵）2─1

岩崎・戸田（神奈川・日産自動車）
渋谷・野中（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

丹藤・山本（東京・シチズン時計）
▼準決勝
宮﨑・袁	 19、-19、15	 桜井・高
渋谷・野中	 18、21	 竹之内・松下
▼決勝
宮﨑義仁・袁建剛	 -13、14、19	 渋谷浩・野中修二

□女子ダブルス
▼準々決勝
細川・松本（神奈川・日産自動車）2─0

福田・高山（千葉・川崎製鉄千葉）
平野・鄭（神奈川・日産自動車）2─0

川上・杉本（千葉・川崎製鉄千葉）
小林・川崎（千葉・川崎製鉄千葉）2─1

金上・佐藤（神奈川・武田薬品湘南）
橘川・生駒（神奈川・武田薬品湘南）2─0

高木和・鈴木（東京・千代田クラブ）
▼準決勝
細川・松本	 -21、15、18	 平野・鄭
橘川・生駒	 -18、18、14	 小林・川崎
▼決勝
橘川美紀・生駒日登美　-12、8、17	
	 	 細川幸智子・松本雪乃
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第25回全日本社会人選手権大会
平成3年8月27～29日

於：松山市総合コミュニティーセンター体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
松下雄二（東京・協和発酵）3─0

渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）
韋晴光（熊本・寿屋）3─0

岩崎清信（神奈川・日産自動車）
王振義（滋賀・びわこ銀行）3─1

李勇（富山・富山第一ドライ）
松下浩二（東京・協和発酵）3─1

伊藤誠（東京・シチズン時計）
▼準決勝
韋	 12、9、7	 松下雄
王	 -21、14、16、-18、19	 松下浩
▼決勝
韋晴光	 12、20、12	 王振義

□女子シングルス   
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

室重明世（神奈川・日産自動車）
李恵芬（大阪・松下電器）3─2

丁玲玲（福岡・住金小倉）
関華（大阪・住友生命）3─0

潘琦（香川・百十四銀行）
李宝杰（静岡・ヤマハ）3─2

山下富美代（滋賀・松下電工彦根）
▼準決勝
李恵芬	 18、17、9	 小山
関	 -20、18、9、17	 李宝杰
▼決勝
李恵芬	 13、-11、-15、16、10	 関華

□男子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・大平（東京・協和発酵）2─0

反田・山下（京都・健勝苑）
竹之内・松下浩（東京・協和発酵）2─0

末次・小泉（神奈川・日産自動車）
川原・韋（熊本・寿屋）2─0

桜井・高（神奈川・日産自動車）
王・山内（滋賀・びわこ銀行）2─1

渋谷・野中（千葉・川崎製鉄千葉）
▼準決勝
竹之内・松下浩	 10、13	 佐藤・大平
王・山内	 11、14	 川原・韋
▼決勝
王振義・山内篤	 21、-20、15	
	 	 竹之内君明・松下浩二

□女子ダブルス
▼準々決勝
高山・杉本（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

小野・今野（東京・第一勧業銀行）
関・石田（大阪・住友生命）2─1

詹・佐藤（神奈川・日本電気相模原）
李・姚（大阪・松下電器）2─0

小林・岡本（千葉・川崎製鉄千葉）
李・李（静岡・ヤマハ）2─0

金上・佐藤（神奈川・武田薬品湘南）
▼準決勝
関・石田	 16、20	 高山・杉本
李・李	 19、14	 李・姚
▼決勝
関華・石田清美	 -16、19、18	 李琪・李宝杰

第26回全日本社会人選手権大会
平成4年9月11～13日、於：北九州市立総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）3─2

韋晴光（熊本・寿屋）
李勇（富山・富山第一ドライ）3─0

小野誠治（大阪・グランプリ）
陳龍燦（静岡・ヤマハ）3─1

岩崎清信（神奈川・日産自動車）
王振義（滋賀・びわこ銀行）3─2

袁建剛（和歌山・和歌山銀行）
▼準決勝
渋谷	 -14、19、11、15	 李
陳	 15、16、-20、13	 王
▼決勝
陳龍燦	 6、-16、18、13	 渋谷浩

□女子シングルス
▼準々決勝
李恵芬（大阪・松下電器）3─2

バデスク（岐阜・十六銀行）
李宝杰（静岡・ヤマハ）3─1

佐藤利香（神奈川・武田薬品湘南）
李隽（神奈川・日産自動車）3─0

スベンソン（岐阜・十六銀行）
関華（大阪・住友生命）3─0

丁玲玲（福岡・住友金属小倉）
▼準決勝
李恵芬	 10、13、11	 李宝杰
李隽	 12、20、13	 関
▼決勝
李隽	 20、-10、16、12	 李恵芬

□男子ダブルス
▼準々決勝
山内・王（滋賀・びわこ銀行）2─0

桜井・高（神奈川・日産自動車）
佐藤・大平（東京・協和発酵）2─0

鬼木・平井（広島・JT広島）
川原・韋（熊本・寿屋）2─0

小野・村上（大阪・グランプリ）
竹之内・松下浩（東京・協和発酵）2─1

西村・竹内（京都・健勝苑）
▼準決勝
山内・王	 18、12	 佐藤・大平
川原・韋	 14、12	 竹之内・松下浩
▼決勝
川原尚美・韋晴光				-23、19、20	 山内篤・王振義

□女子ダブルス
▼準々決勝
関・石田（大阪・住友生命）2─0

岡村・丸木（東京・さくら銀行）
金上・佐藤（神奈川・武田薬品湘南）2─1

バデスク・スベンソン（岐阜・十六銀行）
李・姚（大阪・松下電器）2─0

劉・阪井（香川・百十四銀行）
李・八嶋（神奈川・日産自動車）2─1

李・李（静岡・ヤマハ）
▼準決勝
関・石田	 14、16	 金上・佐藤
李・姚	 16、8	 李・八嶋
▼決勝
関華・石田清美	 -20、15、15	 李恵芬・姚佳音

第27回全日本社会人選手権大会
平成5年9月17～19日、於：岐阜メモリアルセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
小野誠治（大阪・グランプリ）3─0

宮﨑義仁（和歌山・和歌山銀行）
韋晴光（熊本・寿屋）3─0

李勇（富山・富山第一ドライ）
岩崎清信（神奈川・日産自動車）3─0

山本恒安（東京・シチズン時計）
渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）3─0

大川誠司（広島・JT広島）
▼準決勝
韋	 16、-18、-18、14、16	 小野
岩崎	 20、-19、19、17	 渋谷
▼決勝
岩崎清信	 -14、-19、18、18、12	 韋晴光

□女子シングルス
▼準々決勝
樊建欣（大阪・日本生命）3─1

陳怡玲（神奈川・武田薬品湘南）
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

坂田愛（大阪・日本生命）
陶海東（東京・サンリツ）3─1

楊雪梅（岐阜・十六銀行）
范海燕（福岡・岩田屋）3─0

松本雪乃（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
小山	 19、-14、9、18	 樊
陶	 13、17、13	 范
▼決勝
小山ちれ	 9、-9、-19、12、8	 陶海東

□男子ダブルス     
▼準々決勝
山内・王（滋賀・びわこ銀行）2─0

渡辺・松下雄（東京・協和発酵）
李・高瀬（富山・富山第一ドライ）2─1

陳・則竹（静岡・ヤマハ）
岩崎・高志（神奈川・日産自動車）2─0

西村・竹内（京都・健勝苑）
李・清水（香川・四国化成）2─0

渡辺・牛谷（東京・シチズン時計）
▼準決勝
山内・王	 15、-17、20	 李・高瀬
岩崎・高志	 -9、14、21	 李・清水
▼決勝
山内篤・王振義	 19、11	 岩崎清信・高志亮

□女子ダブルス
▼準々決勝
松崎・坂田（大阪・日本生命）2─0

陶・笹尾（東京・サンリツ）
李・松本（神奈川・日産自動車）2─1

呉・吉本（和歌山・和歌山銀行）
バデスク・楊（岐阜・十六銀行）2─0

室重・小貫（神奈川・日産自動車）
小山・リ（大阪・池田銀行）2─0

佐藤・高橋（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
李・松本	 20、12	 松崎・坂田
バデスク・楊	 13、-16、13	 小山・リ
▼決勝
バデスク・オティリア・楊雪梅　-20、11、19
	 李隽・松本雪乃
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第28回全日本社会人選手権大会
平成6年9月23～25日、於：秋田市立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
陳龍燦（静岡・ヤマハ）3─0	 韋晴光（熊本・寿屋）
王永剛（京都・健勝苑）3─1

周興江（和歌山・住金物流）
佐藤建剛（和歌山・和歌山銀行）3─0

渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）
于沈潼（和歌山・住金物流）3─1

王振義（滋賀・びわこ銀行）
▼準決勝
陳	 19、16、17	 王
于	 8、4、14	 佐藤
▼決勝
于沈潼	 15、-13、11、18	 陳龍燦

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

李紅松（富山・北陸銀行）
バデスク・オティリア（岐阜・十六銀行）3─1

范海燕（福岡・岩田屋）
樊建欣（大阪・日本生命）3─1

リ・チュンリー（大阪・池田銀行）
應栄輝（大阪・松下電器）3─1

姚佳音（大阪・ダスキン）
▼準決勝
小山	 16、9、14	 バデスク
樊	 6、19、18	 應
▼決勝
樊建欣	 -9、14、18、17	 小山ちれ

□男子ダブルス
▼準々決勝
山内・王（滋賀・びわこ銀行）2─0

佐藤・木村（千葉・川崎製鉄千葉）
渡辺・牛谷（東京・シチズン時計）2─0

高志・小泉（神奈川・日産自動車）
韋・竹本（熊本・寿屋）2─0

陳・則竹（静岡・ヤマハ）
王・川原（京都・健勝苑）2─0

李・高瀬（富山・富山第一ドライ）
▼準決勝
山内・王	 -9、17、18	 渡辺・牛谷
韋・竹本	 21、11	 王・川原
▼決勝
山内篤・王振義	 17、-9、17	 韋晴光・竹本泰彦

□女子ダブルス
▼準々決勝
楊・バデスク（岐阜・十六銀行）2─0

櫛引・財津（滋賀・松下電工彦根）
増田・内藤（香川・百十四銀行）2─1

陶・笹尾（東京・サンリツ）
宇佐美・吉田（岐阜・十六銀行）2─1

大場・平井（東京・さくら銀行）
小山・リ（大阪・池田銀行）2─0

野尻・迫（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
楊・バデスク	 13、8	 増田・内藤
小山・リ	 11、14	 宇佐美・吉田
▼決勝
小山ちれ・リ・チュンリー　-16、19、17	 	
	 楊雪梅・バデスク・オティリア

第29回全日本社会人選手権大会
平成7年9月22～24日、於：川崎市とどろきアリーナ

□男子シングルス
▼準々決勝
渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）3─2

川嶋崇弘（滋賀・びわこ銀行）
韋晴光（熊本・寿屋）3─2	 王永剛（京都・健勝苑）
周興江（和歌山・住金物流）3─0

大川誠司（広島・JT広島）
陳龍燦（和歌山・和歌山銀行）3─1

松下雄二（東京・協和発酵）
▼準決勝
韋	 16、15、13	 渋谷
周	 16、-24、23、15	 陳
▼決勝
韋晴光	 10、-19、19、9	 周興江

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

李紅（滋賀・松下電工彦根）
應栄輝（滋賀・松下電工彦根）3─0

楊雪梅（岐阜・十六銀行）
リ・チュンリー（大阪・池田銀行）3─0

陶海東（東京・サンリツ）
傅培（東京・第一勧業銀行）3─2

大場範子（東京・さくら銀行）
▼準決勝
小山	 12、12、15	 應
リ	 -13、-17、16、12、19	 傅
▼決勝
小山ちれ	 8、13、13	 リ・チュンリー

□男子ダブルス
▼準々決勝
山内・王（滋賀・びわこ銀行）2─0

小野・皆川（大阪・グランプリ）
川原・王（京都・健勝苑）2─0

高志・小泉（神奈川・日産自動車）
黄・李（大阪・グランプリ）2─0

渋谷・野中（千葉・川崎製鉄千葉）
韋・竹本（熊本・寿屋）2─1

岩崎・森本（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
山内・王	 19、22	 川原・王
黄・李	 12、18	 韋・竹本
▼決勝
黄文冠・李雁	 11、19	 山内篤・王振義

□女子ダブルス
▼準々決勝
長嶋・小貫（神奈川 ･武田薬品湘南 ･日産自動車）

2─0　藤森・入江（北海道・札幌たくぎん）
東童・李（滋賀・松下電工彦根）2─0

道広・松岡（大阪・松下電器）
山田・傅（東京・第一勧業銀行）2─0

櫛引・財津（滋賀・松下電工彦根）
楊・バデスク（岐阜・十六銀行）2─0

坂田・高草（大阪・日本生命）
▼準決勝
東童・李	 16、13	 長嶋・小貫
山田・傅	 -21、19、15	 楊・バデスク
▼決勝
東童多英子・李紅	 10、17	 山田陽子・傅培

第30回全日本社会人選手権大会
平成8年9月5～8日、於：真駒内屋内競技場

□男子シングルス
▼準々決勝
黄文冠（大阪・グランプリ）3─2

韋晴光（熊本・寿屋）
松下浩二（大阪・グランプリ）3─0

華兵（富山・富山第一ドライ）
王永剛（京都・健勝苑）3─0

王振義（滋賀・びわこ銀行）
李雁（大阪・グランプリ）3─0

矢島淑雄（千葉・川崎製鉄千葉）
▼準決勝
黄	 12、18、15	 松下
王	 19、22、21	 李
▼決勝
王永剛	 14、-11、13、-10、18	 黄文冠

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

李紅（滋賀・松下電工彦根）
坂田愛（大阪・日本生命）3─2

佐藤利香（和歌山・和歌山銀行）
樊建欣（大阪・日本生命）3─0

松岡りか（大阪・松下電器）
傅培（東京・第一勧業銀行）3─0

梅村礼（大阪・日本生命）
▼準決勝
小山	 17、11、16	 坂田
樊	 -17、-19、15、15、16	 傅
▼決勝
小山ちれ	 -17、15、-19、8、18	 樊建欣

□男子ダブルス
▼準々決勝
橋本・矢島（千葉・川崎製鉄千葉）2─1

黄・李（大阪・グランプリ）
王・川原（京都・健勝苑）2─0

岩崎・森本（神奈川・日産自動車）
韋・竹本（熊本・寿屋）2─0

松下・徳村（東京・協和発酵）
山内・王（滋賀・びわこ銀行）2─0

小林・増田（京都・健勝苑）
▼準決勝
橋本・矢島	 14、21	 王・川原
山内・王	 17、16	 韋・竹本
▼決勝
山内篤・王振義	 -17、17、17	
	 	 橋本正浩・矢島淑雄

□女子ダブルス
▼準々決勝
東童・李（滋賀・松下電工彦根）2─0

松尾・野末（大阪・住友生命）
坂田・高草（大阪・日本生命）2─0

河合・鎮西（東京・第一勧業銀行）
財津・川崎（滋賀・松下電工彦根）2─0

道広・松岡（大阪・松下電器）
河野・本間（神奈川・武田薬品湘南）2─0

山田・傅（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
東童・李	 21、-19、10	 坂田・高草
河野・本間	 14、-12、15	 財津・川崎
▼決勝
東童多英子・李紅　15、-19、19	
	 	 河野文江・本間佐智子
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第31回全日本社会人選手権大会
平成9年9月5～7日

於：青森県総合運動場公園県民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
王永剛（京都・健勝苑京都）3─1

田﨑俊雄（東京・協和発酵）
華兵（兵庫・滝二クラブ）3─1

陳龍燦（和歌山・和歌山銀行）
偉関晴光（熊本・寿屋）3─2

青山振一（滋賀・びわこ銀行）
張雷（東京・サンリツ）3─2

渋谷浩（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
王	 17、16、13	 華
張	 18、-18、19、14	 偉関
▼決勝
王永剛	 17、19、21	 張雷

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─2

唐薇依（東京・第一勧業銀行）
鄔娜（京都・健勝苑京都）3─1

坂田愛（大阪・日本生命）
張琴（東京・サンリツ）3─1

リ・チュンリー（愛媛・健勝苑愛媛）
樊建欣（大阪・日本生命）3─0

管蓓（香川・百十四銀行）
▼準決勝
小山	 14、15、-14、17	 鄔
樊	 17、-14、14、18	 張
▼決勝
小山ちれ	 -19、19、15、-15、16	 樊建欣

□男子ダブルス
▼準々決勝
山内・青山（滋賀・びわこ銀行）2─1

高橋・門脇（北海道・JR北海道）
松下・徳村（東京・協和発酵）2─1

中野・王（京都・健勝苑京都）
岩崎・森本（神奈川・日産自動車）2─1

徐・張（東京・サンリツ）
偉関・竹本（熊本・寿屋）2─1

中田・田﨑（東京・サンリツ・協和発酵）
▼準決勝
山内・青山	 15、16	 松下・徳村
岩崎・森本	 13、-13、16	 偉関・竹本
▼決勝
山内篤・青山振一　15、16	 岩崎清信・森本洋治

□女子ダブルス
▼準々決勝
下古立・金氏（大阪・松下電器）2─0

岡崎・山田（大阪・日本生命・ミキハウス）
唐・蘇（東京・第一勧業銀行・鴨台クラブ）2─0

松尾・野末（大阪・ミキハウス・松下電器）
小山・ツ（大阪・池田銀行）2─0

鄔・西飯（京都・健勝苑京都）
青池・内藤（神奈川・武田薬品湘南）2─0

坂田・高草（大阪・日本生命）
▼準決勝
唐・蘇	 15、-11、20	 下古立・金氏
小山・ツ	 18、13	 青池・内藤
▼決勝
唐薇依・蘇迎学	 15、15	 小山ちれ・ツ・ヨン

第32回全日本社会人選手権大会
平成10年9月18～20日、於：長岡市市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
徳村智彦（東京・協和発酵）3─2

偉関晴光（熊本・寿屋）
山本恒安（東京・シチズン時計）3─1

矢島淑雄（東京・東京アート）
田﨑俊雄（東京・協和発酵）3─2

村上裕和（東京・協和発酵）
青山振一（滋賀・びわこ銀行）3─2

坂巻雄一（東京・協和発酵）
▼準決勝
山本	 20、-10、20、-23、10	 徳村
田﨑	 -20、20、-10、17、26	 青山
▼決勝
田﨑俊雄	 18、7、17	 山本恒安

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

松岡りか（大阪・松下電器）
青池優美（神奈川・武田薬品湘南）3─0

岸田聡子（神奈川・岸田クラブ）
梅村礼（大阪・日本生命）3─1

塩見亜矢子（大阪・松下電器）
坂田倫子（京都・健勝苑京都）3─1

内藤和子（神奈川・武田薬品湘南）
▼準決勝
小山	 18、20、-17、7	 青池
梅村	 19、21、20	 坂田
▼決勝
小山ちれ	 13、4、12	 梅村礼

□男子ダブルス
▼準々決勝
王・周（大阪・グランプリ）2─1

山内・青山（滋賀・びわこ銀行）
中田・田﨑（東京・東京アート・協和発酵）2─1

高志・陳（神奈川・日産自動車）
李・皆川（大阪・グランプリ）2─1

糀谷・平（滋賀・びわこ銀行）
松下・坂巻（東京・協和発酵）2─0

岩崎・森本（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
王・周	 19、13	 中田・田﨑
松下・坂巻	 12、17	 李・皆川
▼決勝
王涛・周晅	 9、16	 松下英司・坂巻雄一

□女子ダブルス
▼準々決勝
青池・内藤（神奈川・武田薬品湘南）2─0

坂田・遠藤（京都・健勝苑京都）
傅・河合（東京・第一勧業銀行）2─1

坂田・梅村（大阪・日本生命）
河村・浜田（東京・第一勧業銀行）2─0

張・室重（東京・サンリツ）
小山・石橋（大阪・池田銀行）2─1

岡崎・山田（大阪・日本生命・ミキハウス）
▼準決勝
青池・内藤	 16、17	 傅・河合
河村・浜田	 	-19、17、20	 小山・石橋
▼決勝
青池優美・内藤和子	19、16	 河村朋枝・浜田華奈子

□国際男子シングルス
▼決勝
謝超杰（東京・東京アート）7、9、13

呉暁峰（福島・日中友好）

□国際女子シングルス
▼準々決勝
張琴（東京・サンリツ）3─0

華鶯（茨城・日立多賀）
呉蓉（三重・エクセディ）3─1

李紅松（富山・北陸銀行）
楊五萍（茨城・日立化成）3─0

毕亜萃（福岡・舛田卓球クラブ）
管（香川・百十四銀行）3─0

曲紅（茨城・日立化成）
▼準決勝
張	 9、12、18	 呉
管蓓	 9、14、14	 楊
▼決勝
張琴	 12、14、15	 管蓓

第33回全日本社会人選手権大会
平成11年10月29～31日、於：和歌山ビッグホエール

□男子シングルス
▼準々決勝
山本恒安（東京・シチズン時計）3─0

新井周（大阪・グランプリ）
遊澤亮（東京・東京アート）3─1

渋谷浩（神奈川・日産自動車）
佐藤建剛（和歌山・和歌山銀行）3─1

中田幸信（東京・東京アート）
青山振一（滋賀・びわこ銀行）3─0

鬼頭明（京都・健勝苑京都）
▼準決勝
遊澤	 13、17、18	 山本
青山	 12、-15、9、-23、15	 佐藤
▼決勝
青山振一	 -15、18、19、13	 遊澤亮

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

松岡りか（大阪・松下電器）
辻本理恵（大阪・ミキハウス）3─2

塩見亜矢子（大阪・松下電器）
武田明子（大阪・ミキハウス）3─0

坂田愛（大阪・日本生命）
小西杏（大阪・ミキハウス）3─1

梅村礼（大阪・日本生命）
▼準決勝
小山	 20、-18、14、15	 辻本
小西	 -18、16、15、-18、17	 武田
▼決勝
小山ちれ	 16、20、13	 小西杏

□男子ダブルス
▼準々決勝
田原・辻本（滋賀・びわこ銀行）2─1

松下・坂巻（東京・協和発酵）
小林・王（京都・健勝苑京都）2─0

高志・陳（神奈川・日産自動車）
中田・遊澤（東京・東京アート）2─0

安藤・鬼頭（京都・健勝苑京都）
謝・石田（東京・東京アート）2─0

川田・渡辺（東京・シチズン時計）
▼準決勝
小林・王	 8、15	 田原・辻本
謝・石田	 -16、15、19	 中田・遊澤
▼決勝
小林仁・王永剛	 17、12	 謝超杰・石田弘樹

□女子ダブルス
▼準々決勝
辻本・小西（大阪・ミキハウス）2─0

今井・宮尾（東京・第一勧業銀行・サンリツ）
梅村・岡崎（大阪・日本生命）2─1

塩見・野末（大阪・松下電器）
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武田・川越（大阪・ミキハウス）2─1
満・末益（大阪・日本生命）

松岡・金氏（大阪・松下電器）2─0
小山・米倉（大阪・池田銀行）

▼準決勝
梅村・岡崎	 10、17	 辻本・小西
武田・川越	 11、18	 松岡・金氏
▼決勝
武田明子・川越真由　-20、22、19

梅村礼・岡崎恵子

□国際男子シングルス
▼優勝（不戦）
Ali	Abbas	Alaee（東京・千代田クラブ）

□国際女子シングルス
謝向斌（大阪・日本ペイント）-18、16、15

曹冬梅（茨城・日立化成）
陳媛（東京・サンリツ）　　14、11	 曹冬梅③
①謝向斌	 19、17	 陳媛②

第34回全日本社会人選手権大会
平成12年10月27～29日、於：小野田市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
高志亮（神奈川・日産自動車）3─2

倉嶋洋介（東京・協和発酵）
糀谷博和（滋賀・びわこ銀行）3─0

渋谷浩（神奈川・日産自動車）
山本恒安（東京・シチズン時計）3─0

矢島淑雄（東京・東京SCクラブ）
谷口陽一（和歌山・和歌山銀行）3─0

大野智貴（熊本・ラララ）
▼準決勝
高志	 24、-16、18、15	 糀谷
山本	 -15、16、15、9	 谷口
▼決勝
山本恒安	 -16、16、21、11	 高志亮

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）3─0

河村朋枝（岐阜・十六銀行）
羽佳純子（東京・サンリツ）3─0

岸田聡子（神奈川・岸田クラブ）
岡崎恵子（大阪・日本生命）3─0

塩見亜矢子（大阪・松下電器）
高田佳枝（大阪・日本生命）3─1

加藤美穂（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
羽佳	 19、15、-15、-16、19	 小山
高田	 17、14、17	 岡崎
▼決勝
羽佳純子	 -16、10、17、12	 高田佳枝

□男子ダブルス
▼準々決勝
森本・三原（神奈川・日産自動車）2─1

中田・遊澤（東京・東京アート）
高志・陳（神奈川・日産自動車）2─1

周・黒川（大阪・グランプリ）
川田・渡辺（東京・シチズン）2─1

仲村・新井（大阪・グランプリ）
村上・倉嶋（東京・協和発酵）2─0

青木・高橋（山形・山形工高職員・山新販売）
▼準決勝
高志・陳	 17、17	 森本・三原
村上・倉嶋	 23、10	 川田・渡辺
▼決勝
高志亮・陳龍燦	 -19、18、18	
	 	 村上裕和・倉嶋洋介

□女子ダブルス
▼準々決勝
梅村・岡崎（大阪・日本生命）2─0

河野・冨永（京都・健勝苑）
河村・浜田（岐阜・十六銀行）2─1

石橋・松井（熊本・NEC九州）
満・高田（大阪・日本生命）2─0

張・陳（東京・サンリツ）
野末・塩見（大阪・松下電器）2─1

加藤・王（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
梅村・岡崎	 9、20	 河村・浜田
満・高田	 17、-19、4	 野末・塩見
▼決勝
梅村礼・岡崎恵子	 16、-16、20	 満麗・高田佳枝

第35回全日本社会人選手権大会
平成13年10月6～8日

於：山形県総合運動公園メインアリーナ

□男子シングルス
▼準々決勝
松下浩二（大阪・ミキハウス）4─2
	 	 鬼頭明（京都・健勝苑）
新井周（大阪・グランプリ）4─1	
	 	遊澤亮（東京・東京アート）
木方慎之介（東京・協和発酵）4─2

大森隆弘（東京・東京アート）
偉関晴光（熊本・ラララ）	4─1

真田浩二（東京・KTTC）
▼準決勝
松下	 7、8、-9、8、5	 新井
偉関	 5、5、9、5	 木方
▼決勝
松下浩二	 7、9、-9、-10、8、-8、10	 偉関晴光

□女子シングルス
▼準々決勝
長久保真弓（岐阜・十六銀行）4─2

川越真由（京都・健勝苑）
藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）4─2

末益亜紗美（大阪・日本生命）
西飯美幸（京都・健勝苑）	4─2

武田明子（京都・健勝苑）
小山ちれ（大阪・池田銀行）4─1

西飯由香（京都・健勝苑）
▼準決勝
長久保	 7、-7、7、-14、9、-4、3	 藤沼
小山	 -11、6、4、5、-8、-8、3	 西飯美
▼決勝
小山ちれ	 8、3、10、6	 長久保真弓

□男子ダブルス
▼準々決勝
高志・森本（神奈川・日産自動車）3─2

中田・谷口（和歌山・和歌山銀行）
偉関・川田（熊本・ラララ）3─2
	 鬼頭・安藤（京都・健勝苑）
今枝・竹谷（神奈川・日産自動車）3─0

田中・寺本（京都・健勝苑）
渋谷・三原（神奈川・日産自動車）3─0

倉嶋・木方（東京・協和発酵）
▼準決勝
偉関・川田	 5、6、5	 高志・森本
今枝・竹谷	 11、-11、-8、4、10	 渋谷・三原
▼決勝
今枝一郎・竹谷康一　-7、12、8、7	
	 	 偉関晴光・川田勝

□女子ダブルス
▼準々決勝
梅村・岡崎（大阪・日本生命）3─0

羽佳・谷口（東京・サンリツ）

西飯美・西飯由（京都・健勝苑）3─2
岸田・末益（大阪・日本生命）

武田・川越（京都・健勝苑）3─2
石橋・松井（熊本・NEC九州）

野末・塩見（大阪・池田銀行）3─2
東郷・山川（東京・サンリツ）

▼準決勝
梅村・岡崎	 6、9、10	 西飯美・西飯由
武田・川越	 3、-9、6、5	 野末・塩見
▼決勝
武田明子・川越真由　-4、5、-7、8、8	
	 	 梅村礼・岡崎恵子

第36回全日本社会人選手権大会
平成14年11月29日～12月1日

於：鹿児島アリーナ

□男子シングルス
▼準々決勝
渡辺将人（東京・シチズン時計）4─0

中田幸信（東京・東京アート）
遊澤亮（東京・東京アート）4─1

谷口祐二（東京・シチズン時計）
大森隆弘（東京・東京アート）4─1

木方慎之介（東京・協和発酵）
新井周（大阪・グランプリ）4─1

真田浩二（東京・協和発酵）
▼準決勝
遊澤	 5、6、4、-9、7	 渡辺
新井	 12、-1、3、-7、-5、5、9	 大森
▼決勝
新井周	 7、10、-9、5、6	 遊澤亮

□女子シングルス
▼準々決勝
小山ちれ（大阪・池田銀行）4─2

藤田由希（大阪・日本生命）
藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）4─2

佐藤素子（静岡・アスモ）
西飯美幸（東京・健勝苑）4─1

武田明子（大阪・チームマツシタ）
岸田聡子（大阪・日本生命）4─2

松尾清美（大阪・ハマダ卓球クラブ）
▼準決勝
藤沼	 10、7、12、8	 小山
岸田	 6、8、-6、8、-9、3	 西飯
▼決勝
岸田聡子	 10、-8、-7、7、9、4	 藤沼亜衣

□男子ダブルス
▼準々決勝
渋谷・三原（神奈川・日産自動車）3─2

川田・渡辺（東京・シチズン時計）
谷口・宋（神奈川・日産自動車）3─1

田中・寺本（京都・健勝苑）
黒川・矢野（大阪・グランプリ）3─2

増田・坂本（福岡・健勝苑）
徳村・松下（東京・協和発酵）3─1

河原・谷口（東京・シチズン時計）
▼準決勝
谷口・宋	 7、-6、-10、10、8	 渋谷・三原
徳村・松下	 -7、9、11、2	 黒川・矢野
▼決勝
谷口陽一・宋海偉　11、-12、-10、12、8	
	 	 徳村智彦・松下英司

□女子ダブルス
▼準々決勝
武田・岸（大阪・チームマツシタ）3─2

野末・佐藤（静岡・アスモ）
藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）3─0

松富・阿部（岐阜・十六銀行）
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小畑・松岡（京都・一条クラブ・宮津卓協）3─1
冨永・王越古（岐阜・十六銀行）

西飯美・西飯由（東京・健勝苑）3─2
塩見・今坂（大阪・池田銀行）

▼準決勝
藤沼・樋浦	 -8、9、-6、4、9	 武田・岸
西飯美・西飯由	 6、-9、6、13	 小畑・松岡
▼決勝
藤沼亜衣・樋浦令子	 4、6、9	 西飯美幸・西飯由香

第37回全日本社会人選手権大会
平成15年10月3～5日

於：ひたちなか市総合運動公園総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
谷口陽一（神奈川・日産自動車）4─1

徳村智彦（東京・協和発酵）
大森隆弘（東京・東京アート）4─0

木方慎之介（東京・協和発酵）
加山兵伍（大阪・グランプリ）4─0

高森英郎（岡山・教友会）
遊澤亮（東京・東京アート）4─1

三原孝博（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
大森	 9、-11、6、9、3	 谷口
遊澤	 8、8、11、6	 加山
▼決勝
遊澤亮	 8、9、7、11	 大森隆弘

□女子シングルス
▼準々決勝
武田明子（大阪・チームマツシタ）4─0

岸田聡子（大阪・日本生命）
小山ちれ（大阪・池田銀行）4─0

末益亜紗美（大阪・日本生命）
藤田由希（大阪・日本生命）4─2

厳虹（静岡・アスモ）
梅村礼（大阪・日本生命）4─0

藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）
▼準決勝
小山	 9、7、5、4	 武田
梅村	 7、9、10、9	 藤田
▼決勝
小山ちれ	 6、-14、7、-6、5、6	 梅村礼

□男子ダブルス
▼準々決勝
遊澤・大森（東京・東京アート）3─0

伊藤・脇ノ谷（東京・リコー）
高志・森本（神奈川・日産自動車）3─1

太田・山田（千葉・松戸市役所・袖ヶ浦クラブ）
阿部・高橋（神奈川・MD相模）3─2

田中・松島（岐阜・健勝苑・岐阜信用金庫）
川田・渡辺（東京・シチズン時計）3─0

加山・新井（大阪・グランプリ）
▼準決勝
高志・森本	 -8、8、9、5	 遊澤・大森
川田・渡辺	 10、6、4	 阿部・高橋
▼決勝
高志亮・森本洋治	 5、9、7	 川田貴之・渡辺将人

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）3─0

野末・佐藤（静岡・アスモ）
岸・武田（島根・明誠高職員／大阪・チームマツシタ）

3─0　末益・藤田（大阪・日本生命）
梅村・岸田（大阪・日本生命）3─0

松富・高橋（岐阜・十六銀行）
西飯美・西飯由（東京・健勝苑）3─1

松村・小野（兵庫・T・T・Sタカハシ）

▼準決勝
藤沼・樋浦	 4、3、-9、4	 岸・武田
梅村・岸田	 7、-8、6、8	 西飯美・西飯由
▼決勝
藤沼亜衣・樋浦令子	3、-9、4、6	 梅村礼・岸田聡子

第38回全日本社会人選手権大会
平成16年10月9～11日、於：静岡市中央体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
吉田海偉（神奈川・日産自動車）4─1

木方慎之介（東京・協和発酵）
三原孝博（神奈川・日産自動車）4─2

石田大輔（神奈川・日産自動車）
渡辺将人（東京・シチズン時計）4─2

新井周（大阪・グランプリ）
真田浩二（東京・協和発酵）4─0

竹谷康一（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
吉田	 9、9、7、9	 三原
真田	 8、11、5、8	 渡辺
▼決勝
吉田海偉	 3、5、8、8	 真田浩二

□女子シングルス
▼準々決勝
樋浦令子（大阪・ミキハウス）4─1

末益亜紗美（大阪・日本生命）
藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）4─0

藤田由希（大阪・日本生命）
岸田聡子（大阪・日本生命）4─2

武田明子（大阪・チームマツシタ）
梅村礼（大阪・日本生命）4─3

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
▼準決勝
藤沼	 -9、10、6、9、11	 樋浦
梅村	 4、7、-5、10、-6、7	 岸田
▼決勝
藤沼亜衣	 9、8、-9、-10、13、7	 梅村礼

□男子ダブルス
▼準々決勝
高志・三原（神奈川・日産自動車）3─2

木方・真田（東京・協和発酵）
高山・遊澤（東京・東京アート）3─2

伊藤・脇ノ谷（東京・リコー）
倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）3─2

渋谷・竹内（神奈川・日産自動車）
加山・新井（大阪・グランプリ）3─0

並木・徳村（東京・シチズン時計・協和発酵）
▼準決勝
高志・三原	 9、6、-3、-4、6	 高山・遊澤
倉嶋・田㔟	 9、5、9	 加山・新井
▼決勝
倉嶋洋介・田㔟邦史　-9、-7、9、8、6	
	 	 高志亮・三原孝博

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）3─1

原田・藤井（東京・サンリツ）
松富・高橋（岐阜・十六銀行）3─1

西飯美・西飯由（京都・健勝苑）
武田・岸（大阪・チームマツシタ／島根・明誠高職員）

3─2　小山・王（大阪・池田銀行）
梅村・岸田（大阪・日本生命）3─1
森本・湯原（神奈川・健勝苑・東京富士大同好会）

▼準決勝
藤沼・樋浦	 7、11、-7、11	 松富・高橋
武田・岸	 -10、-8、7、4、7	 梅村・岸田

▼決勝
藤沼亜衣・樋浦令子　5、5、-10、8	
	 	 武田明子・岸真由

第39回全日本社会人選手権大会
平成17年11月4～6日、於：那覇市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
吉田海偉（神奈川・日産自動車）4─3

並木佑介（東京・シチズン時計）
木方慎之介（東京・協和発酵）4─3

田㔟邦史（東京・協和発酵）
加山兵伍（大阪・グランプリ）4─2

大森隆弘（東京・東京アート）
真田浩二（東京・協和発酵）4─0

竹谷康一（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
吉田	 7、-8、9、7、6	 木方
加山	 9、9、10、-6、9	 真田
▼決勝
吉田海偉	 -8、5、7、6、7	 加山兵伍

□女子シングルス
▼準々決勝
藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）4─1

藤井寛子（大阪・日本生命）
小西杏（静岡・アスモ）4─1

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
樋浦令子（大阪・ミキハウス）4─1

藤井聖子（東京・サンリツ）
高橋美貴江（岐阜・十六銀行）4─1

梅村礼（大阪・文化シヤッター）
▼準決勝
小西	 7、9、6、8	 藤沼
高橋	 7、8、5、3	 樋浦
▼決勝
小西杏					-9、-9、-5、9、5、9、9	 高橋美貴江

□男子ダブルス
▼準々決勝
倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）3─0

鬼頭・大森（東京・東京アート）
木方・真田（東京・協和発酵）3─1

並木・徳村（東京・シチズン時計・国卓クラブ）
田﨑・川崎（東京・協和発酵）3─1

遊澤・末貞（東京・東京アート）
高志・三原（神奈川・日産自動車）3─1

河原・谷口（東京・シチズン時計）
▼準決勝
木方・真田	 -8、3、9、-12、6	 倉嶋・田㔟
田﨑・川崎	 -12、7、9、7	 高志・三原
▼決勝
田﨑俊雄・川崎公介　-9、6、4、9	
	 	 木方慎之介・真田浩二

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤沼・樋浦（大阪・ミキハウス）3─1

高橋・河村（茨城・日立化成）
森本・湯原（神奈川・健勝苑・東京富士大同好会）

3─2　加登・馮（東京・サンリツ）
末益・平野（大阪・日本生命・ミキハウス）

3─1　西飯美・西飯由（東京・健勝苑）
高橋・潮﨑（岐阜・十六銀行）3─0

岸田・梅村（大阪・日本生命・文化シヤッター）
▼準決勝
藤沼・樋浦	 11、-8、5、9	 森本・湯原
末益・平野	 9、-9、8、12	 高橋・潮﨑
▼決勝
末益亜紗美・平野早矢香　-8、6、4、-5、7
	 	 藤沼亜衣・樋浦令子
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第40回全日本社会人選手権大会
平成18年11月3～5日、於：藤沢市秩父宮記念体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
倉嶋洋介（東京・協和発酵）4─3

偉関晴光（東京・TEAM	JUIC）
新井周（大阪・グランプリ）4─1

竹谷康一（神奈川・日産自動車）
韓陽（東京・東京アート）4─1	

三原孝博（神奈川・日産自動車）
高志亮（神奈川・日産自動車）4─0

遊澤亮（東京・東京アート）
▼準決勝
倉嶋	 9、7、3、-6、12	 新井
韓	 3、-7、6、-10、5、-6、4	 高志
▼決勝
韓陽	 7、-5、-9、6、4、3	 倉嶋洋介

□女子シングルス
▼準々決勝
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4─1

西飯由香（東京・十六銀行）
樋浦令子（大阪・ミキハウス）4─2

岸田聡子（大阪・日本生命）
藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）4─1

福岡春菜（広島・中国電力）
藤井寛子（大阪・日本生命）4─0

島田小百合（茨城・日立化成）
▼準決勝
平野	 9、3、-5、9、-4、8	 樋浦
藤沼	 7、11、5、5	 藤井
▼決勝
平野早矢香	 4、5、3、9	 藤沼亜衣

□男子ダブルス
▼準々決勝
田﨑・川崎（東京・協和発酵）3─0

吉田・金（神奈川・日産自動車）
鬼頭・大森（東京・東京アート）3─2

倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）
高志・三原（神奈川・日産自動車）3─0

金氏・大谷（神奈川・信号器材）
遊澤・韓（東京・東京アート）3─0

谷口・中野（東京・シチズン時計）
▼準決勝
田﨑・川崎	 -8、5、12、-10、7	 鬼頭・大森
遊澤・韓	 6、-7、2、10	 高志・三原
▼決勝
遊澤亮・韓陽　　5、9、8	 田﨑俊雄・川崎公介

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤沼・平野（大阪・ミキハウス）3─2

田㔟・潮﨑（岐阜・十六銀行）
梅村・岸田（大阪・文化シヤッター・日本生命）

3─1　高橋・河村（茨城・日立化成）
金沢・藤井（大阪・日本生命）3─0
西飯・小林（東京・十六銀行・T.	O.M 卓球倶楽部）

李・樋浦（大阪・日本生命・ミキハウス）3─0
森本・湯原（神奈川・健勝苑・東京富士大同好会）

▼準決勝
梅村・岸田	 -8、-8、8、7、8	 藤沼・平野
李・樋浦	 10、-6、10、5	 金沢・藤井
▼決勝
李佳・樋浦令子					6、6、6	 梅村礼・岸田聡子

第41回全日本社会人選手権大会
平成19年11月2～4日

於：周南市総合スポーツセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
加山兵伍（大阪・グランプリ）4─1

松島卓司（京都・田阪卓研）
中野祐介（東京・シチズン）4─1

田﨑俊雄（東京・協和発酵）
遊澤亮（東京・東京アート）4─0

木方慎之介（東京・協和発酵）
石田大輔（秋田・秋田卓球会館）4─0

田㔟邦史（東京・協和発酵）
▼準決勝
加山	 13、-4、2、-6、-7、1、6	 中野
遊澤	 8、2、7、5	 石田
▼決勝
遊澤亮	 -7、9、9、12、-9、6	 加山兵伍

□女子シングルス
▼準々決勝
田㔟美貴江（東京・十六銀行）4─1

岸田聡子（大阪・日本生命）
小西杏（静岡・アスモ）4─0

潮﨑由香（岐阜・十六銀行）
越崎歩（広島・中国電力）4─0

花沢千夏（静岡・アスモ）
西飯由香（岐阜・十六銀行）4─2

安部香織（大阪・H.	P.C）
▼準決勝
田㔟	 -8、9、5、3、-8、5	 小西
越崎	 6、-10、4、3、3	 西飯
▼決勝
田㔟美貴江	 9、-9、9、12、-2、8	 越崎歩

□男子ダブルス
▼準々決勝
田﨑・川崎（東京・協和発酵）3─0

遊澤・孫（東京・東京アート）
谷口・中野（東京・シチズン）3─0

木方・坂本（東京・協和発酵）
渡辺・並木（東京・シチズン）3─2

河原・田中（東京・シチズン）
大森・張（東京・東京アート）3─2

倉嶋・田㔟（東京・協和発酵）
▼準決勝
田﨑・川崎	 7、11、-9、9	 谷口・中野
大森・張	 9、7、-9、-8、6	 渡辺・並木
▼決勝
大森隆弘・張一博　5、9、-3、10	
	 	 田﨑俊雄・川崎公介

□女子ダブルス
▼準々決勝
王・脇ノ谷（東京・日立化成・ニッタク&チームワッキー☆）
	 3─0　西岡・工藤（熊本・NEC九州）
大橋・侯（東京・サンリツ）3─0

山本・深江（和歌山・オークワ）
山崎・坂本（東京・サンリツ）3─1

馮暁雲・河村（茨城・日立化成）
陳・末益（熊本・NEC九州）3─1

河村・上坂（広島・中国電力）
▼準決勝
大橋・侯	 13、7、-3、6	 王・脇ノ谷
山崎・坂本	 5、7、-9、3	 陳・末益
▼決勝
大橋香織・候琳　8、-5、-8、7、10	
	 	 山崎彩恵・坂本沙織

第42回全日本社会人選手権大会
平成20年10月10～12日、於：水沢総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
渡辺将人（東京・シチズン）4─1

森下雄太（東京・リコー）
中野祐介（東京・シチズン）4─1

河原祐二（東京・シチズン）
田中満雄（東京・シチズン）4─3

並木佑介（東京・シチズン）
森田有城（神奈川・日産自動車）4─0

加山兵伍（兵庫・原田鋼業兵庫）
▼準決勝
中野	 -7、-10、-12、2、7、7、8	 渡辺
森田	 8、7、5、-7、-4、9	 田中
▼決勝
中野祐介	 9、-8、9、-8、5、8	 森田有城

□女子シングルス
▼準々決勝
王輝（茨城・日立化成）4─1
	 岸田聡子（大阪・日本生命）
金沢咲希（大阪・日本生命）4─1

野中由紀（大阪・ミキハウス）
藤沼亜衣（茨城・日立化成）4─3

工藤文子（熊本・NEC	SKY）
梅村礼（愛知・文化シヤッター）4─1

山崎彩恵（東京・サンリツ）
▼準決勝
王	 -10、3、10、7、5	 金沢
藤沼	 3、-8、5、1、-7、-8、6	 梅村
▼決勝
王輝	 5、7、5、3	 藤沼亜衣

□男子ダブルス
▼準々決勝
森田・村守（神奈川・日産自動車）3─2

大森・張（東京・東京アート）
時吉・横山（大阪・グランプリ大阪）3─2

谷口・中野（東京・シチズン）
阿部・森下（東京・リコー）3─0

廣森・伊勢田（北海道・JR北海道）
渡辺・並木（東京・シチズン）3─1

田中・高木和健（東京・東京アート）
▼準決勝
時吉・横山	 10、-9、5、-9、10	 森田・村守
渡辺・並木	 3、-12、-7、6、6	 阿部・森下
▼決勝
時吉佑一・横山友一　7、-8、-11、8、8	
	 	 渡辺将人・並木佑介

□女子ダブルス
▼準々決勝
大橋・侯（東京・サンリツ）3─2

岸田・重本（大阪・日本生命）
李・劉（大阪・日本生命・H.	P.C）3─0

大岡・松浦（静岡・アスモ）
平野・渡辺（大阪・ミキハウス）3─1

陳微娜・末益（熊本・NEC	SKY）
馮・河村（茨城・日立化成）3─1

山崎・坂本（東京・サンリツ）
▼準決勝
李・劉	 -4、7、7、6	 大橋・侯
馮・河村	 -9、7、6、-9、4	 平野・渡辺
▼決勝
馮暁雲・河村茉依							6、8、-8、8	 李佳・劉潔
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第43回全日本社会人選手権大会
平成21年11月6～8日、於：奈良市中央体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
張一博（東京・東京アート）4─2

韓陽（東京・東京アート）
下山隆敬（東京・協和発酵キリン）4─0

川口陽陽（広島・原田鋼業）
大矢英俊（東京・東京アート）4─1

時吉佑一（和歌山・住友金属物流）
木方慎之介（東京・協和発酵キリン）4─0

小野竜也（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
下山	 7、8、-7、3、4	 張
大矢	 7、-9、6、8、3	 木方
▼決勝
下山隆敬	 8、-7、9、9、-10、10	 大矢英俊

□女子シングルス
▼準々決勝
王輝（茨城・日立化成）4─3		小西杏（静岡・アスモ）
田㔟美貴江（東京・十六銀行）4─1

梅村礼（北海道・文化シヤッター）
伊藤みどり（岐阜・十六銀行）4─3

田代早紀（大阪・日本生命）
藤井寛子（大阪・日本生命）4─2

藤沼亜衣（東京・日立化成）
▼準決勝
王	 8、2、10、6	 田㔟
伊藤	 -7、5、-10、-6、9、8、11	 藤井
▼決勝
王輝	 9、3、-10、-9、7、8	 伊藤みどり

□男子ダブルス
▼準々決勝
韓・張（東京・東京アート）3─2

阿部・森下（東京・リコー）
木方・下山（東京・協和発酵キリン）3─0

高木和健・水野（東京・東京アート）
倉嶋・田㔟（東京・協和発酵キリン）3─1

大森・大矢（東京・東京アート）
谷口・中野（東京・シチズン）3─0

伊藤・川口（東京・リコー）
▼準決勝
韓・張	 6、8、9	 木方・下山
倉嶋・田㔟	 7、8、8	 谷口・中野
▼決勝
韓陽・張一博			7、-8、9、10	 倉嶋洋介・田㔟邦史

□女子ダブルス
▼準々決勝
馮・河村（茨城・日立化成）3─0

張・河野（三重・エクセディ）
侯・脇ノ谷（東京・サンリツ・ニッタク&チームワッキー☆）				

3─1　重本・田代（大阪・日本生命）
小西・小林（静岡・アスモ）3─2

坂本・阿部（東京・サンリツ）
藤井・李（大阪・日本生命）3─1

美咲・末益（熊本・NEC	SKY）
▼準決勝
侯・脇ノ谷	 8、5、11	 馮・河村
藤井・李	 9、8、-8、10	 小西・小林
▼決勝
藤井寛子・李佳	 9、6、5	 侯琳・脇ノ谷直子

第44回全日本社会人選手権大会
平成22年10月9～11日、於：高知県立県民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
森田侑樹（東京・シチズン）4─3

森田有城（和歌山・住友金属物流）
張一博（東京・東京アート）4─1

時吉佑一（愛知・時吉スクール）
韓陽（東京・東京アート）4─3

高木和卓（東京・東京アート）
小野竜也（東京・協和発酵キリン）4─3

大矢英俊（東京・東京アート）
▼準決勝
張	 10、8、-10、5、4	 森田
韓	 8、8、5、6	 小野
▼決勝
張一博	 7、9、-7、11、9	 韓陽

□女子シングルス
▼準々決勝
若宮三紗子（大阪・日本生命）4─0

小西杏（山口・個人）
山梨有理（岐阜・十六銀行）4─2

渡辺裕子（茨城・日立化成）
藤沼亜衣（茨城・日立化成）4─3

福岡春菜（広島・中国電力）
藤井寛子（大阪・日本生命）4─1

小野思保（東京・サンリツ）
▼準決勝
山梨	 -3、14、7、-9、8、10	 若宮
藤沼	 8、13、-4、9、3	 藤井
▼決勝
藤沼亜衣	 4、-7、6、9、7	 山梨有理

□男子ダブルス
▼準々決勝
韓・張（東京・東京アート）3─1

田㔟・横山（東京・協和発酵キリン）
高木和卓・大矢（東京・東京アート）3─1

阿部・森下（東京・リコー）
坂本・小野（東京・協和発酵キリン）3─2

高木和健・水野（東京・東京アート）
久保田・森田（東京・シチズン）3─0

木方・下山（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
韓・張	 9、10、7	 高木和卓・大矢
坂本・小野	 8、-5、5、10	 久保田・森田
▼決勝
韓陽・張一博					12、7、10	 坂本竜介・小野竜也

□女子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・岡本（東京・サンリツ）3─2

藤井・若宮（大阪・日本生命）
侯・杉本（東京・サンリツ）3─1

藤沼・渡辺（茨城・日立化成）
阿部・小野（東京・サンリツ）3─0

越崎・福岡（広島・中国電力）
劉・楊（茨城・日立化成）3─0

張・河野（三重・エクセディ）
▼準決勝
侯・杉本	 8、6、10	 佐藤・岡本
阿部・小野	 -7、-4、8、8、9	 劉・楊
▼決勝
阿部恵・小野思保	 9、4、-3、7	 侯琳・杉本枝穂

第45回全日本社会人選手権大会
平成23年11月4～6日、於：別府市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
張一博（東京・東京アート）4─2

木方慎之介（東京・協和発酵キリン）
高木和卓（東京・東京アート）4─0

塩野真人（東京・東京アート）
軽部隆介（東京・シチズン）4─3

田㔟邦史（東京・協和発酵キリン）
久保田隆三（東京・シチズン）4─2

横山友一（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
張	 -9、7、10、11、4	 高木和	
軽部	 9、7、7、4	 久保田	
▼決勝
張一博	 -9、6、-11、6、2、5	 軽部隆介	

□女子シングルス
▼準々決勝
藤井優子（大阪・日本生命）4─3

山梨有理（岐阜・十六銀行）
藤井寛子（大阪・日本生命）4─1

市川梓（茨城・日立化成）
田代早紀（大阪・日本生命）4─2

野中由紀（茨城・日立化成）
森薗美咲（茨城・日立化成）4─0

石塚美和子（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
藤井寛	 7、7、6、-9、-9、7	 藤井優
田代	 11、-9、-9、7、4、10	 森薗
▼決勝
藤井寛子	 -9、-11、10、9、8、-10、7	 田代早紀

□男子ダブルス
▼準々決勝
森田・沼田（和歌山・住友金属物流）3─0
時吉・鈴木（愛知・時吉スクール・豊田自動織機）

田㔟・横山（東京・協和発酵キリン）3─0
並木・久保田（東京・シチズン）

高木和・大矢（東京・東京アート）3─1
桑原・瀬山（東京・リコー）

森田・軽部（東京・シチズン）3─1
水野・塩野（東京・東京アート）

▼準決勝
田㔟・横山	 6、-7、9、9	 森田・沼田	
高木和・大矢	 9、5、7	 森田・軽部	
▼決勝
高木和卓・大矢英俊　-10、-9、12、8、7
	 	 田㔟邦史・横山友一	

□女子ダブルス
▼準々決勝
野上・市川（茨城・日立化成）3─2

阿部・小野（東京・サンリツ）
福岡・土井（広島・中国電力）3─1

田代・藤井優（大阪・日本生命）
山梨・石塚（岐阜・十六銀行）3─1

阿部・𡈽田美紀（広島・中国電力）
藤井寛・若宮（大阪・日本生命）3─0	

岡本・天野（東京・サンリツ）
▼準決勝
野上・市川	 -5、-5、6、7、8	 福岡・土井	
藤井寛・若宮	 12、6、-5、4	 山梨・石塚	
▼決勝
藤井寛子・若宮三紗子　-11、12、7、-7、1
	 	 野上紗矢佳・市川梓
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全日本社会人卓球選手権大会

第46回全日本社会人選手権大会
平成24年10月12～14日、於：旭川市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
張一博（東京・東京アート）4─2

田㔟邦史（東京・協和発酵キリン）
水野裕哉（東京・東京アート）4─1

坂本竜介（東京・協和発酵キリン）
高木和卓（東京・東京アート）4─1

小野竜也（東京・協和発酵キリン）
笠原弘光（東京・協和発酵キリン）4─1

時吉佑一（岐阜・TEAM	GIFU）
▼準決勝
張	 6、9、5、-2、-10、11	 水野
高木和	 1、4、10、8	 笠原
▼決勝
高木和卓	 -5、-1、8、6、5、13	 張一博

□女子シングルス
▼準々決勝
藤井寛子（大阪・日本生命）4─1

阿部恵（東京・サンリツ）
藤井優子（大阪・日本生命）4─1

酒井春香（大阪・ミキハウス）
若宮三紗子（大阪・日本生命）4─3

松本優希（大阪・ミキハウス）
天野優（東京・サンリツ）4─3

山梨有理（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
藤井寛	 3、3、13、-11、8	 藤井優	
若宮	 5、10、9、-8、8	 天野	
▼決勝
藤井寛子	 10、8、3、7	 若宮三紗子

□男子ダブルス
▼準々決勝
下山・小野（東京・協和発酵キリン）3─1

水野・大矢（東京・東京アート）
坂本・笠原（東京・協和発酵キリン）3─2

桑原・瀬山（東京・リコー）
田㔟・松平（東京・協和発酵キリン）3─1

池口・有田（広島・原田鋼業）
張・高木和（東京・東京アート）3─1

森田・軽部（東京・シチズン）
▼準決勝
坂本・笠原	 -6、9、7、-7、5	 下山・小野	
張・高木和	 9、6、-9、8	 田㔟・松平	
▼決勝
坂本竜介・笠原弘光　-4、8、-12、8、6
	 	 張一博・高木和卓

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤井寛・若宮（大阪・日本生命）3─1

小野・森薗（東京・日立化成）
福岡・土井（広島・中国電力）3─2

阿部・天野（東京・サンリツ）
石塚・山梨（岐阜・十六銀行）3─2

田代・藤井優（大阪・日本生命）
桑原・肖（静岡・アスモ）3─1

岡本・重本（東京・サンリツ）
▼準決勝
藤井寛・若宮	 7、9、10	 福岡・土井
桑原・肖	 -7、12、-6、8、6	 石塚・山梨
▼決勝
藤井寛子・若宮三紗子　9、5、-7、-11、4
	 	 桑原美紀・肖萌

第47回全日本社会人選手権大会
平成25年9月6～8日、於：群馬県総合スポーツセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
森田侑樹（東京・シチズン）4─1

坪口道和（長崎・KTY長崎）
軽部隆介（東京・シチズン）4─1

小野竜也（東京・協和発酵キリン）
時吉佑一（東京・ZEOS）4─2

笠原弘光（東京・協和発酵キリン）
張一博（東京・東京アート）4─2

吉田海偉（埼玉・DIO ジャパン）
▼準決勝
軽部	 -4、9、-9、3、3、3	 森田
張	 10、4、6、8	 時吉
▼決勝
軽部隆介	 5、-8、9、-8、9、-6、7	 張一博	

□女子シングルス
▼準々決勝
阿部恵（東京・サンリツ）4─3

玉石美幸（三重・エクセディ）
岡本真由子（東京・サンリツ）4─0

酒井春香（大阪・ミキハウス）
市川梓（茨城・日立化成）4─2

福岡春菜（広島・中国電力）
野中由紀（岐阜・十六銀行）4─0

河村茉依（静岡・アスモ㈱）
▼準決勝
阿部	 -8、5、3、-9、7、8	 岡本	
野中	 15、7、-6、10、4	 市川	
▼決勝
阿部恵	 5、-5、4、3、9	 野中由紀

□男子ダブルス
▼準々決勝
森田・軽部（東京・シチズン）3─2

張・高木和（東京・東京アート）
時吉・安藤（東京・ZEOS／岐阜・岐阜信用金庫）

3─2　吉田・野邑（埼玉・DIO ジャパン）
松渕・根田（東京・T.O.M）3─2

大塚・竹之内（千葉・流山アストロズ）
水野・大矢（東京・東京アート）3─1

下山・小野（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
森田・軽部	 6、-8、6、-7、6	 時吉・安藤	
水野・大矢	 5、10、4	 松渕・根田
▼決勝
水野裕哉・大矢英俊　14、-10、8、4
	 	 森田侑樹・軽部隆介

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤井寛・若宮（大阪・日本生命）3─0

岡本・天野（東京・サンリツ）
𡈽田美紀・三宅（広島・中国電力）3─0

早田・井上（愛知・豊田自動織機）
阿部・中島（東京・サンリツ）3─2

田代・藤井優（大阪・日本生命）
重本・彭（東京・サンリツ）3─1

野中・根本（岐阜・十六銀行）
▼準決勝
藤井寛・若宮	 3、-8、-9、7、6	 𡈽田美紀・三宅
重本・彭	 6、-9、9、-7、10	 阿部・中島	
▼決勝
藤井寛子・若宮三紗子			6、7、4	 重本幸恵・彭雪

第48回全日本社会人選手権大会
平成26年11月7～9日、於：スカイホール豊田

□男子シングルス
▼準々決勝
下山隆敬（東京・協和発酵キリン）4─2

軽部隆介（東京・シチズン）
時吉佑一（東京・ZEOS）4─3

高木和卓（東京・東京アート）
松平賢二（東京・協和発酵キリン）4─1

久保田隆三（東京・シチズン）
張一博（東京・東京アート）4─2

笠原弘光（東京・協和発酵キリン）
▼準決勝
時吉	 11、8、6、6	 下山
松平	 5、7、9、7	 張
▼決勝
松平賢二	 -10、12、9、14、6	 時吉佑一

□女子シングルス
▼準々決勝
阿部恵（東京・サンリツ）4─0

松平志穂（大阪・ミキハウス）
宋恵佳（広島・中国電力）4─3

松本優希（大阪・ミキハウス）
𡈽田美佳（広島・中国電力）4─3

河村茉依（静岡・アスモ㈱）
藤井優（大阪・日本生命）4─3

中島未早希（東京・サンリツ）
▼準決勝
阿部	 2、9、8、7	 宋
藤井優	 3、-12、12、3、-5、-11、7	 𡈽田美佳
▼決勝
阿部恵	 7、8、9、4	 藤井優子

□男子ダブルス
▼準々決勝
水野・大矢（東京・東京アート）3─2

田中・久保田（東京・シチズン）
岸川・浅沼（千葉・ファースト）3─0

藤田・藤本（和歌山・日鉄住金物流）
張・高木和（東京・東京アート）3─1

御内・加藤（東京・シチズン）
笠原・森本（東京・協和発酵キリン）3─2

櫻田・浅野（愛知・トヨタ自動車）
▼準決勝
水野・大矢	 -8、6、-7、キケン	 岸川・浅沼	
張・高木和	 6、7、7	 笠原・森本	
▼決勝
張一博・高木和卓　-7、8、3、-2、9
	 	 水野裕哉・大矢英俊	

□女子ダブルス
▼準々決勝
玉石美・中尾（三重・エクセディ）3─1

大庭・松本（広島・広島日野自動車）
中川・𡈽田美佳（広島・中国電力）3─0

池田・馬（茨城・日立化成）
天野・中島（東京・サンリツ）3─1
原田・飛永（東京・東芝メディカルシステムズ㈱）

平・山梨（東京・サンリツ・ミズノ）3─1
原・松村（静岡・アスモ㈱））

▼準決勝
玉石美・中尾　5、-11、-5、5、9	 中川・𡈽田美佳
天野・中島	 -5、7、6、4	 平・山梨
▼決勝
天野優・中島未早希　7、-7、12、-8、5
	 	 玉石美幸・中尾優子
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国内大会

第49回全日本社会人選手権大会
平成27年10月10～12日

於：いしかわ総合スポーツセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
水野裕哉（東京・東京アート）4─1

村松雄斗（東京・東京アート）
上田仁（東京・協和発酵キリン）4─0

高木和卓（東京・東京アート）
神巧也（東京・シチズン）4─1

平野友樹（東京・協和発酵キリン）
森田侑樹（東京・シチズン）4─3

大矢英俊（東京・東京アート）
▼準決勝
上田	 -8、3、11、-6、5、8	 水野
森田	 -9、-6、5、10、7、8	 神
▼決勝
上田仁	 11、8、5、6	 森田侑樹

□女子シングルス
▼準々決勝
天野優（東京・サンリツ）4─0

阿部恵（東京・サンリツ）
宋恵佳（広島・中国電力）4─2

松澤茉里奈（茨城・日立化成）
森薗美月（東京・サンリツ）4─2

前田美優（大阪・日本生命）
河村茉依（静岡・アスモ）4─1

藤井優子（愛媛・愛媛銀行）
▼準決勝
天野	 5、10、10、3	 宋
森薗	 3、9、2、9	 河村
▼決勝
天野優	 5、12、9、-5、9	 森薗美月

□男子ダブルス
▼準々決勝
張・高木和（東京・東京アート）3─0

御内・加藤（東京・シチズン）
笠原・森本（東京・協和発酵キリン）3─0

藤田・藤本（和歌山・日鉄住金物流）
松平・上田（東京・協和発酵キリン）3─1

塩野・村松（東京・東京アート）
英田・高木（神奈川・信号器材）3─0

高岡・田中（東京・リコー）
▼準決勝
張・高木和	 9、10、7	 笠原・森本	
松平・上田	 4、9、11	 英田・高木	
▼決勝
松平賢二・上田仁　4、8、-3、-9、5
	 	 張一博・高木和卓	

□女子ダブルス
▼準々決勝
天野・中島（東京・サンリツ）3─1

加藤知・加藤杏（岐阜・十六銀行）
阿部・森薗（東京・サンリツ）3─1

馬・池田（茨城・日立化成）
鳥居・藤井（愛媛・愛媛銀行）3─1

中村・市川（茨城・日立化成）
根本・大森（岐阜・十六銀行）3─2

平・松本（東京・サンリツ）
▼準決勝
天野・中島	 7、7、-4、12	 阿部・森薗
鳥居・藤井	 10、-5、10、3	 根本・大森
▼決勝
天野優・中島未早希	 9、5、9	 鳥居夕華・藤井優子

第50回全日本社会人選手権大会
平成28年9月9～11日

於：マエダアリーナ（新青森県総合運動公園体育館）

□男子シングルス
▼準々決勝
上田仁（東京・協和発酵キリン）4─0　

伊積健太（長野・岡谷市役所）
平野友樹（東京・協和発酵キリン）4─1	

加藤由行（愛媛・㈱フジ）
高木和卓（東京・東京アート）4─0	

横山輝（広島・原田鋼業）
村松雄斗（東京・東京アート）4─1	

森田侑樹（東京・シチズン）
▼準決勝
上田	 8、-9、6、6、6	 平野
高木和	 -9、5、7、8、7	 村松
▼決勝
上田仁	 6、11、10、7	 高木和卓

□女子シングルス
▼準々決勝
永尾尭子（静岡・アスモ）4─3	

森さくら（大阪・日本生命）
加藤杏華（岐阜・十六銀行）4─2	

森薗美咲（東京・日立化成）
前田美優（大阪・日本生命）4─3	

平野容子（愛知・豊田自動織機）
森薗美月（東京・サンリツ）4─3	

田代早紀（大阪・日本生命）
▼準決勝
永尾	 -6、-3、-8、9、6、10、11	 加藤杏
森薗美月	 -8、8、6、-8、8、10	 前田
▼決勝
森薗美月	 -4、-8、7、3、4、9	 永尾尭子

□男子ダブルス
▼準々決勝
松平・上田（東京・協和発酵キリン）3─1	

森田・神（東京・シチズン）
塩野・村松（東京・東京アート）3─1	

松生・鹿屋（東京・リコー）
久保田・軽部（東京・シチズン）3─2	

笠原・森本（東京・協和発酵キリン）
濵川・松下（和歌山・日鉄住友物流）3─1	

張・高木和（東京・東京アート）
▼準決勝
松平・上田	 6、5、10	 塩野・村松
久保田・軽部	 -9、7、8、9	 濵川・松下
▼決勝
松平賢二・上田仁　-9、7、4、8	
	 	 久保田隆三・軽部隆介

□女子ダブルス
▼準々決勝
𡈽田美佳・宋（広島・中国電力）3─0

松澤・高橋（岐阜・十六銀行）
田代・前田（大阪・日本生命）3─1	

阿部・森薗（東京・サンリツ）
平・松本（東京・サンリツ）3─0	

久野・大森（岐阜・十六銀行）
土井・𡈽田美紀（広島・中国電力）3─1

若宮・森（大阪・日本生命）
▼準決勝
𡈽田美佳・宋 6、-6、4、7 田代・前田
平・松本	 14、5、10	 土井・𡈽田美紀
▼決勝
平侑里香・松本優希	-3、8、5、7	𡈽田美佳・宋恵佳

第51回全日本社会人選手権大会
平成29年11月3～5日、於：ジップアリーナ岡山

□男子シングルス
▼準々決勝
上田仁（東京・協和発酵キリン）4─0	

軽部隆介（東京・シチズン時計）
平野友樹（東京・協和発酵キリン）4─0	

松平賢二（東京・協和発酵キリン）
丹羽孝希（東京・スヴェンソン）4─1	

笠原弘光（東京・協和発酵キリン）
高木和卓（東京・東京アート）4─1	

御内健太郎（東京・シチズン時計）
▼準決勝
上田	 6、10、8、8	 平野
丹羽	 5、5、4、9	 高木和
▼決勝
上田仁	 9、9、-5、-9、5、-8、9	 丹羽孝希

□女子シングルス
▼準々決勝
松澤茉里奈（岐阜・十六銀行）4─1

松平志穂（大阪・ミキハウス）
森薗美咲（東京・日立化成）4─0	

久野理世（岐阜・十六銀行）
平侑里香（東京・サンリツ）4─2	

馬場麻裕（静岡・アスモ）
鈴木李茄（茨城・日立化成）4─2	

平田有貴（静岡・アスモ）
▼準決勝
松澤	 8、9、11、-9、8	 森薗
鈴木	 7、-6、9、8、-4、-7、10	 平
▼決勝
松澤茉里奈	 7、-7、10、-3、-9、6、8	 鈴木李茄

□男子ダブルス
▼準々決勝
森田・神（東京・シチズン時計）3─0	

横山・徳島（広島・原田鋼業）
松下・藤村（和歌山・日鉄住金物流）3─0	

大矢・王（東京・東京アート）
松平・森本（東京・協和発酵キリン）3─2	

松生・山本（東京・リコー）
張・高木和（東京・東京アート）3─0	

北村・北原（神奈川・信号器材）
▼準決勝
森田・神	 9、-7、10、-8、5	 松下・藤村
張・高木和	 10、4、-6、9	 松平・森本
▼決勝
森田侑樹・神巧也　10、8、-11、7	
	 	 張一博・高木和卓

□女子ダブルス
▼準々決勝
加藤知・加藤杏（岐阜・十六銀行）3─2

三宅・成本（広島・中国電力）
平田・永尾（静岡・アスモ）3─2

久野・大森（岐阜・十六銀行）
大矢・天野（東京・サンリツ）3─0

土井・𡈽田美紀（広島・中国電力）
𡈽田美佳・宋（広島・中国電力）3─0

平・牛嶋（茨城・日立化成）
▼準決勝
平田・永尾	 -12、7、5、8	 加藤知・加藤杏
𡈽田美佳・宋 4、4、6 大矢・天野
▼決勝
𡈽田美佳・宋恵佳　9、-8、-3、6、6
	 	 平田有貴・永尾尭子
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全日本社会人卓球選手権大会

第52回全日本社会人選手権大会
平成30年9月15～17日

於：アミノバリューホール（鳴門県民体育館）

□男子シングルス
▼準々決勝
丹羽孝希（東京・スヴェンソン）4─1

神巧也（東京・シチズン時計）
大矢英俊（東京・東京アート）4─1

濵川明史（徳島・個人）
高木和卓（東京・東京アート）4─2	

松平賢二（東京・協和発酵キリン）
町飛鳥（東京・シチズン時計）4─2	

上村慶哉（東京・シチズン時計）
▼準決勝
丹羽	 -9、3、5、10、9	 大矢
町	 10、9、9、6	 高木和
▼決勝
丹羽孝希	 -5、-7、8、8、-9、9、9	 町飛鳥

□女子シングルス
▼準々決勝
森薗美月（東京・木下グループ）4─1

松澤茉里奈（岐阜・十六銀行）
平侑里香（東京・サンリツ）4─0
松平志穂（兵庫・日本ペイントホールディングス）

森薗美咲（茨城・日立化成）4─3
田中千秋（愛知・豊田自動織機）

成本綾海（広島・中国電力）4─0
高橋真梨子（岐阜・十六銀行

▼準決勝
平	 -4、7、7、8、-9、8	 森薗美月
森薗美咲	 9、-8、-10、4、9、-9、5	 成本
▼決勝
平侑里香	 6、7、-4、9、3	 森薗美咲

□男子ダブルス
▼準々決勝
鹿屋・有延（東京・リコー）3─2

軽部・德永（鹿児島・鹿児島相互信用金庫）
横山・徳島（広島・原田鋼業）3─2

船本・田中（東京・日野自動車）
松平・平野（東京・協和発酵キリン㈱）3─0

下山・矢野（広島・原田鋼業・伊予銀行）
松下・藤村（和歌山・日鉄住金物流）3─1

	大矢・上江州（東京・東京アート）
▼準決勝
鹿屋・有延	 -8、12、10、5	 横山・徳島
松下・藤村	 -7、6、7、15	 松平・平野
▼決勝
松下海輝・藤村友也　-7、-10、8、10、7
	 	 鹿屋良平・有延大夢

□女子ダブルス
▼準々決勝
松澤・高橋（岐阜・十六銀行）3─1	

𡈽田美佳・宋（広島・中国電力）
平・松本（東京・サンリツ）3─1

土井・庄司（広島・中国電力）
森・平野（愛知・豊田自動織機）3─1

鈴木・平（茨城・日立化成）
小道野・永尾（静岡・デンソー）3─2

成本・井（広島・中国電力）
▼準決勝
平・松本	 10、-9、11、4	 松澤・高橋
森・平野	 8、-7、7、-6、4	 小道野・永尾
▼決勝
森美紗樹・平野容子　9、-8、-10、5、4
	 	 平侑里香・松本優希

第53回全日本社会人選手権大会
2019年9月6～8日、於：熊本市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
吉田海偉（東京・東京アート）4─0

	町飛鳥（鹿児島・鹿児島県体育協会）
上村慶哉（東京・シチズン時計）4─1	

松平賢二（東京・協和キリン）
平野友樹（東京・協和キリン）4─3

	岡田崚（長野・岡谷市役所）
大矢英俊（千葉・ファースト）4─2	

有延大夢（東京・リコー）
▼準決勝
吉田	 6、9、3、7	 上村
大矢	 7、8、-4、10、10	 平野
▼決勝
大矢英俊	 5、-6、-3、12、-6、9、9	 吉田海偉

□女子シングルス
▼準々決勝
平侑里香（東京・サンリツ）4─3

小道野結（静岡・デンソー）
野村萌（静岡・デンソー）4─1

前田美優（大阪・日本生命）
庄司有貴（広島・中国電力）4─3

松本優希（東京・サンリツ）
安藤みなみ（岐阜・十六銀行）4─0

加藤知秋（岐阜・十六銀行
▼準決勝
野村	 5、-7、7、-13、6、9	 平
安藤	 8、6、2、8	 庄司	
▼決勝
野村萌	 7、4、-9、9、7	 安藤みなみ

□男子ダブルス
▼準々決勝
江藤・松下（大阪・クローバー歯科カスピッズ）
3─2　藤村・松下（和歌山・日鉄物流ブレイザーズ）
松平・平野（東京・協和キリン）3─2

德永・定松（鹿児島・鹿児島相互信用金庫）
横山・徳島（広島・原田鋼業）3─2

岡田・滝澤（長野・岡谷市役所）
高木和・上江洲（東京・東京アート）3─1

御内・村松（東京・シチズン時計・東京アート）
▼準決勝
松平・平野	 -10、7、-11、7、11	 江藤・松下
横山・徳島	 6、-5、-7、9、4	 高木和・上江洲	
▼決勝
横山輝・徳島剛　6、10、-4、10	

松平賢二・平野友樹

□女子ダブルス
▼準々決勝
安藤・德永（岐阜・十六銀行）3─1

庄司・木村（広島・中国電力）
成本・井（広島・中国電力）3─0

玉石美・玉石幸（奈良・エクセディ）
𡈽田美佳・宋（広島・中国電力）3─2

山本・加藤杏（岐阜・十六銀行）
永尾・阿部（静岡・デンソー）3─2

松本・平（東京・サンリツ）
▼準決勝
成本・井	 9、7、6	 安藤・德永
𡈽田美佳・宋 6、5、-9、2 永尾・阿部
▼決勝
𡈽田美佳・宋恵佳 4、8、5 成本綾海・井絢乃

第54回全日本社会人選手権大会
2020年11月6～8日、於：岐阜メモリアルセンター

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止
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国内大会

全日本卓球選手権大会
（マスターズの部）

1967年（昭和42年度）〜2020年（令和2年度）

第1回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和42年9月15～17日、於：国立代々木第二体育館

□シニア（フォーティ）※第6回まで
▼準々決勝
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）2─0

玉井武（福岡・八幡製鉄）
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）2─0

上原正男（神奈川・富士フィルム小田原）
北地稔行（東京・中野クラブ）2─0

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
今泉敬介（東京・太陽クラブ）2─0

本松之佳（福岡・三菱化成黒崎）
▼準決勝
桑城	 -11、14、14	 矢島
今泉	 9、11	 北地
▼決勝
桑城晋一	 18、-18、18	 今泉敬介

□ベテラン（フィフティ）※第6回まで
▼準々決勝
横沢才吉（岩手・横沢卓研）2─0

河田安夫（東京・三井生命）
松本武男（兵庫・兵庫OB）2─1

北林六郎（東京・東星会）
東海重雄（兵庫・神戸サンフレンド）2─0

沢崎隆義（大阪・大阪市役所）
相原禧一（大阪・丸紅飯田）2─0

小川恭三（兵庫・川崎航空）
▼準決勝
横沢	 14、15	 松本
相原	 19、18	 東海
▼決勝
相原禧一	 21、10	 横沢才吉

□オールドベテラン（シックスティ）※第6回まで
▼準々決勝
河井勤（大阪・大阪ベテラン会）2─0

松田朝市（山口・日本漁網）
篠原賢至（東京・TKクラブ）2─0

奥山勇（茨城・取手二高）
中村要蔵（東京・賞勲局）2─0

斉藤秀男（岩手・国鉄盛岡）
野上令介（東京・太陽クラブ）2─0

有井住夫（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
篠原	 14、13	 河井
中村	 16、17	 野上
▼決勝
中村要蔵	 13、7	 篠原賢至

第2回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和43年11月8～10日、於：国立代々木第二体育館

□シニア
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）2─0

鈴木貞司（茨城・日立勝田）
山田（埼玉・川越クラブ）2─0

北地稔行（東京・中野クラブ）
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）2─0

金井吾廊（東京・東星会）
道上進（東京・東星会）2─1

川浪敬一（山口・宇部セメント）
▼準決勝
桑城	 13、13	 山田
道上	 11、19	 矢島
▼決勝
桑城晋一	 -20、20、13	 道上進

□ベテラン
▼準々決勝
相原禧一（大阪・丸紅飯田）2─0

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
河野巧（広島・東洋工業）2─0

須田重三郎（群馬・桐栄会）
井川義則（山口・中電下松）2─0

北林六郎（東京・東星会）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）2─0

横沢才吉（岩手・自営）
▼準決勝
河野	 12、14	 相原
沢崎	 6、19	 井川
▼決勝
河野巧	 16、6	 沢崎隆義

□オールドベテラン
▼準々決勝
中村要蔵（東京・総理府）2─1

古田安道（福岡・三井三池）
田上亀四男（熊本・熊本サンフレンド）2─0

奥山勇（茨城・取手二高）
猪股芳三郎（宮城・東北改発）2─0

平井泰蔵（高知・県幡多事業所）
福本勝正（東京・東星会）2─0

坂口友吉（鳥取・由良育英高）
▼準決勝
田上	 19、10	 中村
福本	 16、15	 猪股
▼決勝
田上亀四男	 15、16	 福本勝正

第3回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和44年9月14～15日、於：台東体育館

□セミシニア（サーティ）※第6回まで
▼準々決勝
道上進（東京・東星会）2─1

高谷光之輔（静岡・日本楽器）
阿部好幸（山口・協和発酵）2─1

橋本充至（愛知・卓伸会）
米田泰也（富山・東洋ナイロン）2─0

宍戸信夫（東京・卓楓会）
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─0

松本功（和歌山・和歌山卓球クラブ）
▼準決勝
阿部	 -17、18、17	 道上
内田	 17、14	 米田
▼決勝
内田鉄山	 17、14	 阿部好幸

□シニア
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）2─0

須田重三郎（群馬・桐栄会）
河野巧（広島・東洋工業）2─0

辻田陽二郎（大阪・八木商店）
波部正三（大阪・マルナミ書店）2─1

長谷川実（三重・三菱化成四日市）
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）2─0

井川義則（山口・中電岩国）
▼準決勝
桑城	 22、17	 河野
矢島	 15、19	 波部
▼決勝
矢島儀蔵	 12、-16、15	 	桑城晋一

□ベテラン
▼準々決勝
福本勝正（東京・東星会）2─1

沢崎住夫（大阪・大阪市役所）
河田安夫（東京・三井生命）2─0

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
北林六郎（東京・東星会）2─0

田上亀四男（熊本・日本卓球㈱）
相原禧一（大阪・丸紅飯田）2─1

東海重雄（兵庫・サンフレンドクラブ）
▼準決勝
河田	 8、9	 福本
相原	 -15、19、13	 北林
▼決勝
河田安夫	 12、19	 相原禧一

□オールドベテラン
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取・東伯郡卓協）2─0

築山一郎（東京・皐月会）
福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）2─0

松田朝市（山口・下関卓研）
住野直春（東京・ベテランクラブ）2─0

砥上元記（福岡・日本卓球）

※第1回大会以前の年齢別の部は、全日本選手権大会（一般・ジュニアの部）と同時開催。平成9年度（第31回）までは全日本社会人選手権（年齢別の部）として開催98
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有井住夫（大阪・大阪ベテラン会）2─0
清水重則（山口・山口大OB）

▼準決勝
坂口	 14、22	 福島
有井	 -19、14、20	 住野
▼決勝
坂口友吉	 11、19	 有井住夫

第4回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和45年9月5～6日、於：高知県民ホール

□セミシニア
▼準々決勝
郷田享（兵庫・ヤマト卓球）2─0

宮田日出男（岐阜・揖斐川電工）
引野博之（島根・卓親会）2─1

北原滋夫（福岡・福大職）
米田泰也（富山・東洋ナイロン編物）2─1

渡辺鍈一（福岡・住金小倉）
成川亘茂（東京・電電東京）2─0

阿部好幸（山口・協和発酵）
▼準決勝
引野	 11、5	 郷田
成川	 7、-14、12	 米田
▼決勝
引野博之	 -18、17、14	 成川亘茂

□シニア
▼準々決勝
吉田喜代松（京都・自営）2─0

玉井武（福岡・新日鐵）
河野巧（広島・東洋工業）2─0

益山喬（大阪・日本触媒化学）
波部正三（大阪・マルナミ書店）2─1

浜田博章（兵庫・関西電力）
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）2─0

北地稔行（東京・中野クラブ）
▼準決勝
吉田	 18、16	 河野
桑城	 10、10	 波部
▼決勝
桑城晋一	 13、20	 吉田喜代松

□ベテラン
▼準々決勝
河田安夫（東京・三井生命）2─0

沢崎隆義（大阪・大阪市役所）
須田重三郎（群馬・桐栄会）2─0

福本勝正（東京・東星会）
東海重雄（兵庫・サンフレンド）2─0

久木亮（秋田・十条製紙）
相原禧一（大阪・丸紅飯田）2─0

中村要蔵（東京・総理府）
▼準決勝
河田	 15、13	 須田
相原	 12、19	 東海
▼決勝
相原禧一	 16、9	 河田安夫

□オールドベテラン
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取・東伯卓協）2─0

砥上元記（福岡・日本卓球）
住野直春（東京・ベテランクラブ）2─1

川上正（大阪・大阪ベテラン会）
野上令介（東京・蝶友クラブ）2─1

福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）
有井住夫（大阪・大阪ベテラン会）2─0

清水重則（山口・卓球学校）
▼準決勝
住野	 8、-16、11	 坂口
有井	 14、17	 野上

▼決勝
有井住夫	 13、-22、18	 住野直春

第5回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和46年9月12～13日、於：愛知県刈谷市体育館

□セミシニア
▼準々決勝
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─0

宮田日出男（岐阜・揖斐電工）
渋谷五郎（愛知・新日本製鉄）2─1

郷田享（兵庫・ヤマト卓球）
米田泰也（富山・東洋ナイロン）2─0

荒木睦（三重・日立金属）
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）2─1

成川亘茂（東京・電電東京）
▼準決勝
渋谷	 19、-14、22	 内田
渡辺	 17、13	 米田
▼決勝
渡辺鍈一	 18、-15、17	 渋谷五郎

□シニア
▼準々決勝
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）2─1

荒井惇（東京・葛飾クラブ）
北地稔行（東京・中野クラブ）2─0

藤岡正夫（京都・三菱重工）
波部正三（大阪・大阪ベテラン会）2─0

吉田昭夫（新潟・信越化学）
森操（愛知・日本碍子）2─0

吉田喜代松（京都・自営）
▼準決勝
矢島	 -12、15、14	 北地
波部	 17、17	 森
▼決勝
波部正三	 12、12	 矢島儀蔵

□ベテラン
▼準々決勝
相原禧一（大阪・大阪ベテラン会）2─0

田上亀四男（熊本・熊本サンフレンド）
清水義高（東京・国税局）2─0

富岡大蔵（埼玉・和光クラブ）
東海重雄（兵庫・兵庫OB）2─0

住保幹夫（京都・島津製作）
野村堯（東京・サンフレンド）2─0

矢尾板弘（東京・東星会）
▼準決勝
清水	 -19、18、18	 相原
東海	 15、-12、15	 野村
▼決勝
清水義高	 10、19	 東海重雄

□オールドベテラン
▼準々決勝
秋月胤雄（東京・無）2─1

有井住夫（大阪・大阪ベテラン会）
福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）2─0

神谷政市（愛知・卓伸会）
野上令介（東京・蝶友クラブ）2─1

砥上元記（福岡・大牟田卓協）
川上正（大阪・大阪ベテラン会）2─0

住野直春（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
福島	 16、14	 秋月
野上	 14、20	 川上
▼決勝
野上令介	 13、11	 福島徳夫

第6回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和47年9月16～17日、於：京都府立体育館

□セミシニア
▼準々決勝
小林秀行（神奈川・日産自動車）2─0

渡辺鍈一（福岡・住金小倉）
萩原正喜（群馬・東電群馬）2─1

広瀬進（大阪・光洋精工）
山田久夫（兵庫・春日クラブ）2─0

荒木睦（三重・日立金属桑名）
引野博之（島根・卓親会）2─1

渋谷五郎（愛知・新日本製鉄）
▼準決勝
小林	 13、18	 	萩原
引野	 11、12	 	山田
▼決勝
引野博之	 18、-12、19	 小林秀行

□シニア
▼準々決勝
波部正三（大阪・大阪ベテラン会）2─0

桑城晋一（兵庫・神戸市役所）
道上進（東京・東星会）2─1

森操（愛知・日本碍子）
元治光雄（大阪・大阪市役所）2─0

上原正男（神奈川・富士フイルム）
小泉治人（東京・ノースクラブ）2─0

吉田昭夫（新潟・信越化学）
▼準決勝
道上	 19、-14、9	 波部
元治	 13、18	 小泉
▼決勝
道上進	 -22、16、13	 元治光雄

□ベテラン
▼準々決勝
河田安夫（東京・三井生命）キケン

住吉三智（愛知・三菱重工名古屋）
田上亀四男（熊本・サンフレンド）2─0

中川勲（神奈川・東急車輌）
相原禧一（大阪・大阪ベテラン会）2─0

川西武男（岡山・岡卓クラブ）
安達定雄（東京・花王石鹸）2─1

沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
河田	 14、-20、8	 田上
安達	 17、16	 相原
▼決勝
河田安夫	 14、21	 安達定雄

□オールドベテラン
▼準々決勝
野上令介（東京・蝶友クラブ）2─0

松田朝市（山口・下関卓研）
有井住夫（大阪・大阪ベテラン会）2─0

坂口友吉（鳥取・由良高教）
住野直春（東京・ベテランクラブ）2─1

中川澄（東京・太陽クラブ）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）2─0

山本弥一郎（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
野上	 19、-19、12	 有井
中村	 13、-24、17	 住野
▼決勝
野上令介	 11、16	 中村要蔵
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第7回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和48年9月28～30日、於：宮城県スポーツセンター

□サーティ
▼準々決勝
矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）2─0

引野博之（島根・卓親会）
安部三千男（神奈川・信号器材）2─0

渡辺鍈一（福岡・住金小倉）
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─0

赤池貞臣（宮城・東北日立電子）
広瀬進（大阪・光洋精工）2─0

郷田享（兵庫・ヤマト卓球）
▼準決勝
安部	 12、16	 矢吹
内田	 17、15	 広瀬
▼決勝
内田鉄山	 20、-19、21	 安部三千男

□フォーティ
▼準々決勝
道上進（東京・東星会）2─0

吉田昭夫（新潟・信越化学）
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄）2─0

小泉治人（東京・ノースクラブ）
唐橋博（東京・東星会）2─0

吉田喜代松（京都・自営）
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）2─0

宍戸信夫（東京・卓楓会）
▼準決勝
矢島	 17、12	 道上
唐橋	 -13、19、11	 桑城
▼決勝
唐橋博	 11、-15、17	 矢島儀蔵

□フィフティ
▼準々決勝
河田安夫（東京・三井生命）2─0

松本武男（兵庫・兵庫OB会）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）2─0

東海重雄（兵庫・ヤクルト卓球クラブ）
河野巧（広島・東洋工業）2─0

北林六郎（東京・東星会）
横沢才吉（岩手・盛岡市）2─0

小川恭三（兵庫・兵庫OB会）
▼準決勝
河田	 14、-20、16	 沢崎
河野	 -18、17、12	 横沢
▼決勝
河野巧	 4、6	 河田安夫

□シックスティ
▼準々決勝
野上令介（東京・蝶友クラブ）2─1

保住幹夫（京都・百泉クラブ）
福本勝正（東京・東星会）2─0

住野直春（東京・ベテランクラブ）
田上亀四男（熊本・サンフレンド）2─0

宮野只夫（東京）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）2─1

小松元春（東京・八坂卓研）
▼準決勝
福本	 12、11	 野上
中村	 -13、20、16	 田上
▼決勝
福本勝正	 13、14	 中村要蔵

□セブンティ
▼準々決勝
長谷川梅吉（神奈川・日産自動車）2─1

石井丈之助（新潟・新潟クラブ）

芦幸吾（岩手・盛岡市）2─1
井坂信太郎（東京・東京ベテラン会）

▼準決勝
秋月胤雄（東京）	 2─1	 長谷川
山本弥一郎（大阪・ベテラン会）							2─1	 芦
▼決勝
秋月胤雄	 9、20	 山本弥一郎

第8回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和49年9月27～29日、於：弘前市民体育館

□サーティ
▼準々決勝
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─1

奥田昭和（東京・旺文社）
矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）2─1

安代幸広（京都・京都トヨタ）
綾部稔（福岡・新日鐵小倉）2─1

萩原正喜（群馬・東電群馬）
田中英也（岐阜・田中スポーツ）2─0

柳沢光男（長野・電電信越）
▼準決勝
矢吹	 15、21	 内田
綾部	 -14、15、18	 田中
▼決勝
矢吹嘉昭	 -8、15、18	 綾部稔

□フォーティ
▼準々決勝
平山英雄（東京・中野クラブ）2─0

唐橋博（東京・東星会）
小渕雅弘（東京・葵クラブ）2─1

濱惣六（長野・浜商店）
小泉治人（東京・ノースクラブ）2─1

相川光司（青森・青商教員）
宍戸信夫（東京・卓楓会）2─1

山田侚孝（静岡・静卓クラブ）
▼準決勝
小渕	 17、-14、15	 平山
宍戸	 15、12	 小泉
▼決勝
宍戸信夫	 14、-11、19	 小渕雅弘

□フィフティ
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）2─0

小川恭三（兵庫・兵庫OB）
波部正三（大阪・大阪ベテラン会）2─0

速水純（京都・京都OB会）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）2─0

須田重三郎（群馬・桐栄会）
相原禧一（大阪・丸紅）2─0

河田安夫（東京・三井生命）
▼準決勝
波部	 18、-10、21	 河野
相原	 19、-14、21	 沢崎
▼決勝
波部正三	 16、-14、26	 相原禧一

□シックスティ
▼準々決勝
猪股芳三郎（宮城・笹気出版印刷）2─0

三上正（大阪・大阪ベテラン会）
田上亀四男（熊本・熊本サンフレンド）2─0

木村正七（青森・黒石卓協）
河野功（青森・十和田卓協）2─1

坂口友吉（鳥取・東郷愛球クラブ）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）2─0

棟方守貞（青森・黒石卓協）
▼準決勝
猪股	 -15、7、16	 田上
中村	 18、19	 河野

▼決勝
中村要蔵	 15、-15、20	 猪股芳三郎

□セブンティ
▼準々決勝
秋月胤雄（東京）勝─負

本多公枝（大阪・枚方ベテラン会）
芦幸吾（岩手）	 キケン	 岡崎進（東京）
長谷川梅吉（神奈川・日産自動車）キケン

井坂信太郎（東京・東京ベテラン会）
山本弥一郎（大阪・大阪ベテラン会）2─1

石井丈之助（新潟・新潟クラブ）
▼準決勝
芦	 2─0	 秋月
山本	 2─1	 長谷川
▼決勝
山本弥一郎	 16、-25、17	 芦幸吾

第9回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和50年9月13～15日、於：北九州市立総合体育館

□サーティ
▼準々決勝
矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）2─0

高橋信行（愛知・日本通運）
安部三千男（神奈川・信号器材）2─0

赤池貞臣（宮城・日本電子）
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）2─0

内田鉄山（東京・サンフレンド）
野平孝雄（東京・代々木クラブ）2─0

安代幸広（京都・京都トヨタ）
▼準決勝
矢吹	 2─1	 安部
渡辺	 2─0	 野平
▼決勝
渡辺鍈一	 -13、12、23	 矢吹嘉昭

□フォーティ
▼準々決勝
大谷淳（東京・中野クラブ）2─0

宍戸信夫（東京・卓楓会）
木村稔（兵庫・春日野クラブ）2─0

上原正男（神奈川・春日野小田原）
道上進（東京・東星会）2─1

濱惣六（長野・浜商店）
北原滋夫（福岡・福大教）2─0

村上武（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
大谷	 2─0	 木村
北原	 2─0	 道上
▼決勝
北原滋夫	 20、12	 大谷淳

□フィフティ
▼準々決勝
河田安夫（東京・三井生命）2─0

中尾正俊（福岡・八女工高）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）2─0

北林六郎（東京・東星会）
河野巧（広島・東洋工業）2─0

須田重三郎（群馬・桐栄会）
森沢行人（熊本・三井天嶺病院）2─1

小川恭三（兵庫・兵庫OB会）
▼準決勝
沢崎	 2─0	 河田
河野	 2─0	 森沢
▼決勝
河野巧	 17、11	 沢崎隆義
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□シックスティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）2─0

洲崎恒一郎（新潟・柏崎卓友クラブ）
町田優光（長崎・九州港湾福利厚生協会）2─1

川上正（大阪・大阪ベテラン会）
田上亀四男（熊本・熊本サンフレンド）2─1

福本勝正（東京・東卓会）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）2─0

猪股芳三郎（宮城・笹気出版）
▼準決勝
中村	 2─0	 町田
鳴海	 2─0	 田上
▼決勝
中村要蔵	 16、17	 鳴海誠二

□セブンティ
▼準々決勝・準決勝の記録不明
▼決勝
井坂信太郎（東京・東京ベテラン会）16、16

長谷川梅吉（神奈川・日産自動車）

第10回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和51年9月17～20日、於：栃木県体育館

□サーティ
▼準々決勝
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）2─0

中村提見（東京・太陽信用金庫）
大野寿一（大阪・大阪卓球クラブ）2─0

加藤優（東京・ミツミ電機）
奥田昭和（東京・旺文社）2─0

相原安男（福岡・平和台卓球センター）
柳沢光男（長野・電電信越）2─1

関山満（群馬・桐栄会）
▼準決勝
渡辺	 2─0	 大野
柳沢	 2─0	 奥田
▼決勝
柳沢光男	 15、-17、17	 渡辺鍈一

□フォーティ
▼準々決勝
北原滋夫（福岡・福大教員）2─1

濱惣六（長野・浜商店）
木村稔（兵庫・春日野クラブ）2─1

山田久夫（兵庫・春日野クラブ）
桑原稔（愛知・聖カピタニオ高）キケン

小玉定雄（茨城・竜ヶ崎クラブ）
秋山新次（宮城・南材クラブ）2─0

上原正男（神奈川・富士フィルム小田原）
▼準決勝
木村	 2─0	 北原
桑原	 2─0	 秋山
▼決勝
木村稔	 20、-18、19	 桑原稔

□フィフティ
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）2─1

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）2─0

米川良一（三重・中部電力四日市）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─0

北林六郎（東京・東星会）
須田重三郎（群馬・桐栄会）2─1

沢崎隆義（大阪・大阪市役所）
▼準決勝
桑城	 2─1	 河野
辻田	 2─1	 須田
▼決勝
辻田陽二郎	 -15、17、18	 桑城晋一

□シックスティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）2─0

中川勲（東京・卓楓会）
乾博（大阪・大阪ベテラン会）2─0

田上亀四男（熊本・熊本サンフレンド）
安達定雄（東京・皐月会）2─1

奥沢武（栃木・佐野クラブ）
野村堯（東京・サンフレンド）2─0

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
▼準決勝
乾	 2─0	 中村
野村	 2─0	 安達
▼決勝
野村堯	 14、-14、18	 乾博

□セブンティ
▼準々決勝
芦幸吾（岩手・岩手卓）2─0

養田勝雄（群馬・前卓友）
石井丈之助（新潟・新潟卓好クラブ）2─0

本多公枝（大阪・TTCクラブ）
長谷川梅吉（神奈川・横浜ベテラン会）2─0

相馬駒吉（栃木・大田原クラブ）
▼準決勝
井坂信太郎（東京・サンフレンド）					2─0	 芦
長谷川	 2─0	 石井
▼決勝
井坂信太郎	 7、9	 長谷川梅吉

第11回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和52年8月12～14日、於：滋賀県立体育館

□サーティ
▼準々決勝
大津慶吾（香川・大倉工業）2─0

林靖夫（山口・協和発酵防府）
針谷正紀（群馬・藤岡クラブ）2─0

中村提見（東京・太陽信用金庫）
原田正（福岡・九州タカラベルモント）2─1

奥田昭和（東京・旺文社）
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─0

大和屋順一（大阪・住金大阪）
▼準決勝
大津	 2─0	 針谷
内田	 2─1	 原田
▼決勝
大津慶吾	 16、16	 内田鉄山

□フォーティ
▼準々決勝
大谷淳（東京・中野クラブ）2─0

大河原啓右（東京・拓大一高）
藤本昭義（愛知・一宮ろう学校）2─0

岸川秋吉（福岡・溶接技研）
成田静司（青森・黒石卓協）2─0

北原滋夫（福岡・福大教員）
北田万次郎（岩手・盛岡卓友会）2─1

桑原稔（愛知・聖カピタニオ女高）
▼準決勝
藤本	 2─0	 大谷
北田	 2─0	 成田
▼決勝
北田万次郎	 -17、24、29	 藤本昭義

□フィフティ
▼準々決勝
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─0

相原禧一（大阪・丸紅）
長谷川実（三重・三菱化成四日市）2─0

北原六郎（東京・東星会）

飯田耕一（東京・暁クラブ）2─1
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄千葉）

桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）2─0
大塚初男（大阪・大阪ベテラン会）

▼準決勝
辻田	 2─0	 長谷川
桑城	 2─0	 飯田
▼決勝
辻田陽二郎	 17、16	 桑城晋一

□シックスティ
▼準々決勝
佐々木慶哉（大阪・大阪ベテラン会）2─0

野村堯（東京・サンフレンド）
宇野只夫（長崎）2─0

野上令介（東京・蝶友クラブ）
津久井智男（群馬・卓龍会）2─1

安達定雄（東京・皐月会）
中川澄（東京・太陽クラブ）2─0

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
▼準決勝
佐々木	 2─0	 宇野
津久井	 2─1	 中川
▼決勝
津久井智男	 17、-20、20	 佐々木慶哉

□セブンティ
▼準々決勝
棟方守貞（青森・黒石卓協）2─0

井坂信太郎（東京・サンフレンド）
石井丈之助（新潟・新潟卓好クラブ）2─1

山本弥一郎（大阪・大阪ベテラン会）
養田勝雄（群馬・前卓クラブ）キケン

坂口友吉（鳥取・東郷愛球）
長谷川梅吉（神奈川・横浜ベテラン会）2─0

本多公枝（大阪）
▼準決勝
棟方	 2─0	 石井
長谷川	 2─0	 養田
▼決勝
棟方守貞	 14、10	 長谷川梅吉

第12回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和53年9月15～17日、於：岐阜県民体育館

□サーティ
▼準々決勝
小園江慶二（福岡・アドヴァンス）2─1

三浦勇治（神奈川・信号器材）
太田英一（北海道・江別市役所）2─0

中村提見（東京・太陽信用金庫）
奥田昭和（東京・旺文社）2─0

渡辺昴史（東京・久留米高）
五十嵐一郎（千葉・サンウェール工業）2─0

天野高明（愛知・蒲郡信金）
▼準決勝
小園江	 13、14	 太田
五十嵐	 19、12	 奥田
▼決勝
五十嵐一郎	 14、19	 小園江慶二

□フォーティ
▼準々決勝
北田万次郎（岩手・都南体協）2─0

木村稔（兵庫・春日野クラブ）
大谷淳（東京・中野クラブ）2─1

郷田享（大阪・アストールクラブ）
米田泰成（大阪・東レテキスタイル）2─0

北原滋夫（福岡・福岡教員）
山崎雅章（滋賀・近畿相銀）2─0

藤本昭義（愛知・一宮ろう学校）
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▼準決勝
大谷	 19、21	 北田
米田	 8、14	 山崎
▼決勝
米田泰成	 -14、16、14	 大谷淳

□フィフティ
▼準々決勝
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─0

鈴木秀男（神奈川・横浜ベテラン会）
飯田耕一（東京・暁クラブ）2─1

米川良一（三重・中部電力）
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

台高之（群馬・桐生クラブ）
桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）2─0

相原禧一（大阪・丸紅）
▼準決勝
辻田	 19、15	 飯田
矢島	 14、16	 桑城
▼決勝
辻田陽二郎	 16、12	 矢島儀蔵

□シックスティ
▼準々決勝
乾博（大阪・大阪ベテラン会）2─1

大西登喜男（東京・皐月会）
野村堯（東京・サンフレンド）2─0

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
中村欽雄（東京・無）2─1

中川澄（東京・太陽クラブ）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）2─0

住野直春（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
乾	 16、21	 野村
中村欽	 13、7	 中村要
▼決勝
乾博	 -17、18、12	 中村欽雄

□セブンティ
▼準々決勝
有井住夫（大阪・大阪ベテラン会）2─0

棟方守貞（青森・黒石卓協）
国広未夫（福岡・平和台クラブ）2─0

本多公枝（大阪・枚方ベテラン会）
福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）2─1

坂口友吉（鳥取・東郷愛球クラブ）
山本弥一郎（大阪・大阪ベテラン会）2─0

佐竹史郎（京都・佐竹製作所）
▼準決勝
有井	 -13、16、19	 国広
山本	 -14、19、20	 福島
▼決勝
有井住夫	 -14、11、18	 山本弥一郎

第13回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和54年9月21～23日、於：郡山総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
工藤昭治（青森・むつ市役所）2─1

五十嵐一郎（千葉・サンウエル工業）
新開健一（岡山・関西OB）2─0

林靖夫（山口・協和発酵）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）キケン

岩坂達哉（神奈川・アジア石油）
佐藤繕宏（群馬・千代田クラブ）2─1

立山清敏（熊本・山鹿市役所）
▼準決勝
工藤	 14、-13、10	 新開
村上	 18、17	 佐藤
▼決勝
村上力	 12、19	 工藤昭治

□女子サーティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─1

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
内田博子（福岡・博多ベテラン会）2─0

松居喜美子（東京・大田クラブ）
多久島玲子（長崎・長崎クラブ）2─0

田坂淳子（兵庫・兵庫ベテラン会）
坂知子（北海道）2─1

安藤節子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
内田	 19、20	 田坂
多久島	 17、18	 坂
▼決勝
多久島玲子	 16、18	 内田博子

□男子フォーティ
▼準々決勝
米田泰成（富山・自営）2─0

藤本昭義（愛知・一宮ろう学校）
中山和英（徳島・東邦レーヨンKK）2─0

正野素行（大阪・ツバサ工業）
郷田享（大阪・アストールクラブ）2─1

渡辺鍈一（福岡・住金小倉）
木村稔（兵庫・長田クラブ）2─0

大谷淳（東京・中野クラブ）
▼準決勝
中山	 -17、7、9	 米田
郷田	 17、-19、16	 木村
▼決勝
中山和英	 -13、7、14	 郷田享

□男子フィフティ
▼準々決勝
辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）2─1

古山栄助（福島・福島製作所）
桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）2─0

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
望月進（静岡・静岡卓球クラブ）2─0

三浦明（福島・検察庁）
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

小泉治人（東京・ノースクラブ）
▼準決勝
辻田	 20、17	 桑城
矢島	 15、11	 望月
▼決勝
辻田陽二郎	 13、-16、15	 矢島儀蔵

□男子シックスティ
▼準々決勝
乾博（大阪・大阪ベテラン会）2─1

影山光也（宮城・影山理容）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）2─1

沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）
住吉三智（愛知・近藤設備）2─0

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
中村欽雄（東京・電機大）2─0

鈴木秀男（神奈川・横浜ベテラン会）
▼準決勝
乾	 12、12	 多田
中村	 10、-17、17	 住吉
▼決勝
中村欽雄	 6、11	 乾博

□男子セブンティ
▼準々決勝
井坂信太郎（東京・サンフレンド）2─0

山本弥一郎（大阪・大阪ベテラン会）
棟方守貞（青森・黒石卓協）2─0

堀井丈之助（新潟・卓好クラブ）
福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）2─1

佐竹史郎（京都・京卓OB）
住野直春（東京・ベテランクラブ）2─0

斉藤良太（新潟・村上クラブ）

▼準決勝
棟方	 	9、17	 井坂
福島	 -15、15、10	 住野
▼決勝
棟方守貞	 16、-15、23	 福島徳夫

第14回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和55年9月20～22日、於：徳島市立体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）2─0

猪木宗器（愛媛・新卓会）
小岩勇（青森・石川商事）2─0

小園江慶二（福岡・南福岡SC）
鈴木精一（長野・須坂高教）2─0

古賀法男（福岡・ヤマト卓球）
大津慶吾（香川・大倉工業）2─0

中村提見（東京・太陽信用金庫）
▼準決勝
小岩	 -16、15、17	 村上
大津	 -17、17、21	 鈴木
▼決勝
大津慶吾	 17、12	 小岩勇

□女子サーティ
▼準々決勝
伊藤恵美子（福島・成蹊クラブ）2─1

河原伸子（東京・神馬クラブ）
高橋邦子（岡山・倉敷卓友会）2─0

大隅美智子（山口・大隅自工）
黒岩安江（長野・望月クラブ）2─0

増金節子（徳島・文理高OG）
日暮正子（千葉・逆井クラブ）2─0

紅林ちよ子（静岡・浜松卓球教室）
▼準決勝
高橋	 -12、16、12	 伊藤
日暮	 10、12	 黒岩
▼決勝
日暮正子	 9、14	 高橋邦子

□男子フォーティ
▼準々決勝
中山和英（徳島・東邦レーヨン）2─0

追川辰夫（東京・ノースクラブ）
山田務（福井・福井卓球センター）2─1

岡戸春吉（愛知・三菱重工岩塚）
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）2─1

木村稔（兵庫・長田クラブ）
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─1

池田秀夫（富山・富山地鉄）
▼準決勝
中山	 19、8	 山田
渡辺	 21、-18、19	 内田
▼決勝
渡辺鍈一	 18、18	 中山和英

□女子フォーティ
▼準々決勝
土浦多恵子（東京・武蔵野クラブ）2─0

三井弓子（東京・東京YMCA）
池田章子（大阪・アストールクラブ）2─0

大森怜子（福岡・平和台クラブ）
神保和子（埼玉・NKC）2─1

田坂淳子（兵庫・兵庫ベテラン会）
北山紀子（兵庫・北区民センター）2─0

内田博子（福岡・博多ベテラン会）
▼準決勝
池田	 14、9	 土浦
神保	 -10、18、17	 北山
▼決勝
池田章子	 11、14	 神保和子
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□男子フィフティ
▼準々決勝
辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）2─0

小泉治人（東京・ノースクラブ）
辻本和夫（奈良・西大和クラブ）2─1

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
田中五郎（東京・ベテランクラブ）2─0

桑城晋一（兵庫・北区民センター）
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄千葉）2─0

飯田耕一（東京・暁クラブ）
▼準決勝
辻田	 13、8	 辻本
矢島	 10、9	 田中
▼決勝
矢島儀蔵	 15、18	 辻田陽二郎

□男子シックスティ
▼準々決勝
沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）2─1

古田安道（福岡・大牟田卓球協会）
須田重三郎（群馬・桐栄会）2─1

鈴木敬美（東京・皐月会）
久富武治（佐賀・湯ヶ里荘）2─1

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
大西登喜男（東京・皐月会）2─1

猪股芳三郎（宮城・笹気出版）
▼準決勝
須田	 11、12	 沢崎
大西	 10、20	 久富
▼決勝
須田重三郎	 9、12	 大西登喜男

□男子セブンティ
▼準々決勝
国広末夫（福岡・フジタクシー）2─0

棟方守貞（青森・黒石卓球協会）
住野直春（東京・ベテランクラブ）2─1

和泉武男（熊本・和泉商事）
井坂信太郎（東京・サンフレンド）2─1

清水重則（山口・山口大OB）
野上令介（東京・蝶友クラブ）2─0

福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
住野	 14、11	 国広
野上	 9、9	 井坂
▼決勝
住野直春	 16、-19、19	 野上令介

第15回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和56年9月11～13日、於：神戸市立中央体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
大津慶吾（香川・大倉工業）2─1

古賀法男（福岡・ヤマト卓球）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）2─0

中村提見（東京・太陽信用金庫）
石黒一行（兵庫・二葉クラブ）2─0

駒木根保良（東京・代々木クラブ）
小林敏泰（東京・シチズン時計）2─0

筒井正克（大阪・清友クラブ）
▼準決勝
大津	 -10、20、17	 村上
石黒	 -18、11、20	 小林
▼決勝
石黒一行	 -10、18、11	 大津慶吾

□女子サーティ
▼準々決勝
藤本道子（東京・若鷺クラブ）2─0

山田暁子（兵庫・北区民センター）

伊藤恵美子（福島・主婦）2─0
橋村三枝（兵庫・神戸クラブ）

安部光子（兵庫・北区民センター）2─0
山崎和恵（大阪・NTA）

河原伸子（東京・神馬クラブ）2─0
高橋邦子（岡山・倉敷卓友会）

▼準決勝
藤本	 15、11	 伊藤
河原	 18、18	 安部
▼決勝
藤本道子	 14、12	 河原伸子

□男子フォーティ
▼準々決勝
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）2─1

阪本昇（茨城・日製多賀）
追川辰夫（東京・ノースクラブ）2─0

笹田昌彦（大阪・大阪ベテラン会）
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─1

岡戸春吉（愛知・三菱重工岩塚）
中山和英（徳島・東邦レーヨンKK）2─0

北田万次郎（岩手・都南体協）
▼準決勝
追川	 10、14	 渡辺
中山	 14、13	 内田
▼決勝
追川辰夫	 13、17	 中山和英

□女子フォーティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・アストールクラブ）2─0

三井弓子（東京・東京YMCA）
北山紀子（兵庫・北区民センター）2─0

大坂（大阪・大阪ベテラン会）
内田博子（福岡・博多ベテラン会）2─0

土浦多恵子（東京・武蔵野クラブ）
神保和子（埼玉・NKC）2─0

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）
▼準決勝
池田	 11、11	 北山
内田	 14、20	 神保
▼決勝
池田章子	 10、10	 内田博子

□男子フィフティ
▼準々決勝
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄千葉）2─1

桑城晋一（兵庫・北区民センター）
森操（愛知・日本碍子）2─1

田中五郎（東京・ベテランクラブ）
安藤安吉（東京・東星会）2─1

小泉治人（東京・ノースクラブ）
辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）2─0

秋山新次（宮城・仙台荒町体協）
▼準決勝
矢島	 9、16	 森
辻田	 12、13	 安藤
▼決勝
辻田陽二郎	 -13、9、20	 矢島儀蔵

□男子シックスティ
▼準々決勝
須田重三郎（群馬・桐栄会）2─0

角友市（長崎・シルバークラブ）
鈴木敬美（東京・皐月会）2─1

沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）
横沢才吉（岩手・卓友会）2─0

鈴木秀男（神奈川・個人）
乾博（大阪・大阪ベテラン会）2─0

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
▼準決勝
鈴木	 -18、15、10	 須田
横沢	 16、8	 乾

▼決勝
横沢才吉	 12、-17、15	 鈴木敬美

□男子セブンティ
▼準々決勝
住野直春（東京・ベテランクラブ）2─0

宮野只夫（長崎・はまゆうクラブ）
川上正（大阪・大阪ベテラン会）2─0

佐竹史郎（京都・京都ベテラン会）
福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）2─1

国広末夫（福岡・フジタクシー）
野上令介（東京・蝶友クラブ）2─0

今中安直（神奈川・横浜ベテラン会）
▼準決勝
川上	 15、18	 住野
野上	 20、13	 福島
▼決勝
川上正	 15、-14、14	 野上令介

第16回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和57年9月10～12日、於：横須賀市総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
石黒一行（兵庫・二葉クラブ）2─0

駒木根保良（東京・代々木クラブ）
村上力（宮城・桔梗クラブ）2─0

三田村則明（東京・卓楓会）
宮崎明道（大阪・清友クラブ）2─1

梶ヶ山繁（和歌山・住金和歌山）
道広正（岡山・青卓会）2─1

柴田正道（三重・本田技研）
▼準決勝
村上	 23、21	 石黒
宮崎	 16、12	 道広
▼決勝
村上力	 15、18	 宮崎明道

□女子サーティ
▼準々決勝
藤本道子（東京・若鷺クラブ）2─1

西尾君代（兵庫・姫路クラブ）
伊藤恵美子（福島・成蹊クラブ）2─1

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）
安部光子（兵庫・兵庫卓研）2─0

水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）
河原伸子（東京・神馬クラブ）2─0

玉木志代子（福島・芳卓会）
▼準決勝
藤本	 11、17	 伊藤
安部	 20、13	 河原
▼決勝
安部光子	 14、11	 藤本道子

□男子フォーティ
▼準々決勝
岡戸春吉（愛知・三菱岩塚）2─1

追川辰夫（東京・ノースクラブ）
和田紘一（神奈川・藤沢市役所）2─0

北田万次郎（岩手・都南体協）
坂本昇（茨城・日立多賀）2─0

本告昭宣（大阪・日タク）
荻原正喜（群馬・東電群馬）2─1

赤池貞臣（宮城・日立電子）
▼準決勝
岡戸	 12、18	 和田
萩原	 13、21	 坂本
▼決勝
荻原正喜	 -19、10、14	 岡戸春吉
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□女子フォーティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・アストールクラブ）2─0

大森怜子（福岡・平和台クラブ）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）2─0

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）
大掛順代（東京・イーグルス）2─0

土浦多恵子（東京・武蔵野クラブ）
前田美智子（兵庫・神戸卓友会）2─0

内田博子（福岡・博多ベテラン会）
▼準決勝
池田	 15、11	 土佐
大掛	 14、11	 前田
▼決勝
池田章子	 6、15	 大掛順代

□男子フィフティ
▼準々決勝
辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）2─0

浜田博章（兵庫・兵庫ベテラン会）
道上進（東京・東星会）2─1

守護克博（京都・京都貯金局）
平山繁（東京・中野クラブ）2─1

濱惣六（長野・信和商会）
藤本昭義（愛知・愛知県庁）2─0

望月進（静岡・静岡卓球クラブ）
▼準決勝
辻田	 -15、18、17	 道上
藤本	 17、17	 平山
▼決勝
藤本昭義	 10、-16、15	 辻田陽二郎

□男子シックスティ
▼準々決勝
横沢才吉（岩手・盛岡卓友会）2─0

松本武男（兵庫・兵庫ベテラン会）
須田重三郎（群馬・桐栄会）2─1

沢崎隆義（大阪・ベテラン会）
中村慶雄（東京・皐月会）2─0

桑原嘉夫（兵庫・兵庫ベテラン会）
小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
▼準決勝
横沢	 11、13	 須田
中村	 17、14	 小川
▼決勝
横沢才吉	 15、-9、17	 中村慶雄

□男子セブンティ
▼準々決勝
川上正（大阪・大阪ベテラン会）2─1

今中安直（神奈川・横浜ベテラン会）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）2─0

長嶋利夫（大阪・ベテラン会）
中川澄（東京・ベテランクラブ）2─0

宮野只夫（長崎・はまゆうクラブ）
河合勤（大阪・ベテラン会）2─0

奥沢武（東京・皐月会）
▼準決勝
中村	 15、10	 川上
中川	 16、9	 河合
▼決勝
中村要蔵	 -13、13、18	 中川澄

第17回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和58年8月19～21日、於：香川県坂出市立体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗クラブ）2─0

筒井正克（大阪・清友クラブ）

大津慶吾（香川・大倉工業）2─0
谷口清春（東京・ベテランクラブ）

加藤敏一（北海道・新日鐵室蘭）2─0
柴田正道（三重・本田技研鈴鹿）

五十嵐一郎（千葉・トーインスポーツ）2─1
宮崎明道（大阪・清友クラブ）

▼準決勝
大津	 -14、17、19	 村上
加藤	 14、-16、17	 五十嵐
▼決勝
加藤敏一	 14、15	 大津慶吾

□女子サーティ
▼準々決勝
安部光子（兵庫・兵庫卓研）2─0

与田俊子（福岡・西日本鉄道）
樫原孝子（兵庫・兵庫卓研）2─0

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）2─0

関知子（神奈川・厚海卓研）
橋村三枝（兵庫・神戸クラブ）2─0

南雲香子（群馬・桐生みどり会）
▼準決勝
安部	 12、8	 樫原
伊藤	 12、10	 橋村
▼決勝
安部光子	 18、18	 伊藤恵美子

□男子フォーティ
▼準々決勝
本告昭宣（大阪・大阪日タク）2─0

渡辺良雄（神奈川・横浜ベテラン会）
大橋紘明（北海道・まるだいスポーツ）2─1

追川辰夫（東京・ノースクラブ）
林靖夫（山口・協和発酵）2─0

沢田秀夫（富山・富山地鉄）
針谷正紀（群馬・藤岡クラブ）2─0

佐藤昭久（東京・三井銀行）
▼準決勝
本告	 14、14	 大橋
針谷	 12、-19、14	 林
▼決勝
針谷正紀	 -17、20、18	 本告昭宣

□女子フォーティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

神保和子（東京・イーグルス）
中富久（大阪・高槻クラブ）2─0

川野明子（東京・大田クラブ）
金栄子（埼玉・親球会）2─0

土佐昭子（神奈川・浜卓会）
多久島玲子（長崎・長崎クラブ）キケン

田坂清子（山口・岩国クラブ）
▼準決勝
池田	 19、15	 中
多久島	 18、17	 金
▼決勝
池田章子	 9、5	 多久島玲子

□男子フィフティ
▼準々決勝
藤本昭義（愛知・愛知県庁）2─0

桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）
濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）2─0

荒木義郎（東京・皐月会）
道上進（東京・東星会）2─1

小泉治人（東京・ノースクラブ）
正野素行（大阪・ツバサ工業）2─0

辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）
▼準決勝
濱	 14、-14、13	 藤本
正野	 12、11	 道上

▼決勝
正野素行	 13、10	 濱惣六

□男子シックスティ
▼準々決勝
横沢才吉（岩手・卓友会）2─1

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
吉本正之（京都・洛友クラブ）2─0

森沢行人（熊本・荒尾）
須田重三郎（群馬・桐栄会）2─0

鈴木敬美（東京・皐月会）
河野巧（広島・東洋工業OB）2─0

相原禧一（大阪・丸紅）
▼準決勝
吉本	 17、-14、14	 横沢
河野	 9、8	 須田
▼決勝
河野巧	 15、10	 吉本正之

□男子セブンティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・皐月会）2─0

宮野只夫（長崎・はまゆうクラブ）
今中安直（神奈川・横浜ベテラン会）2─1

野上令介（東京・蝶友クラブ）
藤枝進治郎（奈良・天理クラブ）2─1

清水重則（山口・山口大OB）
猪股芳三郎（宮城・笹気出版印刷）2─1

中川澄（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
中村	 15、17	 今中
猪股	 6、10	 藤枝
▼決勝
中村要蔵	 12、-15、18	 猪股芳三郎

第18回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和59年9月22～24日、於：富山県総合体育センター

□男子サーティ
▼準々決勝
秋山科素巳（福岡・健勝苑）2─0

駒木根保良（東京・代々木クラブ）
藤原孝志（静岡・日本楽器）2─0

野瀬俊一（福岡・健勝苑）
五十嵐一郎（千葉・三友プラスチック）2─0

柴田正道（三重・本田技研鈴鹿）
八尾正博（福井・若狭奥城クラブ）2─1

大津慶吾（香川・健勝苑）
▼準決勝
秋山	 14、-17、18	 藤原
五十嵐	 -11、15、14	 八尾
▼決勝
秋山科素巳	 13、15	 五十嵐一郎

□女子サーティ
▼準々決勝
高橋邦子（千葉・千代田クラブ）2─1

安部光子（兵庫・兵庫卓研）
橋村三枝（兵庫・尼崎 FTC）2─1

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）
生田目栄子（東京・イーグルス）2─1

後藤幸子（大阪・高槻クラブ）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）2─0

小川由美（神奈川・厚海卓研）
▼準決勝
高橋	 -17、18、8	 橋村
伊藤	 20、-18、16	 生田目
▼決勝
高橋邦子	 -17、8、14	 伊藤恵美子
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□男子フォーティ
▼準々決勝
小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼）2─0

辻出昇（大阪・全逓生野）
渡辺良雄（神奈川・横浜ベテラン会）2─1

追川辰夫（東京・ノースクラブ）
新宮義久（岡山・東京製鉄）2─1

坂田正義（奈良・わかくさクラブ）
田中昇（神奈川・富士小田原）2─0

石井正（兵庫・兵庫県庁）
▼準決勝
渡辺	 9、7	 小浜
新宮	 18、-5、15	 田中
▼決勝
新宮義久	 11、-18、14	 渡辺良雄

□女子フォーティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

大森怜子（福岡・平和台クラブ）
藁田昭代（大阪・大阪市役所）2─0

鵜木栄子（大阪・ABC）
大久保里子（香川・花園体協）2─0

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
宮島律子（愛知・知立クラブ）2─1

土浦多恵子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
池田	 8、8	 藁田
宮島	 21、14	 大久保
▼決勝
池田章子	 12、10	 宮島律子

□男子フィフティ
▼準々決勝
正野素行（大阪・ツバサ工業）2─1

小泉治人（東京・ノースクラブ）
藤本昭義（愛知・愛知県庁）2─1

宍戸信夫（東京・卓千風会）
道上進（東京・東星会）2─0

守護克博（京都・京都貯金）
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）2─1

濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）
▼準決勝
正野	 -14、17、14	 藤本
桑城	 10、14	 道上
▼決勝
桑城晋一	 15、-14、11	 正野素行

□男子シックスティ
▼準々決勝
河野巧（広島・マツダOB）2─0

沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）
横沢才吉（岩手・卓友会）2─1

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
須田重三郎（群馬・桐栄会）2─0

塚本尚太郎（愛知・ささしま会）
中村慶雄（東京・皐月会）2─1

吉木正之（京都・洛友クラブ）
▼準決勝
河野	 13、17	 横沢
中村	 8、-19、18	 須田
▼決勝
中村慶雄	 -20、18、18	 河野巧

□男子セブンティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・皐月会）2─0

小松元春（東京・八坂卓研）
中川澄（東京・ベテランクラブ）2─0

藤枝進治郎（奈良・天理クラブ）
古田安道（福岡・大牟田市卓協）2─0

木村正七（青森・黒石市卓球協会）
猪股芳三郎（宮城・笹気出版印刷）2─1

乾博（大阪・大阪ベテラン会）

▼準決勝
中村	 11、10	 中川
古田	 17、18	 猪股
▼決勝
中村要蔵	 13、13	 古田安道

第19回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和60年9月14～16日、於：帯広市総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
秋山科素巳（大阪・健勝苑）2─0

柴田正道（三重・本田技研鈴鹿）
柳原正明（北海道・G4クラブ）2─0

木村郁夫（静岡・日本楽器）
藤原孝志（静岡・日本楽器）2─1

金山風植（兵庫・二葉クラブ）
政本尚（大阪・清友クラブ）2─0

安田出雲彦（静岡・日本楽器）
▼準決勝
柳原	 9、14	 秋山
政本	 -14、7、10	 藤原
▼決勝
政本尚	 9、13	 柳原正明

□女子サーティ
▼準々決勝
高橋邦子（岡山・山陽クラブ）2─0

中山幸子（東京・代々木クラブ）
安部光子（兵庫・兵庫卓研）2─0

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）
小川由美（神奈川・厚木家庭婦人）2─0

植松啓子（大阪・星野クラブ）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）2─0

中谷秀子（和歌山・海南卓球クラブ）
▼準決勝
安部	 16、10	 高橋
伊藤	 7、13	 小川
▼決勝
安部光子	 11、14	 伊藤恵美子

□男子フォーティ
▼準々決勝
奥田昭和（東京・旺文社）2─1

新宮義久（岡山・東京製鉄）
渡辺昴夫（東京・久留米高教）2─0

追川辰夫（東京・ノースクラブ）
坂田正義（奈良・わかくさクラブ）2─0

小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼所）
渡辺良雄（神奈川・横浜ベテラン会）2─0

松尾三明（愛知・名卓クラブ）
▼準決勝
渡辺昴	 16、11	 奥田
坂田	 11、16	 渡辺良
▼決勝
坂田正義	 18、-17、18	 渡辺昴夫

□女子フォーティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

水野洋子（富山・富山ベテラン会）
近沢明美（千葉・翠輝会）2─0

金栄子（埼玉・親球会）
藁田照代（大阪・大阪市役所）2─0

小川典子（兵庫・芦屋ひまわり）
中富久（大阪・高槻クラブ）2─0

高田徳子（東京・千代田クラブ）
▼準決勝
池田	 9、17	 近沢
藁田	 13、15	 中
▼決勝
藁田照代	 -17、14、21	 池田章子

□男子フィフティ
▼準々決勝
沢田秀夫（富山・富山地方鉄道）2─1

正野素行（大阪・ダイハツディーゼル）
平山繁（東京・中野クラブ）2─1

宍戸信夫（東京・卓楓会）
木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0

小玉定雄（茨城・SK会）
月崎昇（宮城・仙台東市民センター）2─1

藤本昭義（愛知・愛知県庁）
▼準決勝
平山	 16、19	 沢田
月崎	 -9、19、16	 木村
▼決勝
月崎昇	 10、-10、19	 平山繁

□女子フィフティ
▼準々決勝
仲塚美恵子（兵庫・神戸卓球会）2─0

松山美真子（東京・ひよこクラブ）
犬塚郁子（福岡・コスモス）2─0

大津ヤス子（愛知・富士クラブ）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）2─0

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）
多久島玲子（長崎・長崎クラブ）2─0

黒川初子（東京・練馬クラブ）
▼準決勝
仲塚	 16、15	 犬塚
大塚	 15、11	 多久島
▼決勝
仲塚美恵子	 11、16	 大塚徳子

□男子シックスティ
▼準々決勝
中村慶雄（東京・皐月会）2─0

三沢洋（茨城・卓親会）
横沢才吉（岩手・盛岡卓友会）2─0

桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）
波部正三（大阪・大阪ベテラン会）2─0

出崎金蔵（東京・皐月会）
河野巧（広島・マツダOB）2─0

吉木正之（京都・洛友クラブ）
▼準決勝
横沢	 18、-15、18	 中村
波部	 13、-10、17	 河野
▼決勝
横沢才吉	 15、20	 波部正三

□男子セブンティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・皐月会）2─0

住野直春（東京・ベテランクラブ）
木村正七（青森・黒石卓協）2─0

奥沢武（東京・皐月会）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）2─0

野村堯（東京・サンフレンド）
猪股芳三郎（宮城・宮城サンフレンド）2─0

野上令介（東京・蝶友クラブ）
▼準決勝
木村	 12、10	 中村
鳴海	 10、15	 猪股
▼決勝
鳴海誠二	 7、16	 木村正七

第20回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和61年9月13～15日、於：北九州市立総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
生田一義（熊本・寿屋）2─0

楠森正美（福岡・ニッタククラブ）
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秋山科素巳（大阪・清友クラブ健勝苑）2─1
佐野秀雄（神奈川・中原クラブ）

平松秀敏（福岡・コスモス）2─0
白川泰徳（大阪・大阪市役所）

柳原正明（北海道・G4クラブ）2─0
筒井正克（大阪・清友クラブ健勝苑）

▼準決勝
生田	 19、-17、21	 秋山
柳原	 19、17	 平松
▼決勝
柳原正明	 -12、12、9	 生田一義

□女子サーティ
▼準々決勝
中谷秀子（和歌山・海南卓球クラブ）2─0

安部光子（兵庫・兵庫卓研）
村上美枝子（宮城・桔梗クラブ）2─0

持田恵子（愛知・弥生クラブ）
高橋邦子（岡山・山陽クラブ）2─0

高橋とわ子（埼玉・上尾 TRC）
橋村三枝（兵庫・阪神 FTC）2─0

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）
▼準決勝
村上	 13、15	 中谷
橋村	 15、-16、14	 高橋
▼決勝
橋村三枝	 17、11	 村上美枝子

□男子フォーティ
▼準々決勝
富岡成一（東京・西東京クラブ）2─1

横山貞継（福岡・小郡クラブ）
奥田昭和（東京・旺文社）2─0

吉武龍馬（福岡・博多ベテラン会）
渡辺良雄（神奈川・横浜ベテラン会）2─1

中村提見（東京・太陽信用金庫）
中野輝二（大阪・明星金属）2─0

和田紘一（神奈川・藤沢市役所）
▼準決勝
富岡	 12、-20、25	 奥田
渡辺	 17、14	 中野
▼決勝
富岡成一	 8、15	 渡辺良雄

□女子フォーティ
▼準々決勝
大西多美子（北海道・すずらん）2─0

藁田昭代（大阪・大阪市役所）
吉村美智恵（福岡・コスモス）2─1

鵜木栄子（大阪・大阪卓球クラブ）
大西八重子（福岡・博多卓友会）2─1

河路悦子（愛知・明誠クラブ）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

小川典子（兵庫・芦屋ひまわり）
▼準決勝
大西多	 15、-23、15	 吉村
大西八	 -19、19、18	 池田
▼決勝
大西多美子	 -13、11、17	 大西八重子

□男子フィフティ
▼準々決勝
岸川秋良（福岡・折尾クラブ）2─1

本木宏昌（兵庫・兵庫ベテラン会）
木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0

藤本昭義（愛知・愛知県庁）
鵜鷹茂（兵庫・兵庫ベテラン会）2─1

濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）
北田万次郎（岩手・都南卓協）2─0

平山繁（東京・中野クラブ）
▼準決勝
木村	 12、20	 岸川
北田	 14、13	 鵜鷹

▼決勝
北田万次郎	 19、-19、15	 木村稔

□女子フィフティ
▼準々決勝
仲塚美恵子（兵庫・神戸卓友会）2─1

浜幸子（長野・岡谷レディス）
多久島玲子（長崎・長崎クラブ）2─0

矢野志のぶ（大阪・高槻クラブ）
藤田昌子（大阪・枚方フレンズ）2─0

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）
横山幸子（兵庫・兵庫ベテラン会）2─1

大森絹子（神奈川・茅ヶ崎卓和クラブ）
▼準決勝
多久島	 13、13	 仲塚
横山	 -15、5、10	 藤田
▼決勝
多久島玲子	 15、15	 横山幸子

□男子シックスティ
▼準々決勝
星政平（宮城・宮城サンフレンド）2─1

小林稔（大阪・阪急卓球）
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）2─1

大塚初男（大阪・大阪ベテラン会）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─0

中村慶雄（東京・皐月会）
森沢行人（熊本・荒尾）2─1

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
桑城	 18、13	 星
辻田	 9、5	 森沢
▼決勝
桑城晋一	 -17、11、16	 辻田陽二郎

□男子セブンティ
▼準々決勝
鳴海誠二（青森・黒石卓協）2─1

古田安道（福岡・大牟田市卓球協会）
矢尾板弘（東京・東星会）2─1

野村堯（東京・サンフレンド）
浜野剛（長崎・千綿小警備員）2─0

田上亀四男（熊本・熊本サンフレンド）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）2─0

安達定雄（東京・皐月会）
▼準決勝
鳴海	 13、12	 矢尾板
多田	 10、18	 浜野
▼決勝
鳴海誠二	 19、-19、10	 多田義憲

第21回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）
昭和62年9月11～13日

於：奈良市中央体育館・奈良市中央第二体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
森春夫（大阪・ハマダ卓球クラブ）2─0

勝英雄（大阪・大経法大職員）
櫻田博敏（滋賀・滋賀相互銀行）2─1

石黒一行（兵庫・二葉クラブ）
金山鳳植（兵庫・二葉クラブ）2─1

政本尚（奈良・耳成高校教員）
秋山科素巳（福岡・博多ベテラン会）2─0

三浦省三（熊本・寿屋）
▼準決勝
森	 16、20	 櫻田
秋山	 -16、12、11	 金山
▼決勝
秋山科素巳	 17、24	 森春夫

□女子サーティ
▼準々決勝
脇村利恵子（大阪・日本生命）2─0

持田恵子（愛知・弥生クラブ）
藤井陽子（奈良・わかくさクラブ）2─1

森恒代（大阪・MFS	）
船ヶ山昌子（愛知・弥生クラブ）2─0

安部光子（兵庫・兵庫卓研）
高橋とわ子（埼玉・上尾 TRC）2─0

今田幹子（大阪・高槻クラブ）
▼準決勝
脇村	 20、11	 藤井
高橋	 14、-20、16	 船ヶ山
▼決勝
高橋とわ子	 16、20	 脇村利恵子

□男子フォーティ
▼準々決勝
遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）2─0

帆足高春（福岡・住友金属小倉）
大屋正彦（福岡・健勝苑）2─0

関山満（群馬・桐栄会）
中村提見（東京・太陽信用金庫）2─0

太田英一（北海道・江別市役所）
渡辺鍈一（福岡・住友金属小倉）2─1

川瀬浩（和歌山・個人）
▼準決勝
大屋	 15、14	 遠山
中村	 12、-17、13	 渡辺
▼決勝
大屋正彦	 -14、12、12	 中村提見

□女子フォーティ
▼準々決勝
北山紀子（兵庫・兵庫卓研）2─1

大西八重子（福岡・南福岡アルファ）
富沢弘子（大阪・ひまわりクラブ）2─0

青井節子（愛知・犬山クラブ）
中富子（大阪・卓星会）2─0

小金丸朋子（北海道・グリーンクラブ）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─1

城戸孝子（滋賀・彦卓会）
▼準決勝
富沢	 14、17	 北山
池田	 16、-17、17	 中
▼決勝
富沢弘子	 19、15	 池田章子

□男子フィフティ
▼準々決勝
北田万次郎（岩手・都南卓協）2─1

小川晋（東京・江古田クラブ）
宍戸信夫（東京・卓楓会）2─1

添田光男（神奈川・横浜ベテラン会）
山田務（福井・福井ベテラン会）2─1

道上進（東京・東星会）
沢田秀夫（富山・富山地鉄）2─0

郷田享（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
北田	 15、-13、16	 宍戸
山田	 16、18	 沢田
▼決勝
北田万次郎	 15、-15、13	 山田務

□女子フィフティ
▼準々決勝
田坂淳子（兵庫・兵庫卓研）2─1

三輪玲子（長崎・長崎ラブオール）
飛沢礼子（東京・フェニックス）2─0

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
大森怜子（福岡・平和台クラブ）2─0

増田ワカ（埼玉・卓栄会）
古茂田正子（東京・飛鳥クラブ）2─1

黒沼茂子（神奈川・浜卓会）
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▼準決勝
田坂	 9、8	 飛沢
古茂田	 11、15	 大森
▼決勝
田坂淳子	 13、18	 古茂田正子

□男子シックスティ
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）2─0

田中忠（広島・広島ベテラン会）
笹原仁視（岡山・岡山ベテラン会）2─1

一瀬真男（山梨・東卓クラブ）
矢島儀蔵（千葉・個人）2─1

河野巧（広島・マツダOB）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─1

小林稔（大阪・阪急卓球センター）
▼準決勝
桑城	 16、16	 笹原
矢島	 20、13	 辻田
▼決勝
桑城晋一	 12、-16、18	 矢島儀蔵

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─0

大穂すみ江（福岡・長尾クラブ）
高尾八重子（徳島・むらさきクラブ）2─0

佐藤かね子（東京・芙蓉）
錦見ふみ子（愛知・みなと卓友）2─0

伊藤梅子（福岡・レインボークラブ）
大沼かおる（宮城・レジャーセンター同好会）2─0

佐々木君枝（広島・郵政クラブ）
▼準決勝
田坂	 10、10	 高尾
大沼	 16、19	 錦見
▼決勝
田坂清子	 13、9	 大沼かおる

□男子セブンティ
▼準々決勝
鳴海誠二（青森・黒石卓協）2─0

中村要蔵（東京・皐月会）
影山光也（宮城・宮城サンフレンド）2─0

矢尾板弘（東京・東星会）
中川勲（東京・皐月会）2─0

江口龍夫（神奈川・横浜ベテラン会）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）2─0

安達定雄（東京・皐月会）
▼準決勝
鳴海	 18、19	 影山
中川	 12、11	 多田
▼決勝
中川勲	 19、13	 鳴海誠二

□女子セブンティ
▼準々決勝
溝口京子（愛知・渡内クラブ）2─0

長谷川花子（新潟・卓好クラブ）
内田雪江（熊本・銀杏クラブ）2─0

山田清子（東京・個人）
諏訪部綾子（島根・松江卓友会）2─0

香川利（東京・個人）
千葉キン子（東京・皐月会）2─1

吉田八重子（香川・丸亀フラワーズ）
▼準決勝
溝口	 13、16	 内田
千葉	 16、-16、18	 諏訪部
▼決勝
溝口京子	 7、5	 千葉キン子

第22回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

昭和63年9月9～11日、於：三重県営総合競技場体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
石黒一行（兵庫・二葉クラブ）2─1

斉藤斉（静岡・静岡信用金庫）
杜功楷（東京・ITS）2─0

桜田博敏（滋賀・滋賀相互銀行）
竹田和晃（大阪・住金大阪）2─0

三田村則明（東京・卓楓会）
政本尚（奈良・王寺高職員）2─0

森春夫（大阪・ハマダ卓球）
▼準決勝
杜	 16、-6、18	 石黒
政本	 18、15	 竹田
▼決勝
政本尚	 -19、20、17	 杜功楷

□女子サーティ
▼準々決勝
高橋とわ子（埼玉・上尾 TRC）2─1

土岡八千代（東京・ジョイフェロー）
安部光子（兵庫・兵庫卓研）2─0

玉崎真理子（福井・竹内卓研）
持田恵子（愛知・弥生クラブ）2─1

森恒代（大阪・MFS）
藤井陽子（奈良・わかくさクラブ）2─0

村上美枝子（宮城・桔梗クラブ）
▼準決勝
高橋	 -5、14、19	 安部
持田	 13、12	 藤井
▼決勝
高橋とわ子	 27、18	 持田恵子

□男子フォーティ
▼準々決勝
大屋正彦（福岡・健勝苑）2─1

勝英雄（大阪・大経法大教員）
大津慶吾（香川・健勝苑）2─0

鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）
富岡成一（東京・西東京クラブ）2─1

帆足高春（福岡・住金小倉）
五十嵐一郎（千葉・コスモスポーツクラブ）2─0

松原暁美（愛知・日本碍子）
▼準決勝
大津	 -12、19、10	 大屋
五十嵐	 -22、15、17	 富岡
▼決勝
大津慶吾	 15、19	 五十嵐一郎

□女子フォーティ
▼準々決勝
富沢弘子（大阪・ひまわりクラブ）2─1

浜田キエ（愛知・卓伸会）
中富久（大阪・卓星会）2─1

太田裕子（東京・つばさクラブ）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）2─0

小金丸明子（北海道・キャッスル）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

青井節子（愛知・犬山クラブ）
▼準決勝
富沢	 9、13	 中
池田	 2、15	 伊藤
▼決勝
池田章子	 -18、14、13	 富沢弘子

□男子フィフティ
▼準々決勝
岸川秋良（福岡・折尾クラブ）2─1

本木宏昌（兵庫・兵庫ベテラン会）

木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0
赤池貞臣（宮城・日立電子）

藤本昭義（愛知・愛知県庁）2─1
濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）

中野輝二（大阪・明星金属）2─1
寺井璣（千葉・コスモスポーツクラブ）

▼準決勝
木村	 11、9	 岸川
中野	 22、-17、15	 藤本
▼決勝
中野輝二	 -20、16、16	 木村稔

□女子フィフティ
▼準々決勝
宮島律子（愛知・知立市卓協）2─0

藤田昌子（大阪・卓星会）
大森怜子（福岡・平和台クラブ）2─0

鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）
伊藤和子（三重・大金製作所）2─0

飛沢礼子（東京・フェニックス）
矢野志のぶ（大阪・高槻クラブ）2─1

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
▼準決勝
宮島	 19、-16、16	 大森
伊藤	 10、13	 矢野
▼決勝
伊藤和子	 4、13	 宮島律子

□男子シックスティ
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）2─0

大塚初男（大阪・大阪ベテラン会）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─1

関川知男（群馬・県立女子大クラブ）
河野巧（広島・マツダOB）2─0

笹原仁視（岡山・岡山ベテラン会）
矢島儀蔵（千葉・個人）2─0

小林稔（大阪・阪急卓球センター）
▼準決勝
辻田	 14、15	 桑城
矢島	 13、23	 河野
▼決勝
辻田陽二郎	 19、-23、20	 矢島儀蔵

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─0

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
佐藤かね子（東京・皐月会）2─0

錦見ふみ子（愛知・みなと卓友会）
山中春江（京都・西京卓研）2─1

佐々木君枝（広島・郵政クラブ）
大穂すみ江（福岡・長尾クラブ）2─0

大沼かほる（宮城・レジャーセンター同好会）
▼準決勝
田坂	 2─0	 佐藤
山中	 2─1	 大穂
▼決勝
田坂清子	 12、15	 山中春江

□男子セブンティ
▼準々決勝
中川勲（東京・皐月会）2─0

堀源明（岡山・岡山ベテラン会）
影山光也（宮城・サンフレンド）2─0

岡保典（兵庫・兵庫ベテラン会）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）2─0

奥沢武（東京・皐月会）
中村欽雄（東京・ベテランクラブ）2─0

関元蔵（群馬・前卓会）
▼準決勝
中川	 19、13	 影山
中村	 18、19	 多田
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▼決勝
中村欽雄	 13、11	 中川勲

□女子セブンティ
▼準々決勝
溝口京子（愛知・東海卓協）2─0

田崎文子（大阪・枚方ベテラン会）
吉田八重子（香川・丸亀フラワーズ）2─0

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
内田雪江（熊本・銀杏クラブ）2─0

山田清子（東京・個人）
長谷川花子（新潟・卓好クラブ）2─0

千葉キン子（東京・皐月会）
▼準決勝
溝口	 2─0	 吉田
内田	 2─1	 長谷川
▼決勝
内田雪江	 -16、18、6	 溝口京子

第23回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

平成元年9月1～3日、於：那覇市民体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・王寺工高職）2─1

林太郎（東京・友卓会）
村上恭和（大阪・守口友球会）2─1

斉藤斉（静岡・静岡信用金庫）
立花信也（静岡・静岡信用金庫）2─1

多田公紀（福岡・小郡クラブ）
白井正典（香川・健勝苑）2─0

高橋芳夫（東京・NTT東京）
▼準決勝
村上	 15、19	 政本
白井	 18、12	 立花
▼決勝
村上恭和	 15、18	 白井正典

□女子サーティ
▼準々決勝
村上美枝子（宮城・桔梗クラブ）2─0

大坪佳美（愛知・サンクラブ）
藤井陽子（奈良・わかくさクラブ）2─0

伊藤恵美子（北海道・釧路支部）
安部光子（兵庫・兵庫卓研）2─0

脇村利恵子（大阪・日本生命）
持田恵子（愛知・弥生クラブ）2─0

荒木久美子（兵庫・西宮卓研）
▼準決勝
村上	 15、14	 藤井
安部	 11、-18、11	 持田
▼決勝
安部光子	 -17、8、12	 村上美枝子

□男子フォーティ
▼準々決勝
中村提見（東京・個人）2─1

大津慶吾（香川・健勝苑）
富岡成一（東京・西東京クラブ）2─1

帆足高春（福岡・住金小倉）
大屋正彦（福岡・健勝苑）2─0

鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）
坂田恵（大分・守口友球会）2─1

奥田昭和（愛知・名卓クラブ）
▼準決勝
中村	 19、11	 富岡
坂田	 14、21	 大屋
▼決勝
中村提見	 18、-19、14	 坂田恵

□女子フォーティ
▼準々決勝
生田目栄子（東京・千代田クラブ）2─1

小野則子（埼玉・鳩山クラブ）
水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）2─0

中桐幸子（兵庫・兵庫卓研）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）2─0

太田裕子（東京・つばさクラブ）
富沢弘子（大阪・ひまわりクラブ）2─0

青井節子（愛知・犬山クラブ）
▼準決勝
生田目	 -20、14、19	 水口
伊藤	 16、8	 富沢
▼決勝
伊藤恵美子	 -10、20、20	 生田目栄子

□男子フィフティ
▼準々決勝
寺井璣（千葉・コスモスポーツクラブ）2─1

中野輝二（大阪・明星金属）
小川晋（東京・江古田クラブ）2─1

藤本博文（兵庫・兵庫ベテラン会）
北田万次郎（岩手・都南村卓協）2─0

藤本昭義（愛知・愛知県庁）
内田鉄山（東京・サンフレンド）2─1

木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
寺井	 -15、15、9	 小川
内田	 15、-21、18	 北田
▼決勝
寺井璣	 11、18	 内田鉄山

□女子フィフティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・大金製作所）2─0

田坂淳子（兵庫・兵庫卓研）
西村美貴子（千葉・八千代レディース）2─1

山田千代子（埼玉・浦和レディース）
土屋慶子（東京・卓美会）2─1

飛沢礼子（東京・フェニックス）
宮島律子（愛知・知立市卓協）2─1

鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
伊藤	 13、7	 西村
宮島	 18、-20、8	 土屋
▼決勝
伊藤和子	 13、8	 宮島律子

□男子シックスティ
▼準々決勝
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─1

永安一郎（愛知・本城クラブOB）
小泉治人（東京・ノースクラブ）2─0

河野巧（広島・マツダOB）
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）2─0

関川知男（群馬・県立女子大クラブ）
矢島儀蔵（千葉・八洲クラブ）2─0

大塚初男（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
辻田	 12、20	 小泉
桑城	 21、18	 矢島
▼決勝
辻田陽二郎	 22、22	 桑城晋一

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─0

香川初江（奈良・河合クラブ）
佐々木君枝（広島・郵政クラブ）2─0

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
佐藤かね子（東京・皐月会）2─0

中塚君子（鹿児島・向卓）
山中春江（京都・西京卓研）2─0

中村静代（新潟・信濃クラブ）

▼準決勝
田坂	 11、6	 佐々木
山中	 -20、17、12	 佐藤
▼決勝
田坂清子	 15、14	 山中春江

□男子セブンティ
▼準々決勝
中村欽雄（東京・ベテランクラブ）2─1

住吉三智（佐賀・佐賀ベテラン会）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）2─0

奥沢武（東京・皐月会）
関元蔵（群馬・前卓会）2─0

久富政治（佐賀・佐賀ベテラン会）
富岡大蔵（東京・皐月会）2─0

影山光也（宮城・サンフレンド）
▼準決勝
中村	 -11、19、16	 鳴海
関	 18、-18、11	 富岡
▼決勝
関元蔵	 18、-18、11	 中村欽雄

□女子セブンティ
▼リーグ戦1回戦
内田雪江（熊本・銀杏クラブ）2─0

溝口京子（愛知・東海支部）
大穂すみえ（福岡・長尾クラブ）2─0

山田清子（東京・皐月会）
▼2回戦
大穂	 2─1	 内田
溝口	 2─0	 山田
▼3回戦
②内田	 2─0	 山田④
①大穂	 2─1	 溝口③

第24回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

平成2年9月14～16日、於：東京体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
塩田晋宏（栃木・卓心会）2─0

本橋道直（神奈川・小田原OYC）
佐野秀雄（神奈川・中原クラブ）2─0

折尾賢一（埼玉・キューポラ）
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）2─0

岡田倫明（福岡・岩田屋）
政本尚（奈良・王寺工高職員）2─0

竹田和晃（大阪・住友金属）
▼準決勝
佐野	 21、-22、18	 塩田
坂本	 19、14	 政本
▼決勝
坂本憲一	 -19、10、8	 佐野秀雄

□女子サーティ
▼準々決勝
小川カスミ（愛知・弥生クラブ）2─1

塚田妙子（長野・富士通須坂）
脇村利恵子（大阪・コスモメイト）2─0

藤井陽子（奈良・わかくさクラブ）
大和屋博子（奈良・わかくさクラブ）2─0

西村律子（千葉・いずみ）
池田由美子（東京・NTT東京）2─0

石田千栄子（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
脇村	 20、18	 小川
池田	 9、18	 大和屋
▼決勝
池田由美子	 -22、18、19	 脇村利恵子
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□男子フォーティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・TSS北海道）2─0

中村提見（東京・個人）
大津慶吾（香川・健勝苑）2─0

奥田昭和（愛知・名卓クラブ）
勝英雄（大阪・大経法大教員）2─0

村上力（宮城・桔梗クラブ）
細谷勉（神奈川・逗子クラブ）2─0

池田彰（神奈川・高倉クラブ）
▼準決勝
大津	 17、18	 柳原
勝	 14、13	 細谷
▼決勝
大津慶吾	 -17、19、11	 勝英雄

□女子フォーティ
▼準々決勝
橋村三枝（兵庫・神戸フレンズ）2─1

伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

高田和子（京都・スイトピア）
小野則子（埼玉・鳩山クラブ）2─1

持田恵子（愛知・弥生クラブ）
広井恵子（埼玉・くまたく）2─1

青井節子（愛知・犬山白帝クラブ）
▼準決勝
池田	 9、19	 橋村
小野	 17、19	 広井
▼決勝
池田章子	 12、18	 小野則子

□男子フィフティ
▼準々決勝
笹田昌彦（大阪・幸福銀行）2─0

有本仁志（神奈川・逗子クラブ）
中野輝二（大阪・明星金属）2─0

木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）
濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）2─1

山田務（福井・福井ベテラン会）
北田万次郎（岩手・都南卓協）2─0

沢田秀夫（富山・富山地鉄）
▼準決勝
笹田	 13、-19、14	 中野
北田	 17、15	 濱
▼決勝
笹田昌彦	 20、13	 北田万次郎

□女子フィフティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・大金製作所）2─0

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
飛沢礼子（東京・フェニックス）2─0

中富久（大阪・カーム）
河路悦子（愛知・明誠クラブ）2─0

田坂淳子（兵庫・兵庫卓研）
宮島律子（愛知・知立市卓協）2─0

鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
飛沢	 7、17	 伊藤
河路	 -18、19、16	 宮島
▼決勝
飛沢礼子	 7、16	 河路悦子

□男子シックスティ
▼準々決勝
津田三雄（東京・皐月会）2─1

辻田陽二郎（大阪・ベテラン会）
矢島儀蔵（千葉・八洲クラブ）2─0

河野巧（広島・マツダOB）
小泉治人（東京・ノースクラブ）2─0

森操（愛知・卓研会）
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）2─0

田中忠（広島・広島ベテラン会）

▼準決勝
津田	 10、24	 矢島
桑城	 12、18	 小泉
▼決勝
津田三雄	 16、15	 桑城晋一

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─1

中塚君子（鹿児島・向卓）
細田裕子（広島・KTクラブ）2─1

佐藤かね子（東京・皐月会）
松田きみ子（愛知・豊橋愛豊クラブ）2─1

谷川いく子（兵庫・兵庫卓研）
山中春江（京都・西京卓研）2─0

磯田和子（福岡・川田卓球クラブ）
▼準決勝
田坂	 19、11	 細田
山中	 -19、9、15	 松田
▼決勝
田坂清子	 18、12	 山中春江

□男子セブンティ
▼準々決勝
鈴木敬美（東京・皐月会）2─0

安達定雄（東京・皐月会）
中川勲（東京・皐月会）2─0

住吉三智（佐賀・佐賀ベテラン会）
小田島俊二（新潟・糸魚川クラブ）2─0

深野紹新（東京・皐月会）
中村欽雄（東京・ベテランクラブ）2─0

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
▼準決勝
中川	 14、20	 鈴木
中村	 21、16	 小田島
▼決勝
中村欽雄	 14、17	 中川勲

□女子セブンティ
▼準々決勝
反町浩子（東京・ひよこクラブ）キケン

大穂すみえ（福岡・長尾クラブ）
馬場澄子（神奈川・個人）2─1

今井昌子（兵庫・舞子クラブ）
溝口京子（愛知・東海支部）2─0

吉田八重子（香川・フラワーズ）
内田雪江（熊本・銀杏クラブ）2─0

山路冨久子（神奈川・横浜ベテラン会）
▼準決勝
馬場	 19、17	 反町
内田	 8、15	 溝口
▼決勝
内田雪江	 15、11	 馬場澄子

第25回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）
平成3年8月27～29日

於：松山市総合コミュニティーセンター体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）勝─負

栗原万実（福岡・岩田屋）
塩田晋宏（栃木・卓心会）勝─負

白井正典（香川・健勝苑）
政本尚（奈良・王寺工高職員）勝─負

本橋道直（神奈川・小田原OYC）
岡野淳一（千葉・市川市役所）勝─負

松井省三（熊本・寿屋）
▼準決勝
坂本	 14、17	 塩田
政本	 18、11	 岡野

▼決勝
坂本憲一	 18、14	 政本尚

□女子サーティ
▼準々決勝
池田由美子（埼玉・教職員クラブ）勝─負

前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
和田温子（岐阜・富卓会）勝─負

笠原恵子（大阪・松下電器）
矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）勝─負

大和屋博子（奈良・わかくさクラブ）
脇村利恵子（大阪・コスモメイト）勝─負

石田千栄子（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
和田	 17、12	 池田
脇村	 12、10	 矢澤
▼決勝
脇村利恵子	 15、9	 和田温子

□男子フォーティ
▼準々決勝
筒井正克（大阪・清友クラブ）勝─負

大津慶吾（香川・健勝苑）
細谷勉（神奈川・逗子クラブ）勝─負

外川博司（兵庫・関西電力神戸）
三田村則明（東京・卓楓会）勝─負

大屋正彦（愛媛・健勝苑）
勝英雄（大阪・大経法大教員）勝─負

天野高広（愛知・蒲郡信用金庫）
▼準決勝
筒井	 18、11	 細谷
勝	 -18、17、16	 三田村
▼決勝
勝英雄	 17、13	 筒井正克

□女子フォーティ
▼準々決勝
生田目栄子（東京・千代田クラブ）勝─負

小野則子（埼玉・鳩山クラブ）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）勝─負

持田恵子（愛知・弥生クラブ）
中桐幸子（兵庫・兵庫卓研）勝─負

広井恵子（埼玉・くまたく）
橋村三枝（兵庫・神戸フレンズ）勝─負

大槻富美子（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
伊藤	 10、14	 生田目
橋村	 16、15	 中桐
▼決勝
橋村三枝	 18、20	 伊藤恵美子

□男子フィフティ
▼準々決勝
笹田昌彦（大阪・幸福銀行）勝─負

赤池貞臣（茨城・日立電子）
渡辺鍈一（福岡・住友金属小倉）勝─負

萩原正喜（群馬・東京電力）
大村光保（兵庫・兵庫ベテラン会）勝─負

中野輝二（大阪・明星金属）
小川晋（東京・江古田クラブ）勝─負

木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
笹田	 -17、11、13	 渡辺
小川	 11、14	 大村
▼決勝
笹田昌彦	 17、-10、13	 小川晋

□女子フィフティ
▼準々決勝
飛沢礼子（東京・フェニックス）勝─負

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
池田章子（大阪・星野クラブ）勝─負

山田千代子（埼玉・浦和レディース）
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伊藤和子（三重・大金製作所）勝─負
土屋慶子（東京・卓美会）

千葉栄子（東京・芙蓉）勝─負
鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）

▼準決勝
池田	 16、6	 飛沢
伊藤	 13、13	 千葉
▼決勝
池田章子	 -21、14、13	 伊藤和子

□男子シックスティ
▼準々決勝
津田三雄（大阪・大阪ベテラン会）勝─負

宮内清隆（愛媛・川之江卓研）
山根将美（大阪・大阪ベテラン会）勝─負

吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）勝─負

矢島儀蔵（千葉・八洲クラブ）
関川知男（群馬・県立女子大）勝─負

桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）
▼準決勝
津田	 20、-11、16	 山根
辻田	 18、-19、18	 関川
▼決勝
津田三雄	 12、22	 辻田陽二郎

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）勝─負

岩田初美（東京・練馬クラブ）
佐藤かね子（東京・皐月会）勝─負

服部修子（三重・友和会）
中塚君子（鹿児島・向卓）勝─負

香川初江（奈良・河合クラブ）
武田キヨ（東京・卓令）勝─負

大槻昭子（東京・北葉会）
▼準決勝
田坂	 -18、20、17	 佐藤
中塚	 14、16	 武田
▼決勝
田坂清子	 19、17	 中塚君子

□男子セブンティ
▼準々決勝
中村欽雄（東京・錦クラブ）勝─負

出崎金蔵（埼玉・三郷卓連）
住吉三智（佐賀・佐賀ベテラン会）勝─負

森沢行人（熊本・荒尾卓友）
小田島俊二（新潟・糸魚川クラブ）勝─負

須田重三郎（群馬・桐栄会）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）勝─負

鈴木敬美（東京・皐月会）
▼準決勝
中村	 勝─負	 住吉
小田島	 勝─負	 多田
▼決勝
中村欽雄	 9、17	 小田島俊二

□女子セブンティ
▼準々決勝の記録不明
▼準決勝
内田雪江（熊本・銀杏クラブ）勝─負	

吉田八重子（香川・フラワーズ）
溝口京子（愛知・東海支部）勝─負

吉村位子（茨城・大塚卓友会）
▼決勝
内田雪江	 17、17	 溝口京子

第26回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

平成4年9月11～13日、於：北九州市立総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）2─0

松井省三（熊本・寿屋）
李鵬（香川・四国化成）2─1

岡野淳一（千葉・市川市役所）
塩田晋宏（栃木・卓心会）2─1

植松省三（福岡・岩田屋）
園田辰弘（東京・グローリー）2─1

政本尚（奈良・北和女職員）
▼準決勝
坂本	 12、20	 李
塩田	 11、-12、13	 園田
▼決勝
坂本憲一	 14、16	 塩田晋宏

□女子サーティ
▼準々決勝
脇村利恵子（大阪・松下電器）2─0

塚田妙子（長野・富士通須坂）
高木珠江（熊本・タカギ卓球）2─0

池上文子（神奈川・川崎あすなろ）
池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）2─1

笠原恵子（大阪・松下電器）
石田千栄子（福岡・石田卓球クラブ）2─1

和田温子（岐阜・富卓会）
▼準決勝
脇村	 17、17	 高木
池田	 4、13	 石田
▼決勝
池田由美子	 -14、20、14	 脇村利恵子

□男子フォーティ
▼準々決勝
勝英雄（大阪・大経法大教員）勝─負

金武健（沖縄・観光開発公社）
石黒一行（兵庫・二葉クラブ）勝─負

大津慶吾（香川・健勝苑）
三田村則明（東京・卓楓会）勝─負

平松秀敏（福岡・福岡コスモス）
楠森正美（福岡・ニッタク）勝─負

時岡重信（京都・日本精工）
▼準決勝
勝	 23、-17、16	 石黒
楠森	 -16、21、17	 三田村
▼決勝
勝英雄	 19、-17、14	 楠森正美

□女子フォーティ
▼準々決勝
大西八重子（福岡・アルファ）2─1

富沢弘子（大阪・ひまわりクラブ）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）2─0

小野則子（埼玉・鳩山クラブ）
小林寿美子（愛知・西春日井郡支部）2─1

松岡香（福岡・西戸畑クラブ）
生田目栄子（東京・ペガサス）2─0

大槻冨美子（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
伊藤	 16、17	 大西
生田目	 -19、12、21	 小林
▼決勝
伊藤恵美子	 17、13	 生田目栄子

□男子フィフティ
▼準々決勝
笹田昌彦（大阪・幸福銀行）2─0

長島靖（長崎・佐世保卓研）

赤池貞臣（宮城・日立電子）2─0
正野素行（大阪・ダイハツディーゼル）

本告昭宣（大阪・守口友球会）2─1
木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）

小川晋（東京・江古田クラブ）2─0
中野輝二（大阪・明星金属）

▼準決勝
笹田	 14、-17、13	 赤池
本告	 17、15	 小川
▼決勝
笹田昌彦	 -12、6、18	 本告昭宣

□女子フィフティ
▼準々決勝
東瀬克子（東京・白鳥クラブ）2─0

萬濃昌子（岡山・玉島クラブ）
鵜木栄子（大阪・大阪卓球クラブ）2─0

広井恵子（埼玉・くまたく）
土屋慶子（東京・卓美会）2─0

内田博子（福岡・コスモス）
伊藤和子（三重・大金製作所）2─0

神保和子（東京・イーグルス）
▼準決勝
東瀬	 16、20	 鵜木
伊藤	 13、14	 土屋
▼決勝
伊藤和子	 7、20	 東瀬克子

□男子シックスティ
▼準々決勝
濱惣六（長野・岡谷雷鳥）2─0

津田三雄（大阪・大阪ベテラン会）
藤本昭義（愛知・愛知県庁）2─0

平山繁（東京・中野クラブ）
山田務（福井・福井ベテラン会）2─0

矢島儀蔵（千葉・八洲クラブ）
小泉治人（東京・ノースクラブ）2─0

荒木義郎（東京・皐月会）
▼準決勝
濱	 18、12	 藤本
山田	 -14、17、9	 小泉
▼決勝
山田務	 16、12	 濱惣六

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─1

大楽和子（福岡・石田卓球クラブ）
野田禎子（長崎・紫陽花クラブ）2─1

武田キヨ（東京・卓令）
佐々木君枝（広島・郵政クラブ）2─0

渡辺やす（青森・三沢市卓協クラブ）
山中春江（京都・西京卓研）2─0

岩田初美（東京・練馬クラブ）
▼準決勝
田坂	 -21、14、16	 野田
佐々木	 -11、18、18	 山中
▼決勝
田坂清子	 12、17	 佐々木君枝

□男子セブンティ
▼準々決勝
及川武（岩手・北上卓友会）2─1

中村欽雄（東京・錦クラブ）
出崎金蔵（埼玉・三郷卓連）2─0

森沢行人（熊本・荒尾卓友）
中村慶雄（東京・皐月会）2─0

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
吉木正之（京都・洛友会）2─0

住吉三智（佐賀・SMRTT）
▼準決勝
出崎	 21、-14、17	 及川
中村	 14、-15、15	 吉木
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▼決勝
中村慶雄	 11、17	 出崎金蔵

□女子セブンティ
▼準々決勝
山田ミヤ（東京・皐月会）勝─負

鈴木サチ（千葉・我孫子レディース）
釜野重子（香川・花園体協）勝─負

小松せつ（東京・八坂卓研）
宮川信子（大分・日田卓球クラブ）勝─負

吉田八重子（香川・フラワーズ）
中村静代（新潟・信濃クラブ）勝─負

溝口京子（愛知・東海支部）
▼準決勝
山田	 13、15	 釜野
中村	 10、14	 宮川
▼決勝
中村静代	 13、12	 山田ミヤ

第27回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

平成5年9月17～19日、於：岐阜メモリアルセンター

□男子サーティ
▼準々決勝
坂本憲一（福島・いわき卓球）勝─負

伍錦星（東京・仲川クラブ）
清水拡嗣（香川・四国化成）勝─負

栗原万実（福岡・岩田屋）
李鵬（香川・四国化成）勝─負

上松省三（福岡・岩田屋）
徐向東（東京・サンリツ）勝─負

佐野秀雄（神奈川・青嵐クラブ）
▼準決勝
坂本	 14、16	 清水
徐	 14、13	 李
▼決勝
坂本憲一	 19、6	 徐向東

□女子サーティ
▼準々決勝
井ノ口博子（千葉・柏クラブ）勝─負

池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）
和田温子（岐阜・富卓会）勝─負

高木珠江（熊本・タカギ卓球）
石田千栄子（福岡・石田卓球クラブ）勝─負

藤井陽子（奈良・わかくさクラブ）
脇村利恵子（大阪・松下電器）勝─負

日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）
▼準決勝
和田	 9、14	 井ノ口
脇村	 12、12	 石田
▼決勝
和田温子	 14、21	 脇村利恵子

□男子フォーティ
▼準々決勝
平松秀敏（福岡・福岡コスモス）勝─負

五十嵐一郎（千葉・コスモスポーツクラブ）
三田村則明（東京・卓楓会）勝─負

柳原正明（北海道・G4クラブ）
政本尚（奈良・北和女高職）勝─負

吉田雄三（高知・吉田スポーツ）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）勝─負

楠森正美（福岡・ニッタク）
▼準決勝
平松	 21、-20、19	 三田村
政本	 10、22	 村上
▼決勝
政本尚	 14、18	 平松秀敏

□女子フォーティ
▼準々決勝
生田目栄子（東京・ペガサス）勝─負

池田義枝（大阪・星野クラブ）
船ヶ山昌子（愛知・弥生クラブ）勝─負

谷村美智子（神奈川・浜卓会）
工藤あや子（秋田・秋田卓球会館クラブ）勝─負

嘉藤文代（大阪・吹田レディース）
帝邸由美（東京・ファイナル）勝─負

小林寿美子（愛知・西春日井郡支部）
▼準決勝
生田目	 12、16	 船ヶ山
工藤	 10、11	 帝邸
▼決勝
生田目栄子	 16、-20、20	 工藤あや子

□男子フィフティ
▼準々決勝
嶋田俊（大阪・大阪ベテラン会）勝─負

笹田昌彦（大阪・幸福銀行）
小川晋（東京・卓翠会）勝─負

長島靖（長野・佐世保卓研）
渡辺鍈一（福岡・小倉興産）勝─負

竹原稔雅（岡山・倉敷化工）
佐藤至宏（千葉・稗田クラブ）勝─負

小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼加古川）
▼準決勝
小川	 20、17	 嶋田
渡辺	 13、-15、15	 佐藤
▼決勝
渡辺鍈一	 -14、9、15	 小川晋

□女子フィフティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・大金製作所）勝─負

高田絹江（大阪・泉北卓友会）
池田章子（大阪・星野クラブ）勝─負

土屋慶子（東京・卓美会）
神保和子（東京・イーグルス）勝─負

柴田紀子（東京・木蓮）
東瀬克子（東京・白鴎クラブ）勝─負

内田博子（福岡・福岡コスモス）
▼準決勝
池田	 -19、20、11	 伊藤
東瀬	 14、-16、12	 神保
▼決勝
東瀬克子	 16、19	 池田章子

□男子シックスティ
▼準々決勝
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）勝─負

山田務（福井・福井ベテラン会）
月崎昇（宮城・宮城野クラブ）勝─負

藤本昭義（愛知・愛知県庁）
菅沼萬之助（東京・日本無線）勝─負

田中進（神奈川・中原クラブ）
濱惣六（長野・雷鳥クラブ）勝─負

矢島儀蔵（東京・太陽クラブ）
▼準決勝
月崎	 15、-19、14	 正野
濱	 20、-21、11	 菅沼
▼決勝
月崎昇	 19、21	 濱惣六

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）勝─負

宮川禮子（東京・卓令）
金子郁子（愛知・豊橋卓協）勝─負

原寿美子（東京・暁クラブ）
崔花子（東京・練馬茜クラブ）勝─負

山中春江（京都・西京卓研）
武田キヨ（東京・卓令）勝─負

黒川初子（東京・オーロラ）

▼準決勝
金子	 17、-25、19	 田坂
崔	 13、17	 武田
▼決勝
崔花子	 11、20	 金子郁子

□男子セブンティ
▼準々決勝
小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）勝─負

中村慶雄（東京・皐月会）
河野巧（広島・マツダOB）勝─負

奥沢武（東京・皐月会）
吉木正之（京都・洛友クラブ）勝─負

塚本尚太郎（愛知・ささしま会）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）勝─負

鈴木敬美（東京・皐月会）
河野	 7、-20、12	 小川
吉木	 12、8	 多田
▼決勝
吉木正之	 19、17	 河野巧

□女子セブンティ
▼準々決勝
中村静代（新潟・信濃クラブ）勝─負

吉田八重子（香川・フラワーズ）
吉村位子（茨城・大塚卓友）勝─負

宮川信子（大分・日田クラブ）
松重ナミ（山口・岩国東同好会）勝─負

釜野重子（香川・花園体協）
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）勝─負

山田ミヤ（東京・皐月会）
▼準決勝
中村	 7、9	 吉村
橋本	 4、14	 松重
▼決勝
橋本紀美子	 11、-20、13	 中村静代

第28回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

平成6年9月23～25日、於：秋田市立体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
坂本憲一（福島・いわき卓球）2─0

山田昭仁（静岡・静岡信用金庫）
岡野淳一（千葉・市川市役所）2─1

伊藤則和（秋田・由利高校教員）
清水拡嗣（東京・東京アートパッケージ）2─0

栗原万実（福岡・岩田屋）
徐向東（東京・サンリツ）2─0

塩田晋宏（栃木・卓心会）
▼準決勝
坂本	 6、14	 岡野
徐	 14、18	 清水
▼決勝
徐向東	 -10、18、18	 坂本憲一

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）2─0

大嶋由美（大阪・ひまわり）
近藤絵美子（京都・健勝苑）2─0

池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）
井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）2─0

高木珠江（熊本・タカギ卓球）
脇村利恵子（大阪・寝屋川クラブ）2─0

前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
▼準決勝
近藤	 10、-19、19	 和田
脇村	 15、9	 井ノ口
▼決勝
近藤絵美子	 11、-17、12	 脇村利恵子
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□男子フォーティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・北和女子高校職員）2─0

細田晋二（愛媛・健勝苑）
楠森正美（福岡・ニッタク）2─1

三田村則明（東京・卓楓会）
梶ヶ山繁（和歌山・住金和歌山）2─1

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）
平松秀敏（福岡・福岡コスモス）2─0

柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）
▼準決勝
政本	 17、15	 楠森
平松	 17、-19、16	 梶ヶ山
▼決勝
平松秀敏	 19、8	 政本尚

□女子フォーティ
▼準々決勝
小林正子（茨城・岩間クラブ）2─1

生田目栄子（東京・ペガサス）
高橋邦子（岡山・山陽クラブ）2─1

嘉藤文代（大阪・吹田レディース）
池田義枝（大阪・星野クラブ）2─0

大西多美江（北海道・札幌すずらん）
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）2─0

水村多起子（千葉・船橋クラブ）
▼準決勝
小林	 16、15	 高橋
日下部	 7、-19、16	 池田
▼決勝
日下部鈴子	 -15、15、14	 小林正子

□男子フィフティ
▼準々決勝
新宮義久（岡山・東京製鉄水島）2─0

宇佐美一雄（秋田・秋田銀行）
嶋田俊（大阪・大阪ベテラン会）2─1

小浜豊喜（兵庫・神戸製鉄加古川）
笹田昌彦（大阪・幸福銀行）2─1

木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）
中野輝二（大阪・明星金属）2─1

小川晋（東京・卓翠会）
▼準決勝
新宮	 13、10	 嶋田
中野	 18、-13、12	 笹田
▼決勝
新宮義久	 17、-4、7	 中野輝二

□女子フィフティ
▼準々決勝
東瀬克子（東京・白鴎クラブ）2─0

西口祥子（愛知・豊川支所）
伊藤和子（三重・大金製作所）2─0

新井由美子（兵庫・西宮卓友会）
神保和子（東京・イーグルス）2─0

内田博子（福岡・福岡コスモス）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
▼準決勝
伊藤	 14、-13、16	 東瀬
池田	 15、16	 神保
▼決勝
伊藤和子	 -17、16、19	 池田章子

□男子シックスティ
▼準々決勝
月崎昇（宮城・宮城野クラブ）2─0

小池敏雄（東京・卓楓会）
石川学（大阪・大阪ベテラン会）2─0

松村正和（岡山・ひまわりクラブ）
岸川秋良（福岡・折尾クラブ）2─0

藤本博文（兵庫・兵庫ベテラン会）
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）2─0

関川知男（群馬・県立女子大学）

▼準決勝
月崎	 15、19	 石川
正野	 -15、17、19	 岸川
▼決勝
正野素行	 19、-24、22	 月崎昇

□女子シックスティ
▼準々決勝
崔花子（東京・練馬茜クラブ）2─0

鯨井かね子（東京・皐月会）
宮川礼子（東京・卓令）2─1

前川キミ子（埼玉・熊谷卓連）
三輪玲子（長崎・長崎クラブ）2─0

倉田光子（大阪・星野クラブ）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）2─0

大和桂子（北海道・札幌グリーン）
▼準決勝
崔	 -23、17、22	 宮川
土佐	 15、14	 三輪
▼決勝
崔花子	 20、19	 土佐昭子

□男子セブンティ
▼準々決勝
吉木正之（京都・洛友クラブ）2─1

古山栄助（福島・福島サンクラブ）
鈴木敬美（東京・皐月会）2─1

小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）
横山定一（神奈川・横浜ベテラン会）2─1

西村聡（兵庫・兵庫ベテラン会）
河野巧（広島・マツダOB）2─0

中村慶雄（東京・皐月会）
▼準決勝
吉木	 16、6	 鈴木
河野	 10、10	 横山
▼決勝
河野巧	 7、14	 吉木正之

□女子セブンティ
▼準々決勝
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0

池野紀美子（北海道・小樽個人）
田坂清子（山口・岩国ベテラン会）2─0

吉村位子（茨城・大塚卓友）
佐藤良子（東京・芙蓉）2─1

山田ミヤ（東京・皐月会）
中村静代（新潟・信濃クラブ）2─0

中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
田坂	 15、15	 橋本
中村	 8、12	 佐藤
▼決勝
田坂清子	 9、-19、10	 中村静代

第29回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

平成7年9月22～24日、於：川崎市とどろきアリーナ

□男子サーティ
▼準々決勝
宇佐見真（愛知・新日鐵名古屋）2─1

長尾達治（京都・京都中央信金）
西村信之（京都・健勝苑）2─0

毛大保（東京・卓楓会）
井野泰弘（福岡・スピンメイト）2─0

山田昭仁（静岡・静岡信用金庫）
坂本憲一（福島・いわき卓球）2─1

栗原万実（福岡・岩田屋）
▼準決勝
西村	 -18、18、9	 宇佐見
坂本	 7、11	 井野
▼決勝
坂本憲一	 19、16	 西村信之

□女子サーティ
▼準々決勝
近藤絵美子（京都・健勝苑）2─0

矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）
髙木和恵子（東京・千代田クラブ）2─0

井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）
和田温子（岐阜・富卓会）2─0

池田孝江（静岡・リコー沼津）
脇村利恵子（大阪・寝屋川クラブ）キケン

池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）
▼準決勝
近藤	 21、19	 髙木和
和田	 14、16	 脇村
▼決勝
近藤絵美子	 17、18	 和田温子

□男子フォーティ
▼準々決勝
平松秀敏（福岡・福岡コスモス）2─0

細田晋二（愛媛・健勝苑）
斉藤斉（静岡・静岡信用金庫）2─0

三田村則明（東京・卓楓会）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）2─0

外賀久雄（和歌山・和歌山第二工業高校）
政本尚（奈良・北和女子高校職員）2─1

柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）
▼準決勝
平松	 15、-8、17	 斉藤
政本	 15、18	 村上
▼決勝
平松秀敏	 16、22	 政本尚

□女子フォーティ
▼準々決勝
持田恵子（大阪・弥生クラブ）2─1

日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）
船ヶ山昌子（愛知・弥生クラブ）2─0

生田目栄子（東京・ペガサス）
吉垣美保（神奈川・浜卓会）2─0

池田義枝（大阪・星野クラブ）
小林正子（茨城・双葉台クラブ）2─0

谷村美知子（神奈川・浜卓会）
▼準決勝
船ヶ山	 -12、20、20	 持田
小林	 -20、18、17	 吉垣
▼決勝
船ヶ山昌子	 21、11	 小林正子

□男子フィフティ
▼準々決勝
蓑毛宏一（熊本・アスユークラブ）2─1

安部實（兵庫・兵庫ベテラン会）
西飯徳康（愛知・愛知工業大学職員）2─0

渡辺昴史（東京・代々木クラブ）
嶋田俊（大阪・大阪ベテラン会）2─0

大村光保（兵庫・兵庫ベテラン会）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）2─0

松原暁美（愛知・日本ガイシ）
▼準決勝
蓑毛	 -10、8、22	 西飯
嶋田	 16、-12、17	 鈴木
▼決勝
蓑毛宏一	 19、12	 嶋田俊

□女子フィフティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

大倉勝子（東京・卓令）
藤本道子（東京・サザンスターズ）2─0

嘉藤文代（大阪・吹田レディース）
高田和子（京都・紫クラブ）2─0

西口祥子（愛知・豊川支所）
開田貞子（岩手・滝沢コスモス）2─0

東瀬克子（東京・白鴎クラブ）
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▼準決勝
藤本	 17、22	 池田
高田	 13、13	 開田
▼決勝
藤本道子	 -19、13、15	 高田和子

□男子シックスティ
▼準々決勝
藤本博文（兵庫・兵庫ベテラン会）2─1

正野素行（大阪・大阪ベテラン会）
小野塚章司（千葉・VEGAクラブ）2─0

濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）
尾崎哲彦（高知・高知市役所）2─1

河合英一（東京・サンフレンド）
月崎昇（宮城・宮城野クラブ）2─0

森幸男（京都・モリコースポーツ）
▼準決勝
小野塚	 -17、19、14	 藤本
尾崎	 6、9	 月崎
▼決勝
小野塚章司	 15、13	 尾崎哲彦

□女子シックスティ
▼準々決勝
崔花子（東京・練馬茜クラブ）2─0

田辺倫子（愛知・わかくさ）
伊藤和子（三重・エクセディ）2─0

三輪玲子（長崎・長崎クラブ）
仲山悦子（東京・フェニックス）2─0

金子昭子（東京・個人）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）2─1

仲塚美恵子（兵庫・チャレンジャー）
▼準決勝
伊藤	 15、20	 崔
土佐	 20、17	 仲山
▼決勝
伊藤和子	 12、16	 土佐昭子

□男子セブンティ
▼準々決勝
河野巧（広島・マツダOB）2─0

古山栄助（福島・福島サンクラブ）
中村欽雄（東京・錦クラブ）2─0

塚本尚太郎（愛知・ささしま会）
渡部正三（大阪・大阪ベテランクラブ）2─0

横山定一（神奈川・横浜ベテラン会）
吉木正之（大阪・大阪ベテラン会）2─0

森沢行人（熊本・荒尾卓友）
▼準決勝
河野	 9、16	 中村
吉木	 12、-13、13	 渡部
▼決勝
河野巧	 15、10	 吉木正之

□女子セブンティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国ベテラン会）2─0

中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）
佐藤かわ子（東京・皐月会）2─1

佐藤良子（東京・芙蓉）
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0

山田ミヤ（東京・皐月会）
中村静代（新潟・信濃クラブ）2─0

馬場澄子（神奈川・全川崎）
▼準決勝
田坂	 9、17	 佐藤
橋本	 -14、17、12	 中村
▼決勝
田坂清子	 14、10	 橋本紀美子

□男子エイティ
▼準々決勝
奥沢武（東京・皐月会）2─1

後藤篤（北海道・札幌ラブオール）

多田義憲（香川・ML香川）2─0
木村正七（青森・黒石卓協）

小中新一郎（北海道・函館卓栄会）2─0
林田正治（東京・皐月会）

藤川民三郎（宮城・サンフレンド）2─0
渡辺繁治（東京・西東京クラブ）

▼準決勝
多田	 5、14	 奥沢
藤川	 18、-13、20	 小中
▼決勝
多田義憲	 5、14	 藤川民三郎

□女子エイティ
▼準々決勝
反町浩子（東京・ひよこクラブ）2─0

松本ウラ（神奈川・逗子クラブ）
山田清子（東京・こだまクラブ）キケン

千葉キン子（埼玉・健卓会）
宇都かおる（鹿児島・わかなクラブ）2─0

香川利子（東京・八坂卓研）
▼準決勝
内田雪江（熊本・愛球クラブ）							11、7	 反町
宇都	 15、19	 山田
▼決勝
内田雪江	 13、10	 宇都かおる

第30回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）

平成8年9月5～8日、於：真駒内屋内競技場

□男子サーティ
▼準々決勝
森永信次（三重・本田技研鈴鹿）2─0

塩田晋宏（栃木・卓心会）
今西雅昭（京都・都クラブ）2─1

佐野秀雄（神奈川・青嵐クラブ）
徐向東（東京・サンリツ）2─0

白井正典（愛媛・健勝苑愛媛）
津田常徳（宮城・東北電力）2─0

西本公英（千葉・個人）
▼準決勝
今西	 22、-13、18	 森永
徐	 12、16	 津田
▼決勝
徐向東	 12、10	 今西雅昭

□女子サーティ
▼準々決勝
近藤絵美子（京都・健勝苑）2─0

五条清美（神奈川・浜卓会茶の実）
矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）2─0

小久保厚子（愛知・豊川レディース）
池上文子（神奈川・あすなろ）2─0

池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）2─1

和田温子（岐阜・富卓会）
▼準決勝
近藤	 8、15	 矢澤
池上	 -9、16、14	 大嶋
▼決勝
近藤絵美子	 11、10	 池上文子

□男子フォーティ
▼準々決勝
石田道夫（広島・広島卓球）2─1

藤原昇（東京・友卓会）
旅田和彦（香川・坂出卓研）2─1

村上力（宮城・桔梗クラブ）
織部幸治（東京・ITS 三鷹）2─0

梶ヶ山繁（和歌山・住金和歌山）
政本尚（奈良・奈良県庁）2─0

細田晋二（愛媛・健勝苑愛媛）

▼準決勝
旅田	 9、13	 石田
政本	 10、10	 織部
▼決勝
政本尚	 13、13	 旅田和彦

□女子フォーティ
▼準々決勝
井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）2─0

水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）2─1

池田義枝（大阪・星野クラブ）
吉垣美保（神奈川・浜卓会）2─0

谷川典子（大阪・星野クラブ）
持田恵子（愛知・弥生クラブ）2─0

与田俊子（福岡・西日本鉄道）
▼準決勝
日下部	 12、16	 井ノ口
持田	 9、12	 吉垣
▼決勝
日下部鈴子	 18、-16、17	 持田恵子

□男子フィフティ
▼準々決勝
蓑毛宏一（熊本・アスユークラブ）2─1

海津敬二（東京・卓翠会）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）2─0

遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）
富岡成一（東京・西東京クラブ）2─0

後藤克則（山梨・トキコ）
渡辺昴史（東京・代々木クラブ）2─0

奥田昭和（千葉・柏クラブ）
▼準決勝
鈴木	 18、13	 蓑毛
渡辺	 18、16	 富岡
▼決勝
渡辺昴史	 -17、16、12	 鈴木和久

□女子フィフティ
▼準々決勝
藤本道子（東京・サザンスターズ）2─0

関根芳子（千葉・市川レディース）
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）2─0

広井恵子（埼玉・熊谷卓連）
大倉勝子（東京・卓令）2─0

開田貞子（岩手・滝沢クラブ）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

東瀬克子（東京・白鴎クラブ）
▼準決勝
藤本	 12、18	 嘉藤
池田	 10、9	 大倉
▼決勝
藤本道子	 -19、10、18	 池田章子

□男子シックスティ
▼準々決勝
小野塚章司（千葉・VEGA	CLUB）2─0

万力悦雄（富山・和合クラブ）
本木宏昌（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0

伊藤博之（三重・名張シビッククラブ）
花田守（大阪・個人）2─0

奥原靖夫（山口・下関ベテラン会）
山田務（福井・福井ベテラン会）2─0

高橋利明（千葉・コスモスポーツクラブ）
▼準決勝
小野塚	 16、-14、14	 本木
山田	 14、6	 花田
▼決勝
山田務	 19、13	 小野塚章司

□女子シックスティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・エクセディ）2─0

金子郁子（愛知・豊卓レディース）
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仲塚美恵子（兵庫・チャレンジャー）2─1
仲山悦子（東京・フェニックス）

三輪玲子（長崎・長崎クラブ）2─1
田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）

飛沢礼子（東京・フェニックス）2─1
土佐昭子（神奈川・浜卓会）

▼準決勝
伊藤	 9、14	 仲塚
三輪	 16、-14、13	 飛沢
▼決勝
伊藤和子	 10、10	 三輪玲子

□男子セブンティ
▼準々決勝
河野巧（広島・マツダOB）2─1

小林稔（大阪・個人）
今泉敬介（東京・太陽クラブ）2─0

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─0

中村欽雄（東京・錦クラブ）
桑城晋一（兵庫・神戸卓研）2─1

吉木正之（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
今泉	 14、13	 河野
辻田	 -19、12、14	 桑城
▼決勝
辻田陽二郎	 13、14	 今泉敬介

□女子セブンティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─0

岩崎歌子（東京・京友クラブ）
中村静代（新潟・信濃クラブ）2─1

武田キヨ（東京・卓令）
佐藤かね子（東京・皐月会）2─0

山田ミヤ（東京・皐月会）
大野敏子（東京・まどかクラブ）2─0

藤森喜美子（北海道・札幌こぶし）
▼準決勝
田坂	 19、8	 中村
大野	 16、11	 佐藤
▼決勝
田坂清子	 -18、10、16	 大野敏子

□男子エイティ
▼準々決勝
藤川民三郎（宮城・サンフレンド）2─1

真壁酉明（北海道・函館卓栄会）
後藤篤（北海道・札幌ラブオール）2─0

林田正治（東京・皐月会）
菊池修四郎（北海道・個人）2─0

奥沢武（東京・皐月会）
小林武（宮城・サンフレンド）2─0

小中新一郎（北海道・函館卓栄会）
▼準決勝
後藤	 8、17	 藤川
菊池	 17、-15、10	 小林
▼決勝
後藤篤	 16、19	 菊池修四郎

□女子エイティ
▼Ａグループ
内田雪江（熊本・愛球クラブ）5、10

香川利子（東京・八坂卓研）
宮川信子（大分・日田アヤメクラブ）		16、18	 香川
内田	 15、10	 宮川
▼Ｂグループ
宇都かおる（鹿児島・わかなクラブ）12、15

神田スギ（北海道・個人）
反町浩子（東京・ひよこクラブ）　　4、5	 神田
宇都	 -15、11、17	 反町

▼決勝　（Ａグループ1位対Ｂグループ1位）
内田雪江	 11、15	 宇都かおる

第31回全日本社会人選手権大会
（年齢別の部）
平成9年9月5～7日

於：青森県総合運動場公園県民体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
徐向東（東京・サンリツ）2─0

秋田一孝（神奈川・南台卓球クラブ）
原晃（福島・東京電力）2─1

西本公英（千葉・個人）
津田常徳（宮城・東北電力）2─0

塩田晋宏（栃木・卓心会）
寺田憲治（大阪・地下鉄ヤッホーズ）2─0

今西雅昭（京都・都クラブ）
▼準決勝
徐	 9、11	 原
津田	 18、-13、7	 寺田
▼決勝
徐向東	 13、11	 津田常徳

□女子サーティ
▼準々決勝
近藤絵美子（京都・健勝苑京都）2─0

細木孝子（大阪・星野クラブ）
大嶋由美（大阪・ミキハウス）2─0

池田孝江（静岡・リコー沼津）
和田温子（岐阜・富卓会）2─0

矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）
池上文子（神奈川・あすなろ）2─1

金野真智子（奈良・生駒卓協）
▼準決勝
近藤	 9、7	 大嶋
和田	 11、11	 池上
▼決勝
和田温子	 14、13	 近藤絵美子

□男子フォーティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・奈良県庁）2─0

石丸雅幸（岐阜・岐阜信用金庫）
井上啓（静岡・静岡信用金庫）2─1

三田村則明（東京・卓楓会）
細田晋二（愛媛・健勝苑愛媛）2─0

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）
旅田和彦（香川・坂出卓研）2─0

勝英雄（大阪・大阪法大教）
▼準決勝
政本	 -15、8、9	 井上
旅田	 -21、15、20	 細田
▼決勝
政本尚	 20、5	 旅田和彦

□女子フォーティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）2─0

北島よし子（東京・ファーストクラブ）
谷川典子（大阪・星野クラブ）2─0

井置節子（神奈川・藤沢レディース）
井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）2─1

永川信子（福岡・バーディー）
塚田妙子（長野・富士通須坂）2─1

荒木久美子（兵庫・甲子園クラブ）
▼準決勝
日下部	 5、15	 谷川
井ノ口	 12、-19、22	 塚田
▼決勝
井ノ口博子	 20、15	 日下部鈴子

□男子フィフティ
▼準々決勝
原田正（福岡・九州タカラペルキント）2─1

神山哲（神奈川・高倉クラブ）
蓑毛宏一（熊本・熊本県卓協）2─0

遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）
富岡成一（東京・西東京クラブ）2─1

細谷勉（神奈川・逗子クラブ）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）2─0

梅津敬二（東京・卓翠会）
▼準決勝
蓑毛	 14、17	 原田
鈴木	 -20、17、18	 富岡
▼決勝
鈴木和久	 14、-17、10	 蓑毛宏一

□女子フィフティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

神保和子（東京・イーグルス）
柴田紀子（東京・サザンスターズ）2─0

水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）
持田恵子（愛知・弥生クラブ）2─1

大倉勝子（東京・卓令）
嘉藤文代（大阪・吹田クラブ）2─1

池田義枝（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
柴田	 16、-15、17	 池田
持田	 10、19	 嘉藤
▼決勝
柴田紀子	 -20、16、12	 持田恵子

□男子シックスティ
▼準々決勝
山田務（福井・福井ベテラン会）2─1

木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）
添田光男（神奈川・横浜ベテラン会）2─0

正野素行（大阪・大阪ベテラン会）
杉本泰成（富山・星球会）2─0

花田守（大阪・個人）
北田万次郎（岩手・柴波クラブ）2─1

山本雅業（福岡・豊前 TTC）
▼準決勝
添田	 13、-17、15	 山田
杉本	 8、-19、12	 北田
▼決勝
添田光男	 13、-18、19	 杉本泰成

□女子シックスティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・エクセディ）2─0

仲山悦子（東京・フェニックス）
土屋慶子（東京・卓美会）2─0

土佐昭子（神奈川・浜卓会）
長瀬ちづ子（愛知・明成クラブ）2─0

金子昭子（東京・卓志）
川野明子（東京・大田クラブ）2─1

瀬戸笑子（埼玉・上尾 TRC）
▼準決勝
伊藤	 16、-15、18	 土屋
長瀬	 11、16	 川野
▼決勝
伊藤和子	 -13、17、9	 長瀬ちづ子

□男子セブンティ
▼準々決勝
関川知男（群馬・県立女子大クラブ）2─0

辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）
河野巧（広島・マツダOB）2─0

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
矢島儀蔵（静岡・個人）2─0

古山栄助（福島・福島サンクラブ）
長谷川実（三重・鈴鹿協会）2─1

今泉敬介（東京・太陽クラブ）
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▼準決勝
関川	 14、11	 河野
長谷川	 16、16	 矢島
▼決勝
関川知男	 19、10	 長谷川実

□女子セブンティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─1

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
武田キヨ（東京・卓令）2─0

佐藤かね子（東京・皐月会）
中村静代（新潟・信濃クラブ）2─1

川口きく江（東京・東京ベテラン）
高尾八重子（徳島・城山クラブ）2─1

加藤真津子（埼玉・白岡卓連）
▼準決勝
武田	 18、17	 田坂
高尾	 20、16	 中村
▼決勝
高尾八重子	 16、17	 武田キヨ

□男子エイティ
▼準々決勝
木村正七（青森・黒石卓球協会）2─0

後藤篤（北海道・個人）
小林武（宮城・サンフレンド）2─0

奥沢武（東京・皐月会）
藤川民三郎（宮城・サンフレンド）2─0

稲垣禎康（長野・長野ベテラン会）
菊池修四郎（北海道・個人）2─0

林田正治（東京・皐月会）
▼準決勝
木村	 17、-19、20	 小林
菊池	 19、15	 藤川
▼決勝
木村正七	 17、19	 菊池修四郎

□女子エイティ
▼Ａグループ
内田雪江（熊本・愛球クラブ）2─0

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
内田雪江　2─1

山路富久子（神奈川・横浜ベテラン会）
山路富久子	 2─0	 反町浩子
▼Ｂグループ
宮川信子（大分・日田あやめクラブ）2─1

香川利子（東京・八坂卓研）
宮川信子　2─0

宇都かおる（鹿児島・わかなクラブ）
宇都かおる	 2─0	 香川利子
▼決勝　（Ａグループ一位対Ｂグループ一位）
内田雪江	 9、13	 宮川信子

平成10年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成10年9月4～6日、於：グリーンアリーナ神戸

□男子サーティ
▼準々決勝
東海正尭（東京・サンリツ）2─0

杉本英明（愛知・豊田自動車）
塩田晋宏（栃木・卓心会）2─1

宇佐見真（愛知・新日鉄名古屋）
田辺実（京都・JT関西）2─1

原晃（福島・東京電力）
今西雅明（京都・都クラブ）2─0

蝦名宏昭（和歌山・和歌山銀行）
▼準決勝
東海	 -19、12、11	 塩田
今西	 18、13	 田辺
▼決勝
今西雅明	 21、18	 東海正尭

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）2─1

栗原祐子（福岡・健勝苑福岡）
細木孝子（大阪・星野クラブ）2─0

池田孝江（静岡・リコー沼津）
金野真智子（奈良・生駒卓協）2─1

中野玲子（静岡・VIP）
小林みちる（岩手・キューピー）2─0

大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）
▼準決勝
和田	 16、13	 細木
小林	 21、9	 金野
▼決勝
和田温子	 -20、11、6	 小林みちる

□男子フォーティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・奈良県庁）2─1

斉藤斉（静岡・しずおか信用金庫）
細田晋二（愛媛・健勝苑）2─1

梶ヶ山繁（和歌山・住友金属和歌山）
高木和正樹（東京・千代田クラブ）2─0

椿保範（島根・くにびきクラブ）
旅田和彦（香川・坂出卓研）2─0

吉井幸男（千葉・コスモスポーツクラブ）
▼準決勝
政本	 11、16	 細田
旅田	 21、15	 高木和
▼決勝
旅田和彦	 21、21	 政本尚

□女子フォーティ
▼準々決勝
坂本久美（大阪・大阪ナイトクラブ）2─1

井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）
脇村利恵子（大阪・星野クラブ）2─1

佐藤章子（茨城・霞卓翔クラブ）
西飯幸子（三重・21クラブ）2─1

船ヶ山昌子（愛知・弥生クラブ）
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）2─0

有田廣美（大阪・枚方クラブ）
▼準決勝
坂本	 18、-19、16	 脇村
日下部	 19、15	 西飯
▼決勝
日下部鈴子	 17、-19、19	 坂本久美

□男子フィフティ
▼準々決勝
大津慶吾（香川・健勝苑香川）2─1

鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）
金田勉（新潟・新潟卓成会）2─1

佐藤至宏（東京・皐月会）
出田秀人（東京・FUTABA	CLUB）2─0

原田正（福岡・タカラベルモント）
富岡成一（東京・西東京クラブ）2─0

神山哲（神奈川・髙倉クラブ）
▼準決勝
金田	 13、13	 大津
出田	 14、21	 富岡
▼決勝
金田勉	 19、18	 出田秀人

□女子フィフティ
▼準々決勝
江口冨美子（大分・ラブオール）2─0

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

内田喜代子（千葉・我孫子レディース）
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）2─0

大隅美智子（山口・大隅オートサービス）
持田恵子（愛知・弥生クラブ）2─0

生田目榮子（東京・NTC）

▼準決勝
池田	 15、19	 江口
持田	 13、18	 嘉藤
▼決勝
池田章子	 22、18	 持田恵子

□男子シックスティ
▼準々決勝
渡邊鍈一（福岡・備前 TTC）2─0

添田光男（神奈川・横浜ベテラン会）
中野輝二（大阪・明星金属クラブ）2─1

山田務（福井・福井ベテラン会）
小川晋（東京・卓翠会）2─0

細野淳一（東京・皐月会）
平井建昭（東京・太陽クラブ）2─1

杉本泰成（富山・ドンペリ）
▼準決勝
渡邉	 19、15	 中野
小川	 18、7	 平井
▼決勝
小川晋	 -14、8、13	 渡邉鍈一

□女子シックスティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・エクセディ）2─0

林明美（大阪・大阪ベテラン会）
太田那津江（神奈川・全横会）2─0

神保和子（東京・イーグルス）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）2─0

百瀬きみ子（千葉・かりん）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）2─1

仲山悦子（東京・フェニックス）
▼準決勝
伊藤	 17、12	 太田
長瀬	 16、12	 土佐
▼決勝
伊藤和子	 -18、17、15	 長瀬ちづ子

□男子セブンティ
▼準々決勝
関川知男（群馬・県立女子大クラブ）2─0

園田隆敏（熊本・熊本県卓球協会）
吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）2─0

矢島儀蔵（静岡・個人）
河野巧（広島・マツダOB）2─0

桑城晋一（兵庫・神戸卓研）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）2─0

菅沢修一（京都・西京卓研）
▼準決勝
関川	 17、9	 吉田
辻田	 17、15	 河野
▼決勝
関川知男	 11、19	 辻田陽二郎

□女子セブンティ
▼準々決勝
岡田ミズ（福岡・ファースト）2─1

高原エミ（大分・さざんかクラブ）
山中春江（京都・西京卓研）2─0

大楽和子（福岡・石田卓球クラブ）
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─0

中塚君子（鹿児島・向卓クラブ）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）2─0

久保山順子（福岡・綾杉クラブ）
▼準決勝
山中	 9、9	 岡田
田坂	 8、8	 大塚
▼決勝
田坂清子	 12、11	 山中春江

□男子エイティ
▼準々決勝
木村正七（青森・黒石市卓球協会）2─1

三木昭夫（兵庫・兵庫ベテラン会）
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中村欽雄（東京・個人）2─0
藤川民三郎（宮城・サンフレンド）

洲崎恒一郎（新潟・柏崎卓友クラブ）2─1
稲垣禎康（長野・長野ベテラン会）

小林武（宮城・サンフレンド）2─0
岡保典（兵庫・兵庫ベテラン会）

▼準決勝
中村	 16、8	 木村
小林	 16、18	 洲崎
▼決勝
中村欽雄	 18、7	 小林武

□女子エイティ
▼決勝
内田雪江（熊本・愛球クラブ）15、9

山路富久子（神奈川・横浜ベテラン会）

平成11年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成11年9月3～5日、於：グリーンアリーナ神戸

□男子サーティ
▼準々決勝
阿部昌司（愛知・豊田自動織機）2─0

小谷敏之（大阪・福井クラブ）
種村明彦（大阪・清友クラブ）2─1

宇佐見真（愛知・新日鐵名古屋）
原晃（福島・東京電力）2─1

松尾真（京都・進栄クラブ）
寺田憲治（大阪・地下鉄ヤッホーズ）2─0

田辺実（京都・JT関西）
▼準決勝
阿部	 16、18	 種村
原	 14、18	 寺田
▼決勝
阿部昌司	 10、-14、19	 原晃

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）2─1

竹中久美子（愛知・サクセス）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）2─1

金野真智子（奈良・生駒卓協）
細木孝子（大阪・星野クラブ）2─0

山内博美（愛知・サクセス）
佐藤洋美（大分・ラブオール）2─0

永見智子（奈良・四季クラブ）
▼準決勝
大嶋	 6、-17、20	 和田
細木	 15、-16、13	 佐藤
▼決勝
大嶋由美	 11、17	 細木孝子

□男子フォーティ
▼準々決勝
旅田和彦（香川・坂出卓研）2─0

梶ヶ山繁（和歌山・住友金属和歌山）
塩田晋宏（栃木・卓心会）2─0

井上啓（静岡・横内夢クラブ）
坂本憲一（神奈川・日産自動車）2─0

栗原万実（福岡・秋山卓球クラブ）
政本尚（奈良・三条栄）2─0

井野泰弘（福岡・スピンメイト）
▼準決勝
塩田	 16、14	 旅田
坂本	 13、15	 政本
▼決勝
坂本憲一	 15、16	 塩田晋宏

□女子フォーティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）2─0

佐藤章子（茨城・霞卓翔クラブ）

板谷典子（兵庫・甲子園クラブ）2─0
川澄真弓（愛知・安城エムクラブ）

脇村利恵子（大阪・星野クラブ）2─0
井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）

船ヶ山昌子（愛知・サクセス）2─0
坂本久美（神奈川・逗子クラブ）

▼準決勝
日下部	 10、12	 板谷
船ヶ山	 16、19	 脇村
▼決勝
日下部鈴子	 15、17	 船ヶ山昌子

□男子フィフティ
▼準々決勝
細谷勉（神奈川・逗子クラブ）2─0

大和屋順一（奈良・わかくさクラブ）
平松秀敏（福岡・福岡コスモス）2─0

原田正（福岡・博多ベテラン会）
川添恒幸（埼玉・一番星）2─1

座喜味俊明（沖縄・友愛クラブ）
玉山昌右（福井・卓誠会）2─1

近藤大心（愛知・名卓マスターズ）
▼準決勝
細谷	 -11、14、16	 平松
川添	 10、18	 玉山
▼決勝
川添恒幸	 -16、15、23	 細谷勉

□女子フィフティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）2─0

横大路禮子（大阪・ラ・ポール）
池田義枝（大阪・星野クラブ）2─1

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）2─0

小笠原たか（青森・TMC）
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）2─1

浜田キヱ（愛知・卓伸会）
▼準決勝
持田	 13、10	 池田
水口	 -12、19、21	 嘉藤
▼決勝
持田恵子	 14、11	 水口美穂子

□男子シックスティ
▼準々決勝
小川晋（東京・卓翠会）2─0

杉本泰成（富山・ドンペリ）
海津敬二（東京・卓翠会）キケン

山田務（福井・福井ベテラン会）
佐藤至宏（東京・皐月会）2─0

中野輝二（大阪・明星金属）
中山和英（徳島・東邦セールス）2─0

笹田昌彦（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
小川	 19、17	 海津
佐藤	 16、15	 中山
▼決勝
佐藤至宏	 -20、13、16	 小川晋

□女子シックスティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・エクセディ）2─0

百瀬きみ子（千葉・かりん）
渡辺芳枝（静岡・静岡クラブ）2─1

河路悦子（愛知・ウェーブ）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

太田那津江（神奈川・横浜個人）
柳田桂子（大阪・大阪ベテラン会）2─0

越智英子（大阪・個人）
▼準決勝
伊藤	 9、10	 渡辺
池田	 9、8	 柳田

▼決勝
伊藤和子	 15、-12、20	 池田章子

□男子セブンティ
▼準々決勝
田中五郎（東京・東京ベテラン会）2─1

関川知男（群馬・県立女子大クラブ）
菅沢修一（京都・西京卓研）2─0

矢島儀蔵（静岡・個人）
園田隆敏（熊本・熊本県卓球協会）2─1

吉田昭男（新潟・直江津クラブ）
渡瀬一三生（静岡・広沢クラブ）2─0

相原輝雄（茨城・筑波学園クラブ）
▼準決勝
田中	 10、11	 菅沢
渡瀬	 19、-19、13	 園田
▼決勝
田中五郎	 11、18	 渡瀬一三生

□女子セブンティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─1

久保山順子（福岡・綾杉クラブ）
高原ヱミ（大分・さざんかクラブ）2─0

岡田ミズ（福岡・ファストクラブ）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）2─0

中塚君子（鹿児島・向卓）
山中春江（京都・西京卓研）2─1

大楽和子（福岡・石田卓球クラブ）
▼準決勝
田坂	 14、8	 高原
山中	 18、-12、10	 大塚
▼決勝
山中春江	 18、-16、18	 田坂清子

□男子エイティ
▼準決勝
中村欽雄（東京・個人）13、17

藤川民三郎（宮城・宮城サンライズ）
三木照夫（兵庫・兵庫ベテラン会）11、-21、19

小林武（宮城・宮城サンライズ）
▼決勝
中村欽雄	 10、20	 三木照夫

□女子エイティ
▼準決勝
山路富久子（神奈川・横浜ラージ愛好会）14、10

山田ミヤ（東京・皐月会）
▼決勝
内田雪江（熊本・愛球クラブ）15、16	 山路富久子

平成12年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成12年9月1～3日、於：グリーンアリーナ神戸

□男子サーティ
▼準々決勝
阿部昌司（愛知・豊田自動織機）2─0

笹岡光央（新潟・長岡クラブ）
大霜安祐（兵庫・淡路 T.	T.C）2─0

山田昭仁（静岡・静岡信用金庫）
菅弘志（神奈川・青嵐クラブ）2─0

杉本英明（愛知・トヨタ自動車）
大栗寛（徳島・徳島銀行）2─0

原晃（福島・東京電力）
▼準決勝
阿部	 -17、11、18	 大霜
大栗	 -18、19、22	 菅
▼決勝
大栗寛	 20、16	 阿部昌司
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□女子サーティ
▼準々決勝
小林みちる（岩手・キューピー）2─0

大嶋由美（大阪・八尾ひまわりクラブ）
川崎雅世（神奈川・逗子クラブ）2─0

竹中久美子（愛知・サクセス）
石井佳子（奈良・四季クラブ）2─1

和田温子（岐阜・富卓会）
細木孝子（大阪・星野クラブ）2─1

疋田賀代（愛知・圓クラブ）
▼準決勝
小林	 10、12	 川崎
細木	 20、13	 石井
▼決勝
小林みちる	 11、17	 細木孝子

□男子フォーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車）2─0

高木和正樹（東京・千代田クラブ）
井上啓（静岡・横内夢クラブ）2─0

旅田和彦（香川・坂出卓研）
政本尚（奈良・三条栄）2─0

佐野秀雄（神奈川・青嵐クラブ）
梶ヶ山繁（和歌山・住金和歌山）2─1

白水久士（兵庫・淡路 T.T.C）
▼準決勝
坂本	 12、13	 井上
政本	 -18、18、20	 梶ヶ山
▼決勝
坂本憲一	 17、12	 政本尚

□女子フォーティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）2─1

鶴田昌枝（神奈川・高倉クラブ）
井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）2─0

板谷典子（兵庫・甲子園クラブ）
脇村利恵子（大阪・星野クラブ）2─0

坂本久美（神奈川・逗子クラブ）
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）2─1

佐藤章子（茨城・霞卓翔クラブ）
▼準決勝
日下部	 20、15	 井ノ口
船ヶ山	 -17、18、11	 脇村
▼決勝
日下部鈴子	 13、-16、12	 船ヶ山昌子

□男子フィフティ
▼準々決勝
西飯徳康（愛知・愛工大職員）2─0

山田壽悦（青森・黒石市卓球協会）
金田勉（新潟・五泉高校教員）2─0

木村明久（兵庫・川西ギャラントム）
大熊敏実（東京・神馬クラブ）2─0

新田耕造（兵庫・二葉クラブ）
石黒一行（兵庫・兵庫ベテラン会）2─0

中村提見（東京・サザンクロス）
▼準決勝
西飯	 16、18	 金田
大熊	 18、23	 石黒
▼決勝
大熊敏実	 15、16	 西飯徳康

□女子フィフティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）2─1

𡈽岡八千代（京都・ジェイ・フェロー）
横大路禮子（大阪・ラ・ポール）2─0

宮下隆子（埼玉・大宮卓連）
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）2─0

大江恵美子（山口・あすか）
荒木久美子（兵庫・甲子園クラブ）2─0

水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）

▼準決勝
持田	 11、14	 横大路
嘉藤	 17、13	 荒木
▼決勝
持田恵子	 11、19	 嘉藤文代

□男子シックスティ
▼準々決勝
笹田昌彦（大阪・大阪ベテラン会）2─1

佐藤至宏（東京・皐月会）
和田紘一（神奈川・球楽会）2─0

正野素行（大阪・大阪ベテラン会）
玉山昌右（福井・卓誠会）2─0

中野輝二（大阪・明星金属クラブ）
渡邊鍈一（福岡・渡邊クラブ）2─0

安部實（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
笹田	 17、11	 和田
渡邊	 10、14	 玉山
▼決勝
笹田昌彦	 15、11	 渡邊鍈一

□女子シックスティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・エクセディ）2─0

越智英子（大阪・個人）
柴田紀子（東京・サザンスターズ）2─0

柳田桂子（大阪・大阪ベテラン会）
渡辺芳枝（静岡・静岡クラブ）2─1

山崎たみ江（東京・たまみ会）
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

河路悦子（愛知・AFクラブ）
▼準決勝
伊藤	 17、18	 柴田
池田	 11、6	 渡辺
▼決勝
池田章子	 13、16	 伊藤和子

□男子セブンティ
▼準々決勝
山口満男（埼玉・越谷クラブ）2─0

西村聰（兵庫・兵庫ベテラン会）
宮内清隆（愛媛・川之江卓研）2─0

本庄俊彦（京都・個人）
関川知男（群馬・サンピア高崎）2─1

山本昌弘（広島・卓友会）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）2─0

吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）
▼準決勝
宮内	 10、18	 山口
関川	 9、17	 渡瀬
▼決勝
関川知男	 14、13	 宮内清隆

□女子セブンティ
▼準々決勝
山中春江（京都・西京卓研）2─1

中塚君子（鹿児島・向卓クラブ）
手代木静子（東京・卓研パートナー）2─1

服部修子（三重・友和会）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）2─0

岡田ミズ（福岡・ファースト）
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─0

若林トヨ子（大阪・加和智クラブ）
▼準決勝
山中	 10、20	 手代木
田坂	 10、16	 大塚
▼決勝
山中春江	 10、-15、19	 田坂清子

□男子エイティ
▼準決勝
住吉三智（福岡・香椎卓球クラブ）キケン

加藤清隆（北海道・函館卓栄会）

中村欽雄（東京・個人）-17、15、14
井川正義（茨城・ひたち卓朋会）

▼決勝
住吉三智	 16、-17、12	 中村欽雄

□女子エイティ
▼準決勝
中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）17、-13、17

佐藤良子（東京・京友クラブ）
▼決勝
中村千代子		17、20		内田雪江（熊本・愛球クラブ）

平成13年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成13年8月31日～9月2日
於：岐阜メモリアルセンター

□男子サーティ
▼準々決勝
入江智之（京都・田阪卓研）2─1	

大栗寛（徳島・徳島銀行）
内田雄一（東京・CLUB	ONE）2─0	

秋田一孝（神奈川・MD相模）
笹岡光央（新潟・長岡クラブ）2─0

杉井孝至（和歌山・住友金属和歌山）
原晃（福島・東京電力）2─0

阿部昌司（愛知・豊田自動織機）
▼準決勝
内田	 11、18	 入江
笹岡	 18、14	 原
▼決勝
笹岡光央	 -16、17、13	 内田雄一

□女子サーティ
▼準々決勝
長尾由理（徳島・さくら卓研）2─0

小林みちる（岩手・キューピー）
青山艶子（京都・個人）2─0

児玉圭江（愛知・安城エムクラブ）
川崎雅世（神奈川・逗子クラブ）2─1

永見智子（京都・四季クラブ）
阿部みゆき（神奈川・クラブ瀬木）2─0

江森友紀子（神奈川・青嵐クラブ）
▼準決勝
青山	 10、13	 長尾
川崎	 17、-16、25	 阿部
▼決勝
青山艶子	 18、16	 川崎雅世

□男子フォーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車）2─0

安藤佳都夫（愛知・愛卓会）
旅田和彦（香川・坂出卓研）2─0

橘川重雄（神奈川・MD相模）
細田晋二（愛媛・健勝苑SC）2─0

秋山科素己（福岡・秋山卓球クラブ）
佐野秀雄（神奈川・青嵐クラブ）2─0

入尾範之（愛知・東海銀行）
▼準決勝
坂本	 -16、18、11	 旅田
細田	 -19、22、20	 佐野
▼決勝
坂本憲一	 10、6	 細田晋二

□女子フォーティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）2─0

金野真智子（奈良・花クラブ）
鶴田昌枝（神奈川・高倉クラブ）2─0

川澄真弓（愛知・安城エムクラブ）
和田温子（岐阜・富卓会）2─0

川井田真理子（鹿児島・JA共済連）
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船ヶ山昌子（愛知・サクセス）2─0
坂本久美（神奈川・逗子クラブ）

▼準決勝
日下部	 11、9	 鶴田
船ヶ山	 -19、18、13	 和田
▼決勝
日下部鈴子	 -16、17、15	 船ヶ山昌子

□男子フィフティ
▼準々決勝
大熊敏実（東京・神馬クラブ）2─0

木村明久（兵庫・川西ギャラントム）
中村提見（東京・サザンクロス）2─1

金田勉（新潟・新潟卓成会）
勝英雄（奈良・大阪経法大教員）2─0

石黒一行（兵庫・兵庫ベテラン会）
西飯徳康（愛知・愛工大職員）2─0

柴沼潤一（茨城・土浦クラブ）
▼準決勝
大熊	 13、19	 中村
勝	 19、6	 西飯
▼決勝
勝英雄	 -15、21、15	 大熊敏実

□女子フィフティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）2─0

原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）
井置節子（神奈川・藤沢レディース）2─0

浜田キヱ（愛知・岡崎ATクラブ）
伊藤恵美子（北海道・釧路十條クラブ）2─0

籾木静子（愛知・わかくさ）
武田幸子（愛媛・今治モナリザ）2─0

内田順子（愛知・豊田グリーンクラブ）
▼準決勝
持田	 14、18	 井置
武田	 10、-8、13	 伊藤
▼決勝
持田恵子	 6、6	 武田幸子

□男子シックスティ
▼準々決勝
追川辰夫（東京・ノースクラブ）2─1

宇佐美一雄（秋田・個人）
玉山昌右（福井・卓誠会）2─1

佐藤至宏（東京・皐月会）
原田武（広島・三菱重工業）2─1

中野輝二（大阪・明星金属クラブ）
田中鍛（東京・西東京クラブ）2─1

石塚健三郎（東京・太陽クラブ）
▼準決勝
玉山	 21、14	 追川
原田	 16、-10、11	 田中
▼決勝
玉山昌右	 -16、11、15	 原田武

□女子シックスティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）2─0

山崎たみ江（東京・たまみ会）
内山美枝（埼玉・上尾 TRC）2─0

古茂田正子（東京・飛鳥クラブ）
廣井恵子（埼玉・熊谷卓連）2─0

山本豊子（愛知・安城エムクラブ）
河路悦子（愛知・AFクラブ）2─0

四宮由紀子（東京・卓習会）
▼準決勝
池田	 12、8	 内山
廣井	 18、16	 河路
▼決勝
池田章子	 12、-19、7	 廣井恵子

□男子セブンティ
▼準々決勝
関川知男（群馬・サンピア高崎）2─0

今井秀二（滋賀・草津マスターズ）
津田三雄（大阪・大阪ベテラン会）2─0

青山光雄（千葉・個人）
中本光男（長崎・白珠クラブ）2─0	

森操（愛知・卓研会）
宮内清隆（愛媛・川之江卓研）2─0

藤本昭義（愛知・AFクラブ）
▼準決勝
関川	 13、14	 津田
宮内	 19、21	 中本
▼決勝
関川知男	 キケン	 宮内清隆

□女子セブンティ
▼準々決勝
青木わか（東京・赤堤クラブ）2─0

久保山順子（福岡・綾杉クラブ）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）2─1

中塚君子（鹿児島・向卓クラブ）
本山ひなゑ（兵庫・芦屋ひまわり）2─1

高原ヱミ（大分・さざんかクラブ）
田坂清子（山口・岩国クラブ）2─1

服部修子（三重・友和会）
▼準決勝
青木	 7、9	 大塚
本山	 16、16	 田坂
▼決勝
青木わか	 19、12	 本山ひなゑ

□男子エイティ
▼準々決勝
塚本尚太郎（愛知・ささしま会）2─0

畠中米雄（広島・呉ベテラン会）
井川正義（茨城・ひたち卓朋会）2─1

藤井正彦（三重・サンライフ伊勢）
中村欽雄（東京・個人）2─0

稲垣禎康（長野・長野ベテラン会）
▼準決勝
塚本　-17、20、10	

住吉三智（福岡・香椎卓球クラブ）
中村	 17、8	 井川
▼決勝
塚本尚太郎	 11、19	 中村欽雄

□女子エイティ
▼準々決勝
山路富久子（神奈川・藤沢レディース）2─0

宮城サカヱ（大分・さざんかクラブ）
佐藤良子（東京・京友クラブ）2─0

伊藤美弥子（愛媛・泉会）
内田雪江（熊本・愛球クラブ）2─0

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
▼準決勝
中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）17、17	 山路
内田	 13、19	 佐藤
▼決勝
中村千代子	 18、20	 内田雪江

平成14年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成14年12月13～15日、於：那覇市民体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
井上克己（山口・日本製紙）3─2

駒井健一（北海道・牧野電気）
杉井孝至（和歌山・住友金属和歌山）3─0

大栗寛（徳島・徳島銀行）
緒方勇（福岡・福夫岩田屋）3─0

外間政克（沖縄・外間クラブ）

三島崇明（北海道・旭川自衛隊）3─1
原晃（福島・東京電力）

▼準決勝
杉井	 7、5、9	 井上
三島	 9、9、9	 緒方
▼決勝
三島崇明	 -5、14、6、4	 杉井孝至

□女子サーティ
▼準々決勝
大内広子（茨城・日立レディース）3─1

川崎雅世（神奈川・逗子クラブ）
児玉圭江（愛知・安城エムクラブ）3─2

小林みちる（岩手・キューピー）
田嶋鈴香（埼玉・ボッシュブレーキシステム）

3─0　金森千恵（東京・サザンスターズ）
藤井美代（東京・飛鳥クラブ）3─1

細木孝子（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
児玉	 1、7、9	 大内
田嶋	 8、4、-8、9	 藤井
▼決勝
田嶋鈴香	 6、5、3	 児玉圭江

□男子フォーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）3─0

花木友明（沖縄・琉球銀行）
鵜飼雅司（栃木・卓友会）3─1

安部英明（東京・若渓クラブ）
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）3─2

秋田一孝（神奈川・MD相模）
佐野秀雄（神奈川・FAMILY）3─0

塩田晋宏（栃木・卓心会）
▼準決勝	 	 	
坂本	 6、4、8	 鵜飼
佐野	 7、9、-9、-6、8	 江浜
▼決勝
坂本憲一	 7、6、4	 佐野秀雄

□女子フォーティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）3─2

前田栄子（福岡・豊前渡邊クラブ）
和田温子（岐阜・富卓会）3─0

上原直美（千葉・個人）
鶴田昌枝（神奈川・湘南クラブ）3─0

唐橋千恵（東京・代々木クラブ）
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）3─1

坂本久美（神奈川・逗子クラブ）
▼準決勝
和田	 12、-8、-10、7、6	 日下部
船ヶ山	 -8、-12、8、10、8	 鶴田
▼決勝
和田温子	 -8、9、-8、8、7	 船ヶ山昌子

□男子フィフティ
▼準々決勝
柴沼潤一（茨城・土浦クラブ）3─2

勝英雄（大阪・大阪経法大教員）
西飯徳康（愛知・愛工大職員）3─0

米沢哲郎（神奈川・中原クラブ）
大熊敏実（東京・神馬クラブ）3─1

櫻井茂雄（東京・蝶友クラブ）
政本尚（奈良・三条栄）3─0

梶ヶ山繁（和歌山・住友金属和歌山）
▼準決勝
柴沼	 9、10、-6、-6、7	 西飯
政本	 5、9、-13、9	 大熊
▼決勝
政本尚	 3、-7、5、-9、9	 柴沼潤一
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□女子フィフティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）3─0

原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）
小川カスミ（愛知・AFクラブ）3─1

横浜君子（富山・ドンペリ）
粟生京子（東京・梅島クラブ）3─1

井置節子（神奈川・藤沢レディース）
大江恵美子（山口・ひかる）3─2

遠藤美幸（愛知・わかくさ）
▼準決勝
持田	 6、6、1	 小川
粟生	 -9、6、-10、10、10	 大江
▼決勝
持田恵子	 5、-10、15、5	 粟生京子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
玉山昌右（福井・卓誠会）3─1	

和田紘一（神奈川・VT神奈川）
嶋田俊（大阪・大阪ベテラン会）3─2

田中鍛（東京・西東京クラブ）
赤池貞臣（宮城・仙台ベテラン会）3─2

追川辰夫（東京・ノースクラブ）
大久保文夫（東京・代々木クラブ）3─1

原田武（広島・三菱重工業）
▼準決勝
玉山	 12、8、7	 嶋田
大久保	 9、9、-1、9	 赤池
▼決勝
大久保文夫	 -8、8、-6、7、11	 玉山昌右

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）3─0

牧野きみえ（宮城・デイジー）
志水小夜子（埼玉・駒場クラブ）3─0

山本紀代子（愛知・豊卓レディース）
鈴木千鶴子（大阪・ラ・ポール）3─0

寒河江ミツ子（千葉・たんぽぽ）
廣井恵子（埼玉・熊谷卓連）3─1

小南佳代子（東京・つばさクラブ）
▼準決勝
池田	 10、3、6	 志水
鈴木	 -14、9、9、8	 廣井
▼決勝
池田章子	 6、8、4	 鈴木千鶴子

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
中野輝二（大阪・明星金属クラブ）3─0

大隈鉄士（鹿児島・ファインクラブ）
小川晋（東京・卓翠会）3─0

浅田公彦（東京・東京ベテラン会）
杉本泰成（富山・ドンペリ）3─1

渡邊鍈一（福岡・豊前渡邊）
月崎昇（宮城・仙台ベテラン会）3─2

石塚健三郎（東京・太陽クラブ）
▼準決勝
中野	 2、6、9	 小川
杉本	 3、8、9	 月崎
▼決勝
中野輝二	 -8、11、3、8	 杉本泰成

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
加藤しずゑ（東京・皐月会）3─0

木村雅子（埼玉・駒場クラブ）
奥田美代子（奈良・ウイングス）3─2

安藤節子（東京・武蔵野クラブ）
伊藤和子（三重・エクセディ）3─2

黒沼茂子（神奈川・浜卓会）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3─2

土屋慶子（東京・卓美会）

▼準決勝
奥田	 8、4、-4、-5、7	 加藤
長瀬	 8、-7、-8、6、7	 伊藤
▼決勝
長瀬ちづ子	 7、-11、9、9	 奥田美代子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
山田利男（愛知・NSクラブ）3─2

宮内清隆（愛媛・川之江卓研）
青山光雄（千葉・個人）3─1

城戸勲（愛知・ささしま会）
山田務（福井・福井ベテラン会）3─0

今井秀二（滋賀・草津マスターズ）
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3─0

仲谷正（青森・青森ベテラン会）
▼準決勝
青山	 8、9、9	 山田利
正野	 6、2、8	 山田務
▼決勝
正野素行	 -6、8、-9、3、4	 青山光雄

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
青木わか（東京・赤堤クラブ）3─2

竹下裕子（神奈川・川崎レクリエーション連盟）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3─0

鈴木ハツ子（福島・カトレアクラブ）
黒川初子（東京・オーロラ）3─1

服部修子（三重・友和会）
山崎季久子（神奈川・南友会）3─1

本山ひなゑ（兵庫・芦屋ひまわり）
▼準々決勝
土佐	 -9、7、8、-9、13	 青木
黒川	 10、6、-12、7	 山崎
▼決勝
土佐昭子	 3、3、6	 黒川初子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）3─0

菅沢修一（京都・西京卓研）
武内正利（大分・日田水郷クラブ）3─0

夏目茂之（愛知・豊卓クラブ）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3─0

山田普（石川・金沢マスターズ）
矢島儀蔵（東京・卓楓会）3─0

大塚初男（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
吉田	 -9、9、-2、8、9	 武内
渡瀬	 -5、9、4、6	 矢島
▼決勝
渡瀬一三生	 8、5、9	 吉田昭夫

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）3─1

川津嘉子（大分・日田あやめクラブ）
久保山順子（福岡・綾杉クラブ）3─1

圓川君子（大分・日田あやめクラブ）
大楽和子（福岡・石田卓球）3─1

中塚君子（鹿児島・向卓クラブ）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

岡田ミズ（福岡・ファストクラブ）
▼準決勝
田坂	 11、4、6	 久保山
大塚	 8、9、10	 大楽
▼決勝
田坂清子	 9、7、10	 大塚徳子

□男子エイティ
▼準々決勝
河野巧（広島・マツダOB）3─0

井川正義（茨城・ひたち卓明会）

森川賢治（北海道・伊卓連）3─2
角尾稔（東京・個人）

中村欽雄（東京・個人）3─0
瀬良垣繁春（沖縄・名護同好会）

▼準決勝
河野　　　　3、9、1　久富（佐賀・佐賀ベテラン会）
森川	 8、7、9	 中村
▼決勝
河野巧	 8、2、6	 森川賢治

□女子エイティ
▼準々決勝
佐藤トヨ（北海道・札幌パープル）3─2

佐藤良子（東京・京友クラブ）
森和代（東京・個人）3─1

伊藤美弥子（愛媛・泉会）
▼準決勝
中村静代（新潟・信濃クラブ）　11、7、8	 佐藤
内田雪江（熊本・愛球クラブ）　2、-13、3、5	 森
▼決勝
内田雪江	 -11、5、5、2	 中村静代

平成15年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成15年9月21～23日、於：秋田市立体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
三島崇明（北海道・旭川自衛隊）3─1

今西雅昭（京都・都クラブ）
飯村敏文（広島・広島卓球）3─2

井上克己（山口・日本製紙）
笹岡光央（新潟・長岡クラブ）3─1

津田常徳（宮城・中央クラブ）
中村宏（千葉・TEAM	HAPS）3─1

杉井孝至（和歌山・住友金属物流）
▼準決勝
三島	 9、-8、8、7	 飯村
笹岡	 4、7、-8、7	 中村
▼決勝
笹岡光央	 9、11、9	 三島崇明

□女子サーティ
▼準々決勝
細木孝子（大阪・星野クラブ）3─1

田嶋鈴香（埼玉・ボッシュAJ）
小林みちる（岩手・キューピー）3─1

内山京子（東京・SANSEI）
藤井美代（東京・飛鳥クラブ）3─0

永見智子（大阪・星野クラブ）
白井直美（神奈川・MD相模）3─0

児玉圭江（愛知・安城エムクラブ）
▼準決勝
小林	 6、-6、-10、7、9	 細木
藤井	 9、4、7	 白井
▼決勝
藤井美代	 9、6、-8、-2、6	 小林みちる

□男子フォーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産追浜）3─1

高木和正樹（東京・千代田クラブ）
伊藤則和（秋田・夕凪クラブ）3─2

山平直衛（青森・浪岡町卓協）
竹内教之（秋田・夕凪クラブ）3─0
	 鵜飼雅司（栃木・卓心会）
佐野秀雄（神奈川・FAMILY）3─0

米山篤司（北海道・千歳卓研）
▼準決勝
坂本	 5、-12、9、5	 伊藤
竹内	 -5、8、9、11	 佐野
▼決勝
坂本憲一	 4、-7、1、6	 竹内教之
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□女子フォーティ
▼準々決勝
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）3─0

前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
大月香（新潟・AI クラブ）3─2

前田栄子（福岡・豊前渡邊クラブ）
鶴田昌枝（神奈川・湘南クラブ）3─0

山内博美（愛知・サクセス）
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）3─0

唐橋千恵（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
船ヶ山	 3、7、3	 大月
日下部	 6、8、-9、10	 鶴田
▼決勝
日下部鈴子	 1、6、13	 船ヶ山昌子

□男子フィフティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・三条栄）3─1

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）
三田村則明（東京・卓楓会）3─2

井津雅治（千葉・ホットいちかわ）
勝英雄（奈良・大阪経法大教員）3─0

大熊敏実（東京・西東京クラブ）
桜井茂雄（東京・蝶友クラブ）3─1

柴沼潤一（茨城・土浦クラブ）
▼準決勝
三田村	 8、9、10	 政本
勝	 -12、9、6、6	 桜井
▼決勝
勝英雄	 9、-7、8、8	 三田村則明

□女子フィフティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）3─1

小林正子（茨城・岩間クラブ）
井置節子（神奈川・藤沢レディース）3─0

島田美鈴（東京・淑友クラブ）
武田幸子（愛媛・今治モナリザ）3─2

小川カスミ（愛知・AFクラブ）
久保けい子（福岡・豊前渡邊クラブ）3─2

遠藤美幸（愛知・わかくさ）
▼準決勝
井置	 -6、7、-10、3、5	 持田
武田	 8、-7、8、5	 久保
▼決勝
井置節子	 5、4、4	 武田幸子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
平牧博（神奈川・VT神奈川）3─1

坂田正義（奈良・わかくさクラブ）
緒方敏夫（愛知・三河クラブ）3─2

嶋田俊（大阪・大阪ベテラン会）
奥田昭和（東京・代々木クラブ）3─2

原田武（広島・三菱重工業）
佐藤至宏（東京・皐月会）3─2

玉山昌右（福井・卓誠会）
▼準決勝
平牧	 9、-8、6、7	 緒方
佐藤	 3、3、-7、7	 奥田
▼決勝
佐藤至宏	 5、10、5	 平牧博

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）3─0

若松和子（宮城・すずらん）
高田絹江（大阪・泉北卓友会）3─2

廣井恵子（埼玉・熊谷卓連）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3─1

志水小夜子（埼玉・駒場クラブ）
山本栄子（京都・宇治クラブ）3─1

柴田紀子（東京・サザンスターズ）

▼準決勝
池田	 4、3、10	 高田
長瀬	 -11、9、7、8	 山本
▼決勝
池田章子	 7、5、7	 長瀬ちづ子

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
中野輝二（大阪・明星金属クラブ）3─1

田中鍛（東京・西東京クラブ）
渡邊鍈一（福岡・豊前渡邊クラブ）3─0

法領田源三（岩手・盛岡卓友会）
添田光男（神奈川・横浜ベテラン会）3─2

小川晋（東京・卓翠会）
杉本泰成（富山・ドンペリクラブ）3─2

細野淳一（東京・皐月会）
▼準決勝
中野	 10、9、7	 渡邊
杉本	 -7、11、6、7	 添田
▼決勝
杉本泰成	 7、5、16	 中野輝二

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
西村美貴子（千葉・かりん）3─0

河路悦子（愛知・AFクラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）3─0

福永靖子（福岡・スマイル）
内田博子（福岡・コスモス）3─0

安藤節子（東京・武蔵野クラブ）
伊藤和子（三重・エクセディ）3─2

神保和子（東京・イーグルス）
▼準決勝
土屋	 1、10、-6、-10、7	 西村
伊藤	 7、5、-6、6	 内田
▼決勝
伊藤和子	 9、9、7	 土屋慶子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3─2

森本計信（京都・小倉 TRK）
利根川亘（千葉・白井マスターズ）3─0

河合英一（東京・ニッタクサンフレンド）
山田務（福井・福井ベテラン会）3─2

濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）
唐橋博（東京・代々木クラブ）3─0

青山光男（千葉・個人）
▼準決勝
正野	 -9、5、11、7	 利根川
山田	 4、6、-2、9	 唐橋
▼決勝
正野素行	 -6、7、-11、8、10	 山田務

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3─0

横山幸子（兵庫・兵庫ベテラン会）
崔花子（東京・練馬茜）3─0

鶴田浜子（熊本・玉名市卓球協会）
池田和子（兵庫・川西南）3─1
	 松山美眞子（東京・友クラブ）
内山道子（東京・石泉クラブ）3─2

岩木羊子（千葉・うらやす）
▼準決勝
土佐	 2、8、7	 崔
内山	 9、4、10	 池田
▼決勝
土佐昭子	 3、11、2	 内山道子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3─0

小泉治人（東京・ノースクラブ）

関川知男（群馬・サンピア高崎）3─0
武内正利（大分・日田水郷クラブ）

矢島儀蔵（東京・卓楓会）3─0
園田隆敏（熊本・熊本県卓協）

吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）3─1
杉山金三（東京・個人）

▼準決勝
関川	 7、8、7	 渡瀬
矢島	 7、13、9	 吉田
▼決勝
関川知男	 6、2、5	 矢島儀蔵

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）3─2

河村美千子（神奈川・藤沢レディース）
川津嘉子（大分・日田あやめクラブ）3─0

大楽和子（福岡・石田卓球クラブ）
浮津早恵子（大分・西部卓球クラブ）3─0

浅海頼子（山口・柳友クラブ）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

岡田ミズ（福岡・ファストクラブ）
▼準決勝
田坂	 -9、6、-8、5、7	 川津
大塚	 11、4、-4、3	 浮津
▼決勝
大塚徳子	 9、8、6	 田坂清子

□男子エイティ
▼準々決勝
三浦明（宮城・萩クラブ）3─0

鈴木文夫（東京・個人）
西村聡（兵庫・兵庫ベテラン会）3─1

井川正義（茨城・日立卓翔会）
小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）3─2

久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）
島貫正寿（東京・個人）3─2

塚本尚太郎（愛知・知多アタック）
▼準決勝
三浦	 3、11、3	 西村
島貫	 -3、5、7、9	 小川
▼決勝
三浦明	 3、9、4	 島貫正寿

□女子エイティ
▼準々決勝
内田雪江（熊本・愛球クラブ）3─1

佐藤かね子（東京・皐月会）
佐藤トヨ（北海道・新卓）3─2

前田恒子（東京・ひよこクラブ）
松山睦子（鹿児島・向卓クラブ）3─0

森和代（東京・個人）
松田きみ子（愛知・愛豊クラブ）キケン

中村静代（新潟・信濃クラブ）
▼準決勝
佐藤	 11、7、-5、-7、5	 内田
松田	 9、6、-3、6	 松山
▼決勝
佐藤トヨ	 12、8、-11、4	 松田きみ子

平成16年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成16年11月19～21日、於：ぐんまアリーナ

□男子サーティ
▼準々決勝
笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）3─0

岡崎勇二（広島・広島卓球）
国広哲弥（東京・CLUB	ONE）3─0

田中学（長野・楢川村教育委員会）
砂井孝則（東京・八王子市役所）3─0

駒井健一（北海道・光林坊）
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野中修二（東京・代々木クラブ）3─1
堀雅寿（新潟・亀田郷土地改良）

▼準決勝
笹岡	 8、8、-4、8	 国広
野中	 -9、8、7、7	 砂井
▼決勝
野中修二	 -9、5、-7、14、4	 笹岡光央

□女子サーティ
▼準々決勝
中村理美（奈良・わかくさクラブ）3─2

藤井美代（東京・飛鳥クラブ）
佐久間永子（福島・トーアエイヨー）3─0

上原明恵（岡山・ユースリゲイン）
高井直美（神奈川・MD相模）3─1

永見智子（大阪・星野クラブ）
細木孝子（大阪・星野クラブ）3─2

児玉圭江（愛知・安城エムクラブ）
▼準決勝
中村	 -14、8、11、3	 佐久間
高井	 10、8、-11、-9、9	 細木
▼決勝
中村理美	 5、-14、-9、5、7	 高井直美

□男子フォーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車）3─0

西田忠洋（島根・N.S.D）
山内篤（滋賀・ロイヤルクラブ）3─1

山田昭仁（静岡・オールブラックス）
岡野淳一（千葉・市川市役所）3─0

佐野秀雄（神奈川・FAMILY）
橘川重雄（神奈川・MD相模）3─2

松島伸一（神奈川・MD相模）
▼準決勝
坂本	 9、10、9	 山内
岡野	 5、6、-7、-7、4	 橘川
▼決勝
坂本憲一	 5、8、3	 岡野淳一

□女子フォーティ
▼準々決勝
南澤重子（長野・須坂卓翔会）3─2

大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）
内堀真由美（埼玉・所沢レディース）3─2

関谷順子（群馬・藤岡クラブ）
前田幸子（東京・ぴんぽんクラブ）3─1

山内博美（愛知・サクセス）
加藤敬子（埼玉・大宮スカット）3─1

小林朝子（三重・桜卓球クラブ）
▼準決勝
内堀	 8、-5、-7、8、9	 南澤
前田	 5、9、5	 加藤
▼決勝
前田幸子	 -9、6、9、12	 内堀真由美

□男子フィフティ
▼準々決勝
横田貞義（山口・三井化学）3─0

井津雅治（千葉・ホットいちかわ）
斉藤斉（静岡・しずおか信用金庫）3─0

駒木根保良（東京・代々木クラブ）
政本尚（奈良・三条栄）3─1
	 島村博（三重・三菱化学）
金田勉（新潟・新潟卓成会）3─2

三田村則明（東京・卓楓会）
▼準決勝
横田	 -6、10、9、8	 斉藤
政本	 -7、4、7、8	 金田
▼決勝
政本尚	 6、-11、9、7	 横田貞義

□女子フィフティ
▼準々決勝
島田美鈴（東京・淑友クラブ）3─1

金子好子（千葉・千城クラブ）
持田恵子（愛知・サクセス）3─0

大江恵美子（山口・ひかる）
粟生京子（東京・冠雲クラブ）3─0

遠藤美幸（愛知・わかくさ）
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）3─0

平田るり子（山口・ひらり）
▼準決勝
持田	 7、-7、4、8	 島田
日下部	 8、-7、5、9	 粟生
▼決勝
日下部鈴子	 8、9、5	 持田恵子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
平牧博（神奈川・VT神奈川）3─2

仲井照凱（東京・代々木クラブ）
玉山昌右（福井・卓誠会）3─0

嶋田俊（大阪・大阪ベテラン会）
原田武（広島・三菱重工業広島）3─1

奥田昭和（東京・代々木クラブ）
津島靖武（神奈川・逗子クラブ）3─1

坂田正義（奈良・わかくさクラブ）
▼準決勝
玉山	 5、4、8	 平牧
津島	 9、7、7	 原田
▼決勝
玉山昌右	 -9、6、9、8	 津島靖武

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
高田和子（京都・紫クラブ）3─0

山本栄子（京都・宇治クラブ）
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）3─0

平田洋子（東京・武蔵野クラブ）
福島正子（埼玉・所沢レディース）3─1

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
西條カツエ（東京・つばさクラブ）3─1

横大路禮子（大阪・ラ ･ポール）
▼準決勝
高田	 -4、5、-7、6、10	 嘉藤
西篠	 8、10、-9、6	 福島
▼決勝
高田和子	 -7、-11、8、7、6	 西條カツエ

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
大村光保（兵庫・兵庫ベテラン会）3─1

杉本泰成（富山・ドンペリ）
黒田幸彦（宮城・仙台ベテラン会）3─0

中塩智久（栃木・河内クラブ）
小川晋（東京・卓翠会）3─1

中野輝二（大阪・ジェーフィット）
安部實（兵庫・兵庫ベテラン会）3─0

本田厚生（熊本・熊本県卓球協会）
▼準決勝
大村	 -4、6、9、-5、6	 黒田
小川	 9、-9、8、12	 安部
▼決勝
小川晋	 5、9、10	 大村光保

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）3─0

沢田広子（富山・ウインクル）
神保和子（東京・イーグルス）3─0

西村美貴子（千葉・かりん）
伊藤利子（東京・調布市卓球連盟）3─0

土屋慶子（東京・卓美会）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3─1

濵幸子（長野・岡谷レディース）

▼準決勝
池田	 1、5、0	 神保
長瀬	 5、10、-10、5	 伊藤
▼決勝
池田章子	 8、9、8	 長瀬ちづ子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
増田和雄（新潟・新発田クラブ）3─0

澤田秀夫（富山・ドンペリ）
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）3─2

小野塚章司（千葉・個人）
岩野耕三（東京・萩中クラブ）3─1

平山繁（東京・中野クラブ）
都野実（群馬・伊勢崎クラブ）3─2

月崎昇（宮城・仙台ベテラン会）
▼準決勝
濱	 5、15、-5、-5、8	 増田
岩野	 7、8、-13、-11、14	 都野
▼決勝
岩野耕三	 9、-3、7、2	 濱惣六

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3─2

横山幸子（兵庫・兵庫ベテラン会）
崔花子（東京・練馬茜）3─0

別井より子（東京・東京ベテラン会）
珠玖幸子（神奈川・浜卓会）3─2

伊藤玲子（京都・宇治卓研）
伊藤和子（三重・エクセディ）3─0

倉田光子（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
土佐	 5、8、5	 崔
珠玖	 -9、-10、9、11、8	 伊藤
▼決勝
土佐昭子	 8、-9、7、-10、5	 珠玖幸子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
小泉治人（東京・ノースクラブ）3─2

関川知男（群馬・サンピア高崎クラブ）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3─2

杉山金三（東京・個人）
吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）3─0

園田降敏（熊本・熊本県卓球協会）
塩見清（愛媛・泉会）3─2

矢島儀蔵（東京・卓楓会）
▼準決勝
渡瀬	 4、6、8	 小泉
吉田	 5、-6、1、7	 塩見
▼決勝
渡瀬一三生	 9、-8、-3、5、7	 吉田昭夫

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

松岡恵美子（兵庫・みゆき）
大澤利子（東京・皐月会）3─2

浮津早恵子（大分・西部ラージ）
村上和子（兵庫・伊卓連）3─2

河村美千子（神奈川・藤沢レディース）
川津嘉子（大分・日田あやめクラブ）3─1

福原富子（神奈川・個人）
▼準決勝
大塚	 -11、6、6、9	 大澤
川津	 8、4、-8、7	 村上
▼決勝
大塚徳子	 6、6、2	 川津嘉子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
三浦明（宮城・萩クラブ）3─1

高井英男（群馬・沼田卓球）
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富田正男（東京・小金井愛好会）3─0
坂田喜三郎（福岡・安永卓球クラブ）

関口政吉（神奈川・横浜卓友会）3─0
西村聰（兵庫・兵庫ベテラン会）

島貫正寿（東京・個人）3─2
三鴨勝二（東京・東京ベテラン会）

▼準決勝
富田	 6、8、7	 三浦
島貫	 -7、7、8、-9、8	 関口
▼決勝
富田正男	 9、-8、9、7	 島貫正寿

□女子ローエイティ
▼準々決勝
高原ヱミ（大分・さざんかクラブ）3─0

山路富久子（神奈川・藤沢レディース）
佐藤かね子（東京・皐月会）3─1

松田静江（北海道・チァズ）
▼準決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）　　8、8、3	 高原
松田きみ子（愛知・豊橋市愛豊クラブ）9、8、5
	 	 佐藤
▼決勝
田坂清子	 7、2、1	 松田きみ子

□男子ハイエイティ
▼決勝
久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）2、9、6

中村欽雄（東京・個人）

□女子ハイエイティ
▼決勝
中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）-8、6、11、7

佐藤良子（東京・京友クラブ）

平成17年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成17年11月11～13日、於：山口県スポーツ文化センター

□男子サーティ
▼準々決勝
岡野康幸（岐阜・天龍工業）3─1

駒井健一（北海道・光林坊）
中村宏（千葉・卓修会）3─2
	 岡崎勇二（広島・広島卓球）
西川幸伸（神奈川・FAMILY）3─1

神谷一成（千葉・東京電力千葉）
水口和也（神奈川・高倉クラブ）3─0

笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）
▼準決勝
岡野	 -8、6、2、7	 中村
西川	 3、9、8	 水口
▼決勝
岡野康幸	 10、7、-5、9	 西川幸伸

□女子サーティ
▼準々決勝
中村理美（奈良・天理クラブ）3─2

米倉静恵（広島・小町クラブ）
宍戸若菜（宮城・中央クラブ）3─2

上原明恵（岡山・ユースリゲイン）
山内永子（宮城・東北卓球Ｃ＆Ｃ）3─1

児玉圭江（愛知・エムクラブ）
藤井美代（東京・飛鳥クラブ）3─0

高井直美（神奈川・MD相模）
▼準決勝
中村	 5、5、5	 宍戸
藤井	 6、10、6	 山内
▼決勝
藤井美代	 -6、-3、7、6、10	 中村理美

□男子フォーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車）3─0

松本直也（愛媛・松山大学職員）
西田忠洋（島根・N.	S.D）3─0

宗正浩（福岡・福岡卓球クラブ）
山内篤（滋賀・ロイヤルクラブ）3─0

宇佐見真（愛知・新日鐵名古屋）
川原尚美（静岡・浜松SC）3─1

松島伸一（神奈川・MD相模）
▼準決勝
坂本	 2、10、7	 西田
山内	 6、-3、8、-7、10	 川原
▼決勝
坂本憲一	 -9、8、5、3	 山内篤

□女子フォーティ
▼準々決勝
鶴田昌枝（神奈川・湘南クラブ）3─2

前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
坂本久美（神奈川・COLOR）3─0

山内博美（愛知・サクセス）
荒木美輪子（茨城・つくば国際スポーツセンター）

3─0　関谷順子（群馬・藤岡クラブ）
疋田賀代（愛知・圓クラブ）3─0

十川早苗（徳島・徳島市観光協会）
▼準決勝
鶴田	 9、-6、-8、10、8	 坂本
荒木	 -12、7、2、6	 疋田
▼決勝
鶴田昌枝	 6、8、9	 荒木美輪子

□男子フィフティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・三条栄）3─2

旅田和彦（香川・坂出卓研）
中村康司（京都・都クラブ）3─1

井津雅治（千葉・ホットいちかわ）
勝英雄（奈良・大阪経法大教員）3─1

平野泰幸（滋賀・ever	free）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）3─0

秋山科素己（福岡・秋山卓球）
▼準決勝
中村	 6、-4、-9、7、5	 政本
勝	 12、6、8	 村上
▼決勝
勝英雄	 6、-4、8、6	 中村康司

□女子フィフティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）3─0

横山祐見子（高知・土佐恋）
高橋とわ子（埼玉・上尾 TRC）3─1

池田信子（北海道・星球会）
粟生京子（東京・冠雲クラブ）3─2

片岡年子（大阪・みらくる）
持田恵子（愛知・サクセス）3─0

今田豊子（山口・柳友クラブ）
▼準決勝
日下部	 5、5、6	 高橋
持田	 1、7、8	 粟生
▼決勝
持田恵子	 9、2、6	 日下部鈴子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
津島靖武（神奈川・逗子クラブ）3─0

小杉皖一（東京・代々木クラブ）
竹内俊夫（京都・関西電力サークル）3─2

日坂忍（愛知・打越クラブ）
金田勉（新潟・新潟卓成会）3─1

宇田川芳男（神奈川・Y校卓球会）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3─1

中村提見（東京・サザンクロス）

▼準決勝
竹内	 -8、8、6、-7、6	 津島
金田	 6、-5、7、7	 鈴木
▼決勝
金田勉	 10、-7、8、5	 竹内俊夫

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
坂下代志恵（東京・芙蓉）3─0

長澤征代（東京・京文会）
福島正子（埼玉・所沢レディース）3─2

岡部君枝（滋賀・大津卓友会）
大西多美江（北海道・すずらん）3─2

嘉藤文代（大阪・吹出レディース）
新谷美恵子（京都・紫クラブ）3─0

勝谷秀子（愛知・あすなろ）
▼準決勝
福島	 11、9、-6、6	 坂下
大西	 8、9、10	 新谷
▼決勝
福島正子	 -5、5、-5、9、10	 大西多美江

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
宮地和彦（京都・西京 TTC）3─1

杉本泰成（富山・ドンペリ）
安部實（兵庫・兵庫ベテラン会）3─0

黒田幸彦（宮城・仙台ベテラン会）
中山和英（徳島・クロサキ）3─1

原田武（広島・三菱重工業広島）
和田紘一（神奈川・VT神奈川）3─2

佐藤至宏（東京・皐月会）
▼準決勝
安部	 10、-8、-4、6、10	 宮地
和田	 9、-9、8、9	 中山
▼決勝
安部實	 9、8、-8、4	 和田紘一

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・翡翠）3─1

西村美貴子（千葉・かりん）
山崎たみ江（東京・たまみ会）3─2

伊藤利子（東京・調布市卓球連盟）
土屋慶子（東京・卓美会）3─0

石渡利子（千葉・個人）
柴田紀子（東京・サザンスターズ）3─2

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
▼準決勝
池田	 6、4、5	 山崎
柴田	 8、3、3	 土屋
▼決勝
池田章子	 9、7、9	 柴田紀子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
唐橋博（東京・代々木クラブ）3─0

岩野耕三（東京・萩中クラブ）
桑原稔（愛知・卓研会）3─2

増田和雄（新潟・新発田クラブ）
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3─0

大河原啓右（東京・ブループラム）
広田勝一（愛知・東三河SLC）3─1

澤田秀夫（富山・ドンペリ）
▼準決勝
唐橋	 1、8、-8、10	 桑原
正野	 5、-6、15、-9、4	 広田
▼決勝
正野素行	 5、7、7	 唐橋博

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3─0

伊藤玲子（京都・宇治卓研）
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田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）3─2
伊藤和子（三重・エクセディ）

中野啓子（東京・卓美会）3─0
崔花子（東京・練馬茜）

原田哲子（山口・柳友クラブ）3─0
田邊倫子（愛知・わかくさ）

▼準決勝
土佐	 11、6、-8、5	 田坂
原田	 8、1、6	 中野
▼決勝
原田哲子	 7、5、-8、2	 土佐昭子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
竹光正司（広島・呉夢 TTC）3─0

津田三雄（大阪・大阪ベテラン会）
藤本昭義（愛知・AFブラザー）3─0

渡辺正規（福岡・MTTC）
辻本和夫（奈良・西大和クラブ）3─0

豊田一哉（山口・下関ベテラン会）
吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）3─0

杉山金三（東京・個人）
▼準決勝
藤本	 7、-8、-10、7、6	 竹光
辻本	 10、6、-5、9	 吉田
▼決勝
辻本和夫	 6、9、7	 藤本昭義

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

久保山順子（福岡・綾杉クラブ）
鯨井かね子（東京・皐月会）3─0

梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）
河端マサ子（北海道・深川フレンズ）3─1

鈴木ハツ子（福島・福島サンクラブ）
服部修子（三重・友和会）3─0

川津嘉子（大分・日田あやめクラブ）
▼準決勝
大塚	 7、6、7	 鯨井
河端	 7、8、-10、9	 服部
▼決勝
大塚徳子	 9、2、6	 河端マサ子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
関口政吉（神奈川・卓友会）3─1

小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）
三浦明（宮城・萩クラブ）3─2

田中忠（広島・広島OB会）
▼準決勝
富田正男（東京・小金井愛好会）　6、5、11	 関口
三浦										3、-3、13、3	 島貫正寿（東京・個人）
▼決勝
三浦明	 7、-10、10、11	 富田正男

□女子ローエイティ
▼準々決勝
眞部トヨ子（福岡・綾杉クラブ）3─2

深見靖子（大分・さざんかクラブ）
中村静代（新潟・信濃クラブ）3─0

根岸咲（東京・青梅クラブ）
▼準決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）					8、0、9	 眞部
中村　-10、9、10、8

松田きみ子（愛知・豊橋市愛豊クラブ）
▼決勝
田坂清子	 11、4、9	 中村静代

□男子ハイエイティ
▼準決勝
久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）
9、-8、-11、5、6				河本勇雄（兵庫・宝塚ヘルシー）

井川正義（茨城・日立卓翔会）3、9、4
中嶋健次（東京・新樹クラブ大田）

▼決勝
久富武治	 10、9、5	 井川正義

□女子ハイエイティ
▼決勝
内田雪江（熊本・愛球クラブ）-12、7、11、-9、9

中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）

平成18年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成18年11月10～12日、於：佐賀県総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
岡野康幸（岐阜・天龍工業）3─0	

中橋龍太（神奈川・MD相模）
大貫譲司（栃木・卓心会）3─0	

三島崇明（北海道・ピンポンPan 旭川）
新藤和則（栃木・東京電力）3─1

中村宏（千葉・卓修会）
中島健司（長崎・佐世保卓研）3─1

笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）
▼準決勝
大貫	 -7、5、-5、8、6	 岡野
新藤	 9、9、7	 中島
▼決勝
新藤和則	 6、9、6	 大貫譲司

□女子サーティ
▼準々決勝
藤井美代（東京・飛鳥クラブ）3─1

山田陽子（東京・美鷹クラブENJOY）
中内亜季（高知・上町病院）3─2

上原明恵（岡山・ユースリゲイン）
西川幸代（神奈川・FAMILY）3─2

山口友賀（兵庫・ロードスカイ）
中村理美（奈良・天理クラブ）3─1

福井裕子（京都・京都中央信用金庫）
▼準決勝
藤井	 8、12、-11、-11、9	 中内
中村	 5、7、2	 西川
▼決勝
中村理美	 -11、6、7、8	 藤井美代

□男子フォーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）3─0

小松孝次（千葉・バオバオ）
川原尚美（京都・京都SC）3─1

岡道明（奈良・わかくさクラブ）
今西雅昭（京都・都クラブ）3─0

西田忠洋（島根・N.	S.D）
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）3─1

増田穂積（長崎・早岐卓愛）
▼準決勝
坂本	 -7、6、8、4	 川原
今西	 8、-6、10、-3、6	 江浜
▼決勝
今西雅昭	 -13、7、11、8	 坂本憲一

□女子フォーティ
▼準々決勝
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3─0

吉野法子（福岡・個人）
大津絵美子（香川・丸亀SC）3─0

齋藤富美子（北海道・札幌Unity）
岸雅江（美鷹クラブENJOY）3─2

新谷朋江（富山・ドンペリ）
早田恵美子（長崎・諫早卓球センター）3─1
荒木美輪子（茨城・つくば国際スポーツセンター）

▼準決勝
大津	 2、4、9	 大嶋
早田	 -5、-9、6、7、3	 岸
▼決勝
早田恵美子	 8、8、4	 大津絵美子

□男子フィフティ
▼準々決勝
三田村則明（東京・卓楓会）3─2

勝英雄（奈良・大阪経法大教員）
川内信一郎（神奈川・FAMILY）3─2

藤浦哲夫（徳島・阿波銀行）
細谷勉（山梨・ピーベリークラブ）3─1

山崎正樹（東京・沖電気）
松下浩（愛知・明誠クラブ）3─0

仲村渠功（東京・サザンクロス）
▼準決勝
三田村	 4、-7、8、7	 川内
細谷	 9、6、-4、-10、6	 松下
▼決勝
三田村則明	 -7、6、-9、9、9	 細谷勉

□女子フィフティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）3─1

宮下隆子（埼玉・大宮スカット）
井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）3─1

太田裕子（東京・つばさクラブ）
黒坂初枝（愛知・あすなろクラブ）3─1

本田千鶴（大分・ＳＫＹクラブ）
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3─1

十川早苗（徳島・徳島市観光協会）
▼準決勝
持田	 9、9、7	 井ノ口
日下部	 9、5、7	 黒坂
▼決勝
日下部鈴子	 14、7、-9、7	 持田恵子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
木村明久（兵庫・川西ギャラントム）3─2

冨金原修（東京・板橋クラブ）
神山哲（神奈川・高倉クラブ）	3─2

宇田川芳男（神奈川・Y卓会）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）	3─0

富岡成一（東京・西東京クラブ）
中村提見（東京・サザンクロス）	3─2

津島靖武（神奈川・逗子クラブ）
▼準決勝
木村	 7、8、-9、7	 神山
鈴木	 13、9、-6、5	 中村
▼決勝
鈴木和久	 7、-11、-10、8、9	 木村明久

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
浜田キヱ（愛知・安城エムクラブ）3─1

関根芳子（千葉・市川市レディース）
岡部君枝（滋賀・大津卓愛会）3─0

嘉藤文代（大阪・吹出レディース）
勝谷秀子（愛知・あすなろ）3─2

坂下代志恵（東京・芙蓉）
村川治子（埼玉・大宮スカット）3─2

士野美子（熊本・熊本球友会）
▼準決勝
浜田	 0、10、-7、5	 岡部
村川	 5、9、12	 勝谷
▼決勝
村川治子	 8、6、7	 浜田キヱ

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
与田公徳（福岡・博多ベテラン会）3─0

岡戸春吉（愛知・卓研会）
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佐藤至宏（東京・皐月会）3─1
中山和英（徳島・クロサキ）

楠木敏孝（広島・広島県庁）3─0
緒方敏夫（愛知・三河クラブ）

竹内俊夫（京都・丹後ベテラン会）3─1
玉山昌右（福井・卓誠会）

▼準決勝
佐藤	 10、-11、4、8	 与田
竹内	 -8、7、-9、6、4	 楠木
▼決勝
佐藤至宏	 11、-10、9、8	 竹内俊夫

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・翡翠）3─0

廣井恵子（埼玉 ･熊谷 ･サンローゼ）
山口幸子（北海道・ニューリーブス）3─0

中原良子（山口・岩国東同好会）
河路悦子（愛知・AFクラブ）3─0

みずの洋子（富山・ドンペリ）
柴田紀子（東京・サザンスターズ）3─2

志水小夜子（埼玉・駒場クラブ）
▼準決勝
池田	 -7、4、-9、4、1	 山口
河路	 8、-5、9、9	 柴田
▼決勝
河路悦子	 8、8、-9、10	 池田章子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3─0

大宮修（東京・西東京クラブ）
澤田秀夫（富山・ドンペリ）3─1	

小川晋（東京・卓翠会）
杉本泰成（富山・ドンペリ）3─0

横井良和（神奈川・横浜ベテラン会）
小野塚章司（千葉・VEGA	CLUB）3─2

唐橋博（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
澤田	 -10、6、9、-9、8	 正野
杉本	 5、7、7	 小野塚
▼決勝
澤田秀夫	 -11、7、6、-5、6	 杉本泰成

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
原田哲子（山口・柳友クラブ）3─0

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）3─0

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）
中野哲子（東京・卓美会）3─0

増田ワカ（東京・矢口卓球場）
川野明子（東京・大田クラブ）3─2

伊藤和子（三重・エクセディ）
▼準決勝
原田	 7、-2、3、8	 土屋
川野	 9、-8、6、9	 中野
▼決勝
原田哲子	 -10、4、5、6	 川野明子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
宮内清隆（愛媛・川之江卓研）3─2

渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）
木下弘重（広島・大竹三倉クラブ）3─0

武内正利（大分・日田水郷クラブ）
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）3─1

永石和彦（佐賀・宮﨑温仙堂）
中本光男（長崎・白珠クラブ）3─1

松本善三郎（宮崎・大塚台卓友会）
▼準決勝
宮内	 7、7、12	 木下
濱	 -9、4、5、3	 中本

▼決勝
濱惣六	 -13、8、4、7	 宮内清隆

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
前田冨美子（京都・紫クラブ）3─2

大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）
青木わか（東京・赤堤クラブ）3─1

鈴木ハツ子（福島・福島サンクラブ）
鯨井かね子（東京・皐月会）3─2

川津嘉子（大分・日田あやめクラブ）
河端マサ子（北海道・フレンズ）3─1

井上幸子（滋賀・八日市クラブ）
▼準決勝
青木	 2、6、-7、8	 前田
鯨井	 4、6、9	 河端
▼決勝
青木わか	 9、6、-6、8	 鯨井かね子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
関川知男（群馬・サンピア高崎）3─1

三浦明（宮城・萩クラブ）
小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）3─2

島貫正寿（東京・個人）
関口政吉（神奈川・横浜卓友会）3─1

田中忠（広島・広島OB会）
園田隆敏（熊本・熊本県卓球協会）3─2

富田正男（東京・小金井クラブ）
▼準決勝
関川	 5、6、2	 小川
園田	 7、6、8	 関口
▼決勝
関川知男	 3、-10、11、4	 園田隆敏

□女子ローエイティ
▼準々決勝
松田静江（北海道・個人）3─1

千葉八重子（千葉・千葉ラージ）
村上和子（兵庫・伊卓連）3─1

松田きみ子（愛知・豊橋市愛豊クラブ）
萩原昭子（東京・国卓クラブ）3─2

篠原秀子（東京・ITS ラ ･ ポーム）
中塚君子（鹿児島・向卓クラブ）3─0

松岡恵美子（兵庫・みゆき）
▼準決勝
松田	 -6、8、-5、9、11	 村上
中塚	 -8、7、7、7	 萩原
▼決勝
中塚君子	 4、5、-10、11	 松田静江

□男子ハイエイティ
▼準決勝
塚本尚太郎（愛知・知多アタック）3─1

久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）
井川正義（茨城・日立卓翔会）3─1

森川賢治（兵庫・伊卓連）
▼決勝
塚本尚太郎	 -9、9、9、8	 井川正義

□女子ハイエイティ
▼決勝
佐藤トヨ（北海道・新卓）3、4、5	

山路冨久子（神奈川・横浜ラージ）

平成19年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成19年11月9～11日、於：越谷市立総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
駒井健一（北海道 ･光林坊）3─1

新藤和則（栃木・東京電力栃木）

国広哲弥（東京・GROUND	ZERO）3─1
笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）

小田桐憲仁（岩手・富士大職員）3─0
上澤典久（栃木・栃木銀行）

藤本貴史（東京・丸善クラブ）3─0
鎮西直人（長野・鎌田クラブ）

▼準決勝
駒井	 3、10、-2、7	 国広
藤本	 12、7、8	 小田桐
▼決勝
藤本貴史	 12、7、8	 駒井健一

□女子サーティ
▼準々決勝
鳴海玲奈（青森・みちのくクラブ）3─0

中村理美（奈良・天理クラブ）
舩山晶子（埼玉 ･狭山フレンズ）3─0

中内亜季（高知・上町病院）
山田陽子（東京 ･美鷹クラブENJOY）3─1
	 山口弘美（埼玉・所沢レディース）
小野千代（東京 ･卓精会）3─0	

加藤美代（東京・飛鳥クラブ）
▼準決勝
舩山	 8、8、3	 鳴海
小野	 6、-5、9、-6、5	 山田
▼決勝
舩山晶子	 8、8、4	 小野千代

□男子フォーティ
▼準々決勝
松本直也（愛媛 ･松山大学職員）キケン

津田常徳（宮城・仙台卓球センター）
渡辺均（岡山 ･三菱自動車水島）3─2

中村勉（東京・ゴルベテ）
召田祐治（長野 ･PBT 青木）3─2

山鹿泰史（長崎・オール長大）
野中修二（東京 ･代々木クラブ）3─0

川原尚美（京都・健勝苑）
▼準決勝
松本	 9、8、10	 渡辺
野中	 -8、4、6、11	 召田
▼決勝
野中修二	 7、8、9	 松本直也

□女子フォーティ
▼準々決勝
大津絵美子（香川 ･丸亀 SC）3─0

疋田賀代（愛知・圓クラブ）
新田由紀子（北海道 ･札幌Unity）3─0

唐橋千恵（東京・代々木クラブ）
齋藤富美子（北海道 ･札幌Unity）3─2

前島真樹子（埼玉・狭山フレンズ）
金野眞知子（大阪 ･砂辺クラブ）3─2

岸雅江（東京・美鷹クラブENJOY）
▼準決勝
大津	 9、7、-8、9	 新田
齋藤	 11、-6、9、4	 金野
▼決勝
大津絵美子	 8、1、-13、-7、6	 齋藤富美子

□男子フィフティ
▼準々決勝
江浜勲（神奈川 ･日産自動車追浜）3─0

椿保範（島根・大田クラブ）
旅田和彦（香川 ･坂出卓研）3─2

藤浦哲夫（徳島・さくら卓研）
坂本憲一（神奈川 ･日産自動車追浜）3─0

本橋直道（埼玉・フジイケクラブ）
政本尚（奈良 ･三条栄）3─0

小山隆儀（静岡・卓親会）
▼準決勝
江浜	 8、7、-9、11	 旅田
坂本	 8、-9、12、2	 政本
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▼決勝
坂本憲一	 9、10、4	 江浜勲

□女子フィフティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川 ･チャイム）3─0

阿部啓子（埼玉・レインボー）
船ヶ山昌子（愛知 ･サクセス）3─2

坂本久美（神奈川・COLOR）
黒坂初枝（愛知 ･あすなろクラブ）3─1

十川早苗（徳島・徳島市観光協会）
井置節子（神奈川 ･藤沢レディース）3─1

脇村利恵子（大阪・HPC）
▼準決勝
日下部	 6、7、8	 船ヶ山
黒坂	 6、6、10	 井置
▼決勝
日下部鈴子	 8、5、7	 黒坂初枝

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
冨金原修（東京 ･板橋クラブ）3─1

大和屋順一（奈良・わかくさクラブ）
仲村渠功（東京 ･サザンクロス）3─0

西岡史朗（神奈川・逗子クラブ）
中村提見（東京 ･サザンクロス）3─0

津島靖武（神奈川・逗子クラブ）
中村拓（愛知 ･名古屋マスターズ）3─2

新宮義久（岡山・卓酔会）
▼準決勝
冨金原	 9、9、-5、9	 仲村渠
中村提	 5、-10、5、8	 中村拓
▼決勝
冨金原修	 9、4、7	 中村提見

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
嘉藤文代（大阪 ･吹田レディース）3─0

村川治子（埼玉・大宮スカット）
持田恵子（愛知 ･サクセス）3─0

山口洋子（兵庫・あすか）
片岡登志子（埼玉 ･レインボー）3─1

福井米子（愛知・春日井クラブ）
浜田キヱ（愛知 ･安城エムクラブ）3─2

太田裕子（東京・つばさクラブ）
▼準決勝
持田	 -9、4、11、6	 嘉藤
浜田	 6、11、9	 片岡
▼決勝
持田恵子	 8、6、-7、3	 浜田キヱ

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
杉野国広（愛知・名古屋マスターズ）3─2

佐藤至宏（東京・皐月会）
福島忠雄（東京・ブループラム）3─1

大村光保（兵庫・兵庫ベテラン会）
玉山昌右（福井・卓誠会）3─1
	 黒田幸彦（宮城・仙台ベテラン会）
竹内俊夫（京都・丹後ベテラン会）3─0

小浜豊喜（兵庫・小浜クラブ）
▼準決勝
福島	 3、4、4	 杉野
竹内	 -8、9、7、-8、2	 玉山
▼決勝
竹内俊夫	 4、-8、7、13	 福島忠雄

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
廣井恵子（埼玉・T. くまがや）3─2

国谷トミ子（埼玉・SK杏）
藤本道子（東京 ･サザンスターズ）3─0

山田きみ（東京・卓精会）

新谷美恵子（大阪 ･個人）3─0
藤井宣枝（愛知・あすなろクラブ）

福島正子（埼玉 ･所沢レディース）3─2
みずの洋子（富山・ドンペリ）

▼準決勝
藤本	 7、-3、-11、4、9	 廣井
福島	 9、8、8	 新谷
▼決勝
福島正子	 4、-11、7、6	 藤本道子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
谷本邦彦（香川・ES高松）3─1

菊地正宣（神奈川・VT神奈川）
小川晋（東京 ･卓翠会）3─0	

増田和雄（新潟・新発田クラブ）
小野塚章司（千葉 ･VEGA	CLUB）3─0	

西村正人（山口・花岡チャイム）
杉本泰成（富山 ･ドンペリ）	3─1

池内祥治（熊本・SEIZAN）
▼準決勝
谷本	 -11、8、3、9	 小川
杉本	 7、-9、2、6	 小野塚
▼決勝
杉本泰成	 -7、8、9、7	 谷本邦彦

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
原田哲子（山口 ･柳友クラブ）3─0

三浦礼子（東京・国卓クラブ）
奥田美代子（奈良・ウイング）3─0

安藤節子（東京・武蔵野クラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）3─0

角野博子（東京・武蔵野クラブ）
川野明子（東京・大田クラブ）3─2

古茂田正子（東京・飛鳥クラブ）
▼準決勝
奥田	 -10、7、6、7	 原田
土屋	 8、7、15	 川野
▼決勝
土屋慶子	 5、4、8	 奥田美代子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
小林昇（岡山・卓酔会）3─1

菅沼萬之助（東京・悠遊会）
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3─0

宮崎誠一（兵庫・兵庫ベテラン会）
唐橋博（東京・代々木クラブ）3─0

永石和彦（佐賀・永石卓球）
桑原繁夫（東京・卓楓会）3─2

平山繁（東京・中野クラブ）
▼準決勝
正野	 7、-7、7、-9、13	 小林
唐橋	 -7、3、-16、11、9	 桑原
▼決勝
正野素行	 7、11、10	 唐橋博

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
鯨井かね子（東京・皐月会）3─1
	 伊藤芳枝（神奈川・横浜ベテラン会）
内山道子（東京・石泉クラブ）3─0

柴垣徳子（大阪・岸和田）
大和桂子（兵庫・チャレンジャー）3─0

河端マサ子（北海道・フレンズ）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3─0

岩木羊子（千葉・うらやす）
▼準決勝
内山	 2、4、1	 鯨井
土佐	 5、4、9	 大和
▼決勝
土佐昭子	 5、9、-7、7	 内山道子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
関川知男（群馬・サンピア高崎）3─1

富田正男（東京・小金井クラブ）
吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）3─1

島貫正寿（東京・個人）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3─2

関口政吉（神奈川・横浜卓友会）
園田隆敏（熊本・熊本県卓球協会）3─2

笹原仁視（岡山・岡山卓球ベテラン会）
▼準決勝
関川	 -7、3、0、-9、8	 吉田
渡瀬	 -2、6、-8、6、7	 園田
▼決勝
関川知男	 3、7、3	 渡瀬一三生

□女子ローエイティ
▼準々決勝
高原ヱミ（大分・さざんかクラブ）3─2

中丸アイ子（福島・会津クラブ）
久保山順子（福岡・綾杉クラブ）3─0

篠原秀子（東京・ITS ラ ･ ポーム）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

前田和子（愛媛・えひめ卓友会）
武田キヨ（東京・卓令）3─1

村上和子（兵庫・伊卓連）
▼準決勝
高原	 -10、7、5、9	 久保山
大塚	 3、10、11	 武田
▼決勝
大塚徳子	 5、7、1	 高原ミヱ

□男子ハイエイティ
▼準決勝
塚本尚太郎（愛知 ･知多アタック）-8、12、3、6
	 柴田定之（福岡 ･筑紫野クラブ）
河本勇雄（兵庫 ･宝塚ヘルシー）6、-9、4、5

小川恭三（兵庫 ･兵庫ベテラン会）
▼決勝
塚本尚太郎	 6、8、5	 河本勇雄

□女子ハイエイティ
▼準決勝
定方禮子（長崎 ･諫早ベテラン会）8、7、5

山田登志子（京都 ･ロッキーチャック）
中村千代子（兵庫 ･兵庫ベテラン会）7、9、4

山路冨久子（神奈川 ･藤沢レディース）
▼決勝
定方禮子	 -8、5、6、-8、6	 中村千代子

平成20年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成20年11月7～9日、於：坂出市立体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
藤本貴史（東京・丸善クラブ）3─1

伊藤哲史（岐阜・天龍工業）
重政和樹（山口・Luce）3─0

長岡日出樹（北海道・警卓会）
西川幸伸（神奈川・FAMILY）3─0

西畑悦満（三重・ホンダ鈴鹿）
大貫譲司（栃木・卓心会）3─2

長谷川潤平（福井・東工シャッター）
▼準決勝
藤本	 7、-12、-11、3、6	 重政
西川	 7、7、-6、-6、7	 大貫
▼決勝
藤本貴史	 11、6、8	 西川幸伸
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□女子サーティ
▼準々決勝
小野千代（東京・卓精会）3─0

西川麻紀子（東京・美鷹クラブENJOY）
河田佳子（大阪・H･P･C）3─1

飯村千絵（広島・ヒロタクスポーツ）
徳田明子（愛媛・松山SC）3─1

渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）
山田陽子（東京・美鷹クラブENJOY）3─0

前田恵美（茨城・瑞穂クラブ）
▼準決勝
河田	 6、8、5	 小野
山田	 6、-9、4、-7、8	 徳田
▼決勝
河田佳子	 3、6、8	 山田陽子

□男子フォーティ
▼準々決勝
野中修二（東京 ･代々木クラブ）3─0

種村明彦（京都・Jack ｰ4）
笹岡光央（新潟 ･Rising	Niigata）

3─0　金島博之（滋賀・びわこ銀行）
原晃（福島・東京電力）3─2

菅弘志（神奈川・青嵐クラブ）
塩田晋宏（栃木・卓心会）3─0
	 武田光史（北海道・光林坊）
▼準決勝
野中	 10、6、8	 笹岡
原	 -5、8、7、5	 塩田
▼決勝
原晃	 5、-8、-3、8、4	 野中修二

□女子フォーティ
▼準々決勝
大津絵美子（香川 ･丸亀 SC）3─1

新谷朋江（富山・ドンペリ倶楽部）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3─0

疋田賀代（愛知・圓クラブ）
中嶋綾子（岐阜・アニモ）3─0

山内博美（愛知・サクセス）
新田由紀子（北海道・札幌Unity）3─0

崎浜しのぶ（福岡・I・T塾）
▼準決勝
大津	 7、9、4	 大嶋
新田	 8、5、9	 中嶋
▼決勝
大津絵美子	 7、3、-8、7	 新田由紀子

□男子フィフティ
▼準々決勝
藤浦哲夫（徳島 ･さくら卓研）3─2

坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）
旅田和彦（香川 ･坂出卓研）3─0

大畑正（島根・益田球心会）
政本尚（奈良 ･三条栄）3─1

吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）
中村康司（京都 ･都クラブ）3─1

江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）
▼準決勝
旅田	 5、3、12	 藤浦
中村	 4、8、-9、4	 政本
▼決勝
旅田和彦	 6、7、-9、8	 中村康司

□女子フィフティ
▼準々決勝
齋藤富美子（北海道 ･札幌Unity）3─1

日下部鈴子（神奈川・チャイム）
井置節子（神奈川 ･藤沢レディース）3─1

島田美鈴（東京・淑友クラブ）
鶴田昌枝（神奈川 ･湘南クラブ）3─0

船ヶ山昌子（愛知・サクセス）
坂本久美（神奈川 ･COLOR）3─2
	 井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）

▼準決勝
齋藤	 2、-10、5、6	 井置
鶴田	 4、6、8	 坂本
▼決勝
鶴田昌枝	 8、8、-10、-10、8	 齋藤富美子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
勝英雄（奈良 ･大阪経法大教員）3─0

角田仁一（埼玉・TKOクラブ）
大和屋順一（奈良 ･わかくさクラブ）3─2

新田耕造（兵庫・兵庫ベテラン会）
細谷勉（山梨 ･個人）3─0

中村拓（愛知・名古屋マスターズ）
上野晴人（東京 ･トキワクラブ）3─0

渡辺元和（埼玉・卓伸会）
▼準決勝
勝	 -7、-6、7、9、4	 大和屋
上野	 -8、10、-9、11、9	 細谷
▼決勝
上野晴人	 10、9、-11、-9、7	 勝英雄

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知 ･サクセス）3─0

土田きん子（埼玉・三峰）
高橋邦子（東京 ･千代田クラブ）3─1

野中よしみ（福岡・ピュアメイト）
嘉藤文代（大阪 ･吹田レディース）3─1

太田裕子（東京・つばさクラブ）
村川治子（埼玉 ･大宮スカット）3─0

浜田キヱ（愛知・安城エムクラブ）
▼準決勝
高橋	 8、8、-5、9	 持田
村川	 -6、-2、7、5、7	 嘉藤
▼決勝
村川治子	 -11、9、12、10	 高橋邦子

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
竹内俊夫（京都 ･丹後ベテラン会）3─1

佐藤至宏（東京・サザンクロス）
仲井照凱（東京・代々木クラブ）3─0

竹田元一（愛知・AFブラザー）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3─1

大西晃（北海道・ナガオSC）
奥田昭和（東京・代々木クラブ）3─0

宮地和彦（京都・京都悠遊会）
▼準決勝
竹内	 6、7、4	 仲井
奥田	 -8、-9、5、9、8	 鈴木
▼決勝
奥田昭和	 8、-6、8、3	 竹内俊夫

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
福島正子（埼玉 ･所沢レディース）3─0

岡部君枝（滋賀・大津卓愛会）
池田章子（大阪 ･翡翠）3─0	

みずの洋子（富山・ドンペリ倶楽部）
柴田紀子（東京・サザンスターズ）3─1

廣井恵子（埼玉・T. くまがや）
新谷美恵子（大阪・個人）3─0
	 近澤明美（愛知・ささしま）
▼準決勝
池田	 -7、-8、8、7、6	 福島
柴田	 8、-6、-5、9、5	 新谷
▼決勝
池田章子	 12、-14、9、6	 柴田紀子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
杉本泰成（富山 ･ドンペリ）3─2

田中鍛（東京・西東京クラブ）

池内祥治（熊本 ･SEIZAN）3─0
渡邊鍈一（福岡・豊前渡邊クラブ）

土屋隆一（埼玉 ･MINT2）3─0
本田厚生（熊本・SEIZAN）

澤田秀夫（富山 ･ドンペリ）3─1
細野淳一（東京・皐月会）

▼準決勝
池内	 -4、-2、8、9、8	 杉本
澤田	 -10、1、3、-8、5	 土屋
▼決勝
澤田秀夫	 11、11、10	 池内祥治

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
宮島律子（愛知 ･明誠クラブ）3─2

土屋慶子（東京・卓美会）
原田哲子（山口 ･柳友クラブ）3─0

安藤節子（東京・武蔵野クラブ）
西村美貴子（千葉・かりん）3─0

林明美（大阪・大阪ベテラン会）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3─0

中野和子（兵庫・川西グリーン）
▼準決勝
原田	 7、4、-7、6	 宮島
西村	 -2、7、9、-7、3	 長瀬
▼決勝
原田哲子	 -10、9、9、12	 西村美貴子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3─1

濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）
利根川亘（千葉・白井マスターズ）3─0

藤本博文（兵庫・兵庫ベテラン会）
奥原靖夫（山口・下関ベテラン会）3─0

小林晃（岡山・卓酔会）
横山武利（北海道・個人）3─1

唐橋博（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
利根川	 5、-13、5、8	 正野
横山	 7、4、9	 奥原
▼決勝
利根川亘	 5、6、-4、12	 横山武利

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
池田和子（兵庫・川西南卓球クラブ）3─1

土佐昭子（神奈川・浜卓会）
金子郁子（愛知・豊卓レディース）3─2

稲垣宏子（千葉・習志野レディース）
崔花子（東京・練馬茜）3─0

岩木羊子（千葉・うらやす）
倉田光子（兵庫・大阪ベテラン会兵庫）3─0

西原蓉子（福岡・ATT）
▼準決勝
金子	 4、9、10	 池田
崔	 -5、8、8、-10、3	 倉田
▼決勝
崔花子	 10、3、6	 金子郁子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
関川知男（群馬・サンピア高崎）3─0

岸田義和（京都・酔卓会）
園田隆敏（熊本・熊本県卓球協会）3─1

関口政吉（神奈川・三ツ沢スターズ）
吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）3─2

笹原仁視（岡山・岡山卓球ベテラン会）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3─1

小泉治人（東京・ノースクラブ）
▼準決勝
関川	 10、3、5	 園田
吉田	 6、10、6	 渡瀬
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▼決勝
関川知男	 7、5、9	 吉田昭夫

□女子ローエイティ
▼準々決勝
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

中塚君子（鹿児島・向卓クラブ）
村上和子（兵庫・伊卓連）3─1

中丸アイ子（福島・会津クラブ）
井上幸子（滋賀・八日市クラブ）3─0

久保山順子（福岡・綾杉クラブ）
浅海頼子（山口・柳友クラブ）3─0

圓川君子（大分・日田あやめクラブ）
▼準決勝
大塚	 11、9、-8、6	 村上
浅海	 12、9、6	 井上
▼決勝
大塚徳子	 4、-5、5、5	 浅海頼子

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
島貫正寿（東京・個人）3─0

久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）
富田正男（東京・小金井卓連）3─0

村杉清市（埼玉・岩卓会）
坂田喜三郎（福岡・安永卓球クラブ）3─0

河本勇雄（兵庫・宝塚ヘルシー）
▼準決勝
島貫　-10、6、10、-11、3

井原春夫（広島 ･広島OB会）
富田	 4、-5、8、13	 坂田
▼決勝
富田正男	 5、6、3	 島貫正寿

□女子ハイエイティ
▼準決勝
前田恒子（東京・ひよこクラブ）3─2

佐藤トヨ（北海道・新卓）
松田きみ子（愛知・豊橋市愛豊クラブ）3─1

山路冨久子（神奈川・藤沢レディース）
▼決勝
松田きみ子	 6、7、7	 前田恒子

平成21年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成21年10月30日～11月1日、於：岩国市総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
遊佐充裕（福島・南相馬市役所）3─1

藤本貴史（東京・丸善クラブ）
末貞拓郎（山口・TEAM☆ ZEROー1）3─2

加藤譲二（広島・シンコー）
岡野康幸（岐阜・天龍工業）3─2

三島崇明（北海道・ピンポンPan 旭川）
菴木伸吾（東京 ･GROUND	ZERO）3─0

新藤和則（栃木・東京電力栃木）
▼準決勝
末貞	 1、4、9	 遊佐
菴木	 9、9、8	 岡野
▼決勝
末貞拓郎	 4、5、6	 菴木伸吾

□女子サーティ
▼準々決勝
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3─0

山田陽子（東京・美鷹クラブENJOY）
小野千代（東京・卓精会）3─1

飯村千絵（広島・ヒロタクスポーツ）
前田恵美（茨城・瑞穂クラブ）3─0

西川麻紀子（東京・美鷹クラブENJOY）
加藤美代（東京・飛鳥クラブ）3─1

井関佳余子（徳島・四国放送サービス）

▼準決勝
安部	 7、7、5	 小野
加藤	 9、9、6	 前田
▼決勝
安部香織	 6、9、5	 加藤美代

□男子フォーティ
▼準々決勝
枝広一志（岡山・関西クラブ）3─2

原晃（福島・東京電力）
向山収（大阪・大阪ナイトクラブ）3─1

有田健治（福岡・I・T塾）
中村宏（千葉・卓修会）3─0

西田忠洋（島根・N.	S.D）
川崎真一（香川・ES高松）3─1

樫原浩之（滋賀・八日市クラブ）
▼準決勝
枝広	 7、-5、6、8	 向山
中村	 6、6、5	 川崎
▼決勝
枝広一志	 -9、9、7、9	 中村宏

□女子フォーティ
▼準々決勝
岸雅江（東京・美鷹クラブENJOY）3─1

岩井佐知子（北海道・北斗クラブ）
渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）3─0

鳥屋麻子（千葉・THINK）
唐橋千恵（東京・代々木クラブ）3─2

南澤重子（長野・須坂卓翔会）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3─0

中村理美（奈良・天理クラブ）
▼準決勝
渡辺	 10、7、7	 岸
大嶋	 10、5、7	 唐橋
▼決勝
渡辺由希子	 6、4、7	 大嶋由美

□男子フィフティ
▼準々決勝
西村信之（京都・都クラブ）3─2

佐野秀雄（神奈川・FAMILY）
三田村則明（東京・卓楓会）3─0

浦入賢一郎（京都・平盛クラブ）
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）3─2

藤浦哲夫（徳島・さくら卓研）
清水栄治（神奈川・高倉クラブ）3─0

竹田和晃（東京・卓精会）
▼準決勝
西村	 8、-18、11、6	 三田村
江浜	 10、-6、3、10	 清水
▼決勝
江浜勲	 -10、5、11、9	 西村信之

□女子フィフティ
▼準々決勝
前田栄子（福岡・STEP21）3─2

横山雪美（岡山・ユースリゲイン）
髙木和恵子（東京・千代田クラブ）3─2

日下部鈴子（神奈川・チャイム）
大津絵美子（香川・丸亀SC）3─0

坂本久美（神奈川・COLOR）
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）3─1

井置節子（神奈川・藤沢レディース）
▼準決勝
髙木和	 7、7、-8、1	 前田
船ヶ山	 8、11、-8、-9、6	 大津
▼決勝
船ヶ山昌子	 7、-9、6、10	 髙木和恵子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
杉本敬太郎（三重・モリスクラブ）3─0

原田正（福岡・博多ベテラン会）

田中稔（山口・錦帯クラブ）3─2
中村提見（東京・サザンクロス）

冨金原修（東京・板橋クラブ）3─1
駒木根保良（東京・代々木クラブ）

勝英雄（奈良・大経法大職員）3─0
吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）

▼準決勝
杉本	 1、7、-5、8	 田中
勝	 7、5、7	 冨金原
▼決勝
勝英雄	 6、7、4	 杉本敬太郎

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
石野明美（埼玉・ふじみ野市卓連）3─2

岩間リツ子（愛知・瀬戸市卓球協会）
板谷典子（大阪・砂辺クラブ）3─1

浜田キヱ（愛知・安城エムクラブ）
持田恵子（愛知・サクセス）3─0

内田順子（愛知・トヨタグリーン）
高橋邦子（東京・千代田クラブ）3─1

宮澤喜美子（東京・友クラブ）
▼準決勝
板谷	 -7、13、-9、3、10	 石野
持田	 8、1、6	 高橋
▼決勝
持田恵子	 6、-5、6、5	 板谷典子

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
玉山昌右（福井・卓誠会）3─1

奥田昭和（東京・代々木クラブ）
西飯徳康（愛知・愛工大職員）3─0

大西晃（北海道・ナガオSC）
渡辺昴史（東京・代々木クラブ）3─1

鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）
照井信夫（神奈川・横浜ベテラン会）3─2

国重博（山口・別府ベテラン会）
▼準決勝
玉山	 -5、6、4、6	 西飯
渡辺	 3、3、10	 照井
▼決勝
渡辺昴史	 5、1、4	 玉山昌右

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
柴田紀子（東京・サザンスターズ）3─0

山田きみ（東京・卓精会）
廣井恵子（埼玉・T. くまがや）3─0

福井米子（愛知・春日井クラブ）
岡部君枝（滋賀・大津卓愛会）3─1

三嶋好野（埼玉・T. くまがや）
鈴木千鶴子（大阪・ポパイ）3─1

小笠原たか（青森・TMC）
▼準決勝
廣井	 4、-8、8、9	 柴田
岡部	 -8、6、5、8	 鈴木
▼決勝
廣井恵子	 11、-7、12、-12、2	 岡部君枝

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
佐藤至宏（東京・サザンクロス）3─1

大内明雄（埼玉・TKOクラブ）
渡邊鍈一（福岡・豊前渡邊クラブ）3─2

安部實（大阪・悠遊会）
金沢保久（埼玉・ウイング）3─1

和田紘一（神奈川・VT神奈川）
高橋基道（奈良・三友クラブ）3─0

小寺征四郎（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
佐藤	 6、6、7	 渡邊
金沢	 7、-7、5、7	 高橋

127



国内大会

▼決勝
佐藤至宏	 10、6、7	 金沢保久

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
林明美（大阪・大阪ベテラン会）3─1

原田哲子（山口・柳友クラブ）
河路悦子（愛知・AFクラブ）3─0

角田憲子（兵庫・チャレンジャー）
宮島律子（愛知・明誠クラブ）3─2

池田章子（大阪・翡翠）
神保和子（東京・プレミアム）3─0

赤坂芳子（東京・たまみ会）
▼準決勝
林	 9、10、5	 河路
宮島	 3、4、2	 神保
▼決勝
林明美	 -8、10、9、6	 宮島律子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）3─0

平田実（大阪・大阪ベテラン会）
池内祥治（熊本・SEIZAN）3─1

唐橋博（東京・代々木クラブ）
澤田秀夫（富山・ドンペリ）3─2

正野素行（大阪・大阪ベテラン会）
藤本博文（兵庫・兵庫ベテラン会）3─2

岩野耕三（神奈川・三ツ沢スターズ）
▼準決勝
池内	 8、3、-10、10	 濱
澤田	 -7、9、3、1	 藤本
▼決勝
澤田秀夫	 8、7、-6、-10、5	 池内祥治

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
珠玖幸子（神奈川・浜卓会）3─0

崔花子（東京・練馬茜）
増田ワカ（東京・矢口卓球場）3─0

円城寺スミ子（福岡・石田卓球クラブ）
伊藤玲子（京都・宇治卓研）3─2

前川キミ子（埼玉・レインボー）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3─1

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）
▼準決勝
増田	 9、8、-5、6	 珠玖
伊藤	 -8、14、-8、7、7	 土佐
▼決勝
伊藤玲子	 9、8、-5、-5、7	 増田ワカ

□男子ローエイティ
▼準々決勝
関川知男（群馬・サンピア高崎）3─2

永井昭爾（神奈川・川崎ラージ）
辻本和夫（奈良・西大和クラブ）3─1

渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）
園田隆敏（熊本・熊本県卓球協会）3─2

岸田義和（京都・酔卓会）
小泉治人（東京・ノースクラブ）3─1

吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）
▼準決勝
辻本	 9、9、-2、7	 関川
小泉	 8、-8、7、6	 園田
▼決勝
辻本和夫	 5、-8、4、9	 小泉治人

□女子ローエイティ
▼準々決勝
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

福原富子（神奈川・個人）
井上幸子（滋賀・八日市クラブ）3─0

圓川君子（大分・日田あやめクラブ）

梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）3─1
村上和子（兵庫・伊卓連）

浅海頼子（山口・柳卓クラブ）3─0
富樫啓子（東京・千代田クラブ）

▼準決勝
大塚	 4、6、5	 井上
梅林	 6、-8、6、-6、5	 浅海
▼決勝
大塚徳子	 6、9、4	 梅林千勢

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
富田正男（東京・小金井卓連）3─0

三浦明（宮城・萩クラブ）
増田清人（三重・津卓親会）3─0

山田晋（石川・金沢マスターズ）
関口政吉（神奈川・三ツ沢スターズ）3─0

坂田喜三郎（福岡・安永卓球クラブ）
島貫正寿（東京・個人）3─0

西林吉一（三重・西南クラブ）
▼準決勝
富田	 6、5、-6、1	 増田
関口	 -4、8、5、4	 島貫
▼決勝
富田正男	 3、-6、7、-6、7	 関口政吉

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
松山睦子（鹿児島・向卓クラブ）3─1

宮成サカエ（大分・さざんかクラブ）
高原エミ（大分・さざんかクラブ）3─2

中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）
眞部トヨ子（福岡・綾杉クラブ）3─1

深見靖子（三重・さざんかクラブ）
▼準決勝
松田きみ子（愛知・豊橋市愛豊クラブ）

7、-8、-8、9、5　松山
眞部	 7、10、8	 高原
▼決勝
松田きみ子	 10、-10、9、6	 眞部トヨ子

平成22年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成22年11月12～14日、於：大阪市中央体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
末貞拓郎（山口・TEAM☆ ZERO ｰ1）3─0

清水寿剛（宮城・仙台卓球センタークラブ）
岡野康幸（岐阜・TENRYU）3─1

藤本貴史（東京・丸善クラブ）
河原祐二（東京・美鷹クラブ）3─2

加藤譲二（広島・シンコー）
菴木伸吾（東京・GROUND	ZERO）3─0

西村雅裕（静岡・FEVER）
▼準決勝
末貞	 7、9、7	 岡野
菴木	 4、-6、2、9	 河原
▼決勝
菴木伸吾	 -9、6、4、-8、7	 末貞拓郎

□女子サーティ
▼準々決勝
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3─1

村上富貴（宮城・桔梗苦羅舞）
山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）3─1

藤原佳子（東京・FLEX）
小野千代（東京・卓精会）3─0

信田真美（北海道・北見クラブ）
加藤美代（東京・飛鳥クラブ）3─2

神山瑶（山梨・山梨信用金庫）
▼準決勝
安部	 9、4、5	 山下

小野	 7、8、10	 加藤
▼決勝
安部香織	 -5、3、10、5	 小野千代

□男子フォーティ
▼準々決勝
枝広一志（岡山・関西クラブ）3─0

平岡靖之（京都・西京味噌いかる）
入本修（大阪・大阪ナイトクラブ）3─1

井上克己（山口・日本製紙）
松本直也（愛媛・松山大学職員）3─2

吉山明志（愛知・明誠クラブ）
中村宏（千葉・卓修会）3─2

堀雅敏（新潟・亀田郷土地改良区）
▼準決勝
枝広	 -8、-7、6、9、10	 入本
松本	 -6、9、-4、9、7	 中村
▼決勝
枝広一志	 10、7、10	 松本直也

□女子フォーティ
▼準々決勝
渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）3─1

新谷朋江（富山・ドンペリ）
鳥屋麻子（千葉・THINK）3─0

亀井美希（茨城・瑞穂クラブ）
中村理美（奈良・天理クラブ）3─0

岸雅江（東京・美鷹クラブENJOY）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3─1

藤井佳子（茨城・瑞穂クラブ）
▼準決勝
渡辺	 7、8、4	 鳥屋
中村	 -9、6、7、5	 大嶋
▼決勝
渡辺由希子	 -9、-12、5、9、6	 中村理美

□男子フィフティ
▼準々決勝
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）3─2

塩田晋宏（栃木・卓心会）
旅田和彦（香川・坂出卓研）3─0

三田村則明（東京・卓楓会）
政本尚（奈良・三条栄）3─2

川原尚美（福岡・ユーアイクラブ）
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）3─1

橘川重雄（神奈川・MD相模）
▼準決勝
江浜	 9、4、6	 旅田
坂本	 6、-7、11、-7、6	 政本
▼決勝
坂本憲一	 10、-4、6、-9、6	 江浜勲

□女子フィフティ
▼準々決勝
井置節子（神奈川・藤沢レディース）3─0

藤澤幸子（岩手・奥州クラブ）
鶴田昌枝（神奈川・COLOR）3─0

美濃万里子（大阪・ウィズサニー）
大津絵美子（香川・丸亀SC）3─0

久野良子（岐阜・各務原クラブ）
北村菊代（広島・ベアークラブ）3─1

坂本久美（神奈川・COLOR）
▼準決勝
鶴田	 6、5、7	 井置
大津	 -8、9、4、8	 北村
▼決勝
大津絵美子	 6、-7、10、8	 鶴田昌枝

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
勝英雄（奈良・大経法大教員）3─0

神山哲（神奈川・高倉クラブ）
木村明久（兵庫・川西ギャラントム）3─2

福本秀夫（千葉・袖ヶ浦クラブ）
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吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3─2
冨金原修（東京・板橋クラブ）

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）3─1
杉本敬太郎（三重・モリスクラブ）

▼準決勝
勝	 2、-9、10、4	 木村
村上	 7、10、8	 吉田
▼決勝
勝英雄	 6、8、-4、9	 村上力

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）3─0

伊藤恵美子（福島・福島すみれクラブ）
武田幸子（愛媛・今治モナリザ）3─1

佐久間優子（大阪・みらくる）
大江恵美子（山口・ひかる）3─2

塩塚とし子（奈良・KTIC）
板谷典子（大阪・HPC）3─1

金子好子（千葉・千城クラブ）
▼準決勝
持田	 6、3、-15、4	 武田
大江	 11、-8、-11、10、7	 板谷
▼決勝
持田恵子	 9、5、8	 大江恵美子

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
渡辺昴史（東京・代々木クラブ）3─2

田中稔（山口・錦帯クラブ）
中村提見（東京・サザンクロス）3─0

高橋信行（愛知・菊友クラブ）
鉢谷正紀（群馬・群馬ベテラン会）3─0

津島靖武（神奈川・逗子クラブ）
西飯徳康（愛知・21クラブ愛知）3─1

鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）
▼準決勝
中村	 9、7、-8、8	 渡辺
西飯	 7、8、8	 針谷
▼決勝
中村提見	 10、7、-10、-10、9	 西飯徳康

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
廣井恵子（埼玉・T. くまがや）3─1

佐藤敬（神奈川・藤沢レディース）
山本栄子（京都・宇治クラブ）3─1

福島正子（埼玉・所沢レディース）
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）3─2

みずの洋子（富山・ドンペリ）
畠山美智子（埼玉・川口さざんか）3─1

鈴木好子（北海道・中央クラブ）
▼準決勝
廣井	 3、9、6	 山本
嘉藤	 -9、7、-3、8、8	 畠山
▼決勝
嘉藤文代	 10、2、8	 廣井恵子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
和田紘一（神奈川・VT神奈川）3─1

黒田幸彦（宮城・仙台ベテラン会）
原田武（広島・三菱重工広島）3─1

島田治一（東京・卓翠会）
小川晋（東京・卓翠会）3─0

国重博（山口・防府ベテラン会）
玉山昌右（福井・卓誠会）3─1

田中鍛（東京・西東京クラブ）
▼準決勝
原田	 8、6、-6、-5、7	 和田
玉山	 -7、3、5、4	 小川
▼決勝
玉山昌右	 -8、9、9、5	 原田武

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
林明美（大阪・大阪ベテラン会）3─1

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
八木淳子（徳島・北島体協）3─0

神保和子（東京・プレミアム）
鵜木栄子（大阪・かっぱの会）3─0

戸田可津子（大阪・21世紀卓球）
池田章子（大阪・翡翠）3─1

土屋慶子（東京・卓美会）
▼準決勝
八木	 9、11、4	 林
池田	 9、11、9	 鵜木
▼決勝
池田章子	 7、7、3	 八木淳子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
大内明雄（埼玉・TKOクラブ）3─1

澤田秀夫（富山・ドンペリ）
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3─1

濱惣六（長野・雷鳥クラブ）
横井良和（神奈川・横浜ベテラン会）3─2

土屋隆一（埼玉・MINT2）
池内祥治（熊本・SEIZAN）3─1

桑原繁夫（東京・卓楓会）
▼準決勝
正野	 5、5、6	 大内
池内	 5、9、-12、6	 横井
▼決勝
正野素行	 9、10、11	 池内祥治

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
原田哲子（山口・柳友クラブ）3─0

宮本敦子（兵庫・三木緑ヶ丘）
和田陽子（長野・安曇野体協）3─0

千本木ひろ子（神奈川・浜卓会）
珠玖幸子（神奈川・浜卓会）3─1

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3─0

松尾徳子（福岡・はるかぜ）
▼準決勝
原田	 2、2、5	 和田
珠玖	 7、7、5	 土佐
▼決勝
珠玖幸子	 9、4、10	 原田哲子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
辻本和夫（奈良・西大和クラブ）3─0

岸田義和（京都・酔卓会）
本庄俊彦（京都・個人）3─0

武内正利（大分・日田クラブ）
中本光男（長崎・白珠クラブ）3─0

渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）
藤岡正夫（京都・京都ベテラン会）3─2

永井昭爾（神奈川・川崎ラージ）
▼準決勝
本庄	 10、5、9	 辻本
中本	 -9、-10、8、11、6	 藤岡
▼決勝
中本光男	 14、-6、8、5	 本庄俊彦

□女子ローエイティ
▼準々決勝
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）3─0

大澤利子（東京・皐月会）
浅海賴子（山口・柳卓クラブ）3─1

染谷春江（東京・練馬ラージ）
井上幸子（滋賀・八日市クラブ）3─1

鯨井かね子（東京・皐月会）
手代木静子（東京・卓研パートナー）3─0

河端マサ子（北海道・深川フレンズ）

▼準決勝
大塚	 3、8、6	 浅海
井上	 6、-5、-5、9、7	 手代木
▼決勝
大塚徳子	 -7、9、6、-6、9	 井上幸子

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
富田正男（東京 ･小金井卓連）3─2

小林稔（大阪・個人）
坂田喜三郎（福岡 ･安永卓球クラブ）3─0

島貫正寿（東京・個人）
三浦明（宮城 ･萩クラブ）3─0

相原輝雄（茨城・つくば学園クラブ）
関口政吉（神奈川 ･三ッ沢スターズ）3─0

小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
富田	 11、6、9	 坂田
三浦	 -10、5、-8、7、8	 関口
▼決勝
富田正男	 9、-5、7、9	 三浦明

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
土井ちゑ（兵庫 ･川西りんどう）3─0

宮成サカヱ（大分・さざんかクラブ）
根岸咲（東京 ･青梅クラブ）3─0

中村静代（新潟・信濃クラブ）
菊池てる子（京都・STクラブ）3─0

中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
土井　8、8、8

山田登志子（京都 ･ロッキーチャック）
菊池	 12、2、4	 根岸
▼決勝
菊池てる子	 -7、9、9、10	 土井ちゑ

平成23年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成23年10月28～30日、於：スカイホール豊田

□男子サーティ
▼準々決勝
緒方昭範（兵庫・ウエダ TTC）3－1

菴木伸吾（東京・GROUND	ZERO）
加藤譲二（広島・シンコー）3－1

深町大吾（福岡・博多卓球クラブ）
岡野康幸（岐阜・TENRYU）3－0

豊田泰治（三重・三菱化学）
三田村宗明（東京・卓楓会）3－1

吉田文武（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
緒方	 9、-9、4、7	 加藤
三田村	 9、-10、7、4	 岡野
▼決勝　
三田村宗明	 7、6、7	 緒方昭範

□女子サーティ	
▼準々決勝
飯村千絵（広島・ヒロタクスポーツ）3－1

安部香織（大阪・長吉卓球センター）
神山瑶（山梨・山梨信用金庫）3－0

藤原佳子（東京・FLEX）
村上富貴（宮城・桔梗苦羅舞）3－2

加藤真知子（大阪・HIBIKI）
前田恵美（茨城・瑞穂クラブ）3－2

小野千代（東京・卓精会）
▼準決勝
神山	 8、7、-8、5	 飯村
村上	 8、9、5	 前田
▼決勝
神山瑶	 3、3、4	 村上富貴
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□男子フォーティ
▼準々決勝
飛松崇泰（兵庫・淡路 TTC）3－1

廣瀬国博（大阪・Jack-4）
三島崇明（北海道・ピンポンPan 旭川）3－1

道広直行（岡山・関西クラブ）
中村宏（千葉・卓修会）3－1

谷崎明彦（東京・卓精会）
川嶋崇弘（大阪・ESC）3－1

小林仁（三重・21クラブ）
▼準決勝
三島	 9、6、6	 飛松
川嶋	 7、-9、3、-9、7	 中村
▼決勝　
三島崇明	 8、-9、4、8	 川嶋崇弘

□女子フォーティ
▼準々決勝
陳ヶ尾芳江（千葉・千葉クラブ）3－2

渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）
加藤美代（東京・飛鳥クラブ）3－0

大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）
山内博美（愛知・サクセス）3－1

山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）
中村理美（奈良・天理クラブ）3－0

石巍（東京・ホークス）
▼準決勝
加藤	 3、-8、11、8	 陳ヶ尾
中村	 10、7、9	 山内
▼決勝
中村理美	 4、10、9	 加藤美代

□男子フィフティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産追浜）3－0

横田貞義（山口・三井化学）
岩野健（大阪・大阪ナイトクラブ）3－1

川原尚美（福岡・ユーアイクラブ）
西村信之（京都・都クラブ）3－2

本橋道直（宮城・TMクラブ）
工藤治孝（群馬・あうとばうんず）3－0

橘和明（奈良・みさとくらぶ）
▼準決勝
坂本	 4、3、3	 岩野
西村	 6、10、8	 工藤
▼決勝
坂本憲一	 2、5、8	 西村信之

□女子フィフティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3－1

大津絵美子（香川・丸亀SC）
髙木和恵子（東京・千代田クラブ）3－2

坂本久美（神奈川・COLOR）
稲川佳代（東京・COLOR）3－0

船ヶ山昌子（愛知・サクセス）
鶴田昌枝（神奈川・COLOR）3－1

美濃万里子（大阪・ウィズ・サニー）
▼準決勝
髙木和	 7、3、-9、9	 日下部
稲川	 4、4、3	 鶴田
▼決勝　
稲川佳代	 8、8、-8、6	 髙木和恵子

□男子ローシックスティ	
▼準々決勝
甚野道雄（福島・トーアエイヨー）3－1

柴沼潤一（茨城・土浦クラブ）
出田秀人（東京・双葉苦楽部）3－0

福本秀夫（千葉・袖ケ浦クラブ）
政本尚（奈良・三条栄）3－0

杉本敬太郎（三重・モリスクラブ）
細谷勉（山梨・ピーベリー）3－0

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）

▼準決勝
甚野	 -10、7、7、8	 出田
政本	 4、9、-6、11	 細谷
▼決勝　
政本尚	 -7、6、7、6	 甚野道雄

□女子ローシックスティ	
▼準々決勝
横山祐見子（高知・ピンポン館）3－1

光本慶子（広島・広島卓球）
原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）3－0

野中よしみ（福岡・ピュアメイト）
高橋邦子（千葉・千代田クラブ）3－2

板谷典子（大阪・HPC）
井置節子（神奈川・藤沢レディース）3－0

橋村三枝（兵庫・エルプログレス）
▼準決勝
横山	 6、8、9	 原田
井置	 -7、7、-9、10、10	 高橋
▼決勝　
井置節子	 8、-8、5、6	 横山祐見子

□男子ハイシックスティ	
▼準々決勝
清水満雄（埼玉・さい友会）3－2

富岡成一（東京・西東京クラブ）
冨金原修（東京・板橋クラブ）3－2

木村明久（兵庫・川西ギャラントム）
渡辺昂史（東京・代々木クラブ）3－0

古川敏明（千葉・サザンクロス）
西飯徳康（愛知・21クラブ愛知）3－2

原田正（福岡・博多ベテラン会）
▼準決勝
冨金原	 8、7、8	 清水
渡辺	 -5、-6、7、7、10	 西飯
▼決勝
冨金原修	 6、8、6	 渡辺昂史

□女子ハイシックスティ	
▼準々決勝
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）3－0

長澤征代（東京・つばさクラブ）
村川治子（埼玉・大宮スカット）3－1

関根芳子（千葉・市川市レディス）
佐藤敬（神奈川・藤沢レディース）3－2

田中伸栄（兵庫・神戸フレンズ）
福島正子（埼玉・所沢レディース）3－1

大江恵美子（山口・ひかる）
▼準決勝
嘉藤	 -5、8、-6、9、11	 村川
福島	 -9、6、-8、4、7	 佐藤
▼決勝　
嘉藤文代	 5、13、5	 福島正子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
玉山昌右（福井・福井ベテラン会）3－2

坂口達二郎（埼玉・ウイング）
楠木敏孝（広島・広島県庁）3－0

若松勝彦（北海道・卓闘会）
岩永忠幸（愛知・扇卓球パーク）3－0

国重博（山口・防府ベテラン会）
佐藤至宏（千葉・サザンクロス）3－2

渡邊鍈一（福岡・豊前渡邊クラブ）
▼準決勝
玉山	 -10、-8、10、9、8	 楠木
岩永	 5、9、6	 佐藤
▼決勝
岩永忠幸	 -10、3、9、6	 玉山昌右

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・翡翠）3－0

江口貴勲子（愛知・尾張旭こだまクラブ）

柴田紀子（東京・サザンスターズ）3－0
林明美（大阪・大阪卓球ベテラン会）

河路悦子（愛知・AFクラブ）3－1
大掛まさ美（東京・イーグルス）

八木淳子（徳島・北島体協）3－1
西脇喜子（愛知・クローバー）

▼準決勝
柴田	 5、-6、5、-9、9	 池田
河路	 7、8、8	 八木
▼決勝
柴田紀子	 10、8、-4、3	 河路悦子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
小野塚章司（千葉・ベガクラブ）3－2

杉本泰成（富山・ドンペリ）
桑原稔（愛知・卓研会）3－2

木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）
澤田秀夫（富山・ドンペリ）3－0

増田和雄（新発田クラブ）
池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）3－1

添田光男（神奈川・横浜ベテラン会）
▼準決勝
桑原	 8、8、11	 小野塚
澤田	 8、8、10	 池内
▼決勝　
桑原稔	 7、7、5	 澤田秀夫

□女子ハイセブンティ	
▼準々決勝
珠玖幸子（神奈川・浜卓会）3－0

田邊倫子（愛知・わかくさ）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－0

黒沼茂子（神奈川・浜卓会）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3－2

戸田可津子（大阪・21世紀卓球）
原田哲子（山口・柳友クラブ）3－0

沖本美江子（大阪・個人）
▼準決勝
珠玖	 7、8、4	 長瀬
原田	 9、9、5	 土佐
▼決勝
原田哲子	 -4、9、9、5	 珠玖幸子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
神崎榮藏（宮城・枡江卓球同好会）3－1

本庄俊彦（京都・個人）
松岡末吉（京都・京都OB会）3－1

福見章（北海道・大麻クラブ）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3－0

仁尾正康（徳島・眉山クラブ）
小林昇（岡山・卓酔会）3－2

久保厚（福岡・いきいきクラブ）
▼準決勝
神崎	 1、4、5	 松岡
小林	 3、11、-8、7	 渡瀬
▼決勝
小林昇	 5、-6、5、5	 神崎榮藏

□女子ローエイティ
▼準々決勝
梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）3－2

加藤良子（愛知・千種卓球クラブ）
浅海頼子（山口・柳卓クラブ）3－0

竹下裕子（神奈川・川崎レクレーション）
河端マサ子（北海道・深川フレンズ）3－1

服部修子（三重・西南クラブ）
井上幸子（滋賀・八日市クラブ）3－1

志村一子（埼玉・大宮レディース）
▼準決勝
浅海	 9、-7、-10、8、6	 梅林
井上	 5、9、7	 河端
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▼決勝　
井上幸子	 2、-10、7、7	 浅海頼子

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
吉田昭夫（新潟・謙信上越）3－0

小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）
小林稔（大阪・個人）3－0

関口政吉（神奈川・三ツ沢スターズ）
坂田喜三郎（福岡・安永卓球クラブ）3－2

相原輝雄（茨城・つくば学園クラブ）
三浦明（宮城・萩クラブ）3－0

田中忠（広島・広島OB会）
▼準決勝
吉田	 12、-9、-7、7、7	 小林
坂田	 -9、5、6、-6、7	 三浦
▼決勝　
吉田昭夫	 -8、12、3、6	 坂田喜三郎

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
千葉八重子（千葉・富士クラブ）3－2

村上和子（兵庫・伊卓連）
深見靖子（大分・さざんかクラブ）3－2

松田きみ子（愛知・豊橋市愛豊クラブ）
佐藤ひろ子（岡山・D. ドゥリーム）3－0

鳥山峰子（奈良・香芝クラブ）
▼準決勝
千葉　　				6、10、8	 	 武田キヨ（東京・卓令）
佐藤	 4、-3、8、-10、9	 深見
▼決勝　
佐藤ひろ子	 -6、-6、7、13、4	 千葉八重子

平成24年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成24年10月26～28日、於：神奈川県立体育センター

□男子サーティ
▼準々決勝
三田村宗明（神奈川・リトルキングス）3－0

宮坂伸勝（長野・岡谷市役所）
今林浩喜（島根・松徳クラブ）3－0

加藤祐介（埼玉・上尾卓球）
佐藤利明（大分・はるかぜ）3－0

鈴木俊光（栃木・㈱栃木銀行）
三原健二（群馬・鶴谷病院）3－2

三木尚（神奈川・MD相模）
▼準決勝
三田村	 8、7、4	 今林
佐藤	 7、5、7	 三原
▼決勝
三田村宗明	 -12、9、9、7	 佐藤利明

□女子サーティ	
▼準々決勝
神山瑶（山梨・山梨信用金庫）3－0

石田亜沙美（愛知・東名卓球ジム）
飯村千絵（広島・ヒロタクスポーツ）3－1

牧野沙奈美（神奈川・MD相模）
三木朋子（神奈川・MD相模）3－0

前田恵美（茨城・瑞穂クラブ）
宮地和佳子（埼玉・さくらんぼ）3－1

田中由紀子（神奈川・横須賀 TTS）
▼準決勝
飯村	 6、-11、3、-8、9	 神山
宮地	 7、5、4	 三木
▼決勝
宮地和佳子	 8、12、-9、-3、9	 飯村千絵

□男子フォーティ
▼準々決勝
三島崇明（北海道・ピンポンPan 旭川）3－1

陳ケ尾憲二（愛知・愛友クラブ）

林泉（埼玉・大成クラブ）3－1
枝広一志（岡山・関西クラブ）

芝雅人（大阪・福井クラブ）3－1
笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）

向山収（大阪・大阪ナイトクラブ）3－1
川嶋崇弘（大阪・ESC）

▼準決勝
林	 8、-7、11、-5、7	 三島
芝	 -12、7、5、-9、10	 向山
▼決勝
林泉	 -6、9、7、4	 芝雅人

□女子フォーティ
▼準々決勝
渋谷文代（神奈川・alpha）3－2

中村理美（奈良・天理クラブ）
佐原有美（愛知・圓クラブ）3－1

渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）
山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）3－0

吉田めぐみ（青森・青森レディース）
島村美恵（神奈川・MD相模）3－1

加藤美代（東京・飛鳥クラブ）
▼準決勝
佐原	 4、5、3	 渋谷
島村	 8、-9、5、7	 山下
▼決勝
佐原有美	 -9、11、8、9	 島村美恵

□男子フィフティ
▼準々決勝
大島淳（兵庫・KSTC）3－0

坂本憲一（神奈川・日産追浜）
渡辺均（岡山・三菱自動車）3－1

山平直衛（青森・浪岡クラブ）
岩野健（大阪・大阪ナイトクラブ）3－1

川原尚美（福岡・ユーアイクラブ）
江浜勲（神奈川・日産追浜）3－1

椿保範（島根・チームN・E・O）
▼準決勝
大島	 8、11、-9、10	 渡辺
江浜	 3、10、2	 岩野
▼決勝
江浜勲	 12、-11、6、-12、9	 大島淳

□女子フィフティ
▼準々決勝
稲川佳代（東京・COLOR）3－0

大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）
坂本久美（神奈川・COLOR）3－2

南澤重子（長野・須坂卓翔会）
相田さとみ（茨城・ASPiC）3－0

鶴田昌枝（神奈川・COLOR）
大津絵美子（香川・丸亀SC）3－0

髙木和恵子（東京・千代田クラブ）
▼準決勝
稲川	 8、9、-4、8	 坂本
大津	 8、8、11	 相田
▼決勝
大津絵美子	 7、6、-7、4	 稲川佳代

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－0

政本尚（奈良・三条栄）
横田貞義（山口・スリースター）3－0

福本秀夫（千葉・袖ケ浦クラブ）
勝英雄（奈良・大阪経法大教員）3－0

野瀬俊一（福岡・筑紫野同好会）
長尾正之（北海道・ナガオSC）3－1

中井辰男（三重・阿児卓友会）
▼準決勝
横田	 -5、5、10、7	 吉田
勝	 9、10、4	 長尾

▼決勝
横田貞義	 10、7、7	 勝英雄

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
横山祐見子（高知・ピンポン館）3－2

粟生京子（東京・冠雲クラブ）
板谷典子（大阪・HPC）3－1

岡田茂美（兵庫・あみん）
松野美智子（大阪・竹の子）3－2

原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）
竹内春美（愛知・つくしクラブ）3－2

島田美鈴（東京・淑友クラブ）
▼準決勝
横山	 9、4、10	 板谷
竹内	 -6、-7、6、7、4	 松野
▼決勝
横山祐見子	 -5、5、9、6	 竹内春美

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
津島靖武（神奈川・逗子クラブ）3－1

冨金原修（東京・チームDREAM）
大和屋順一（奈良・わかくさクラブ）3－0

神山哲（神奈川・高倉クラブ）
中村提見（東京・サザンクロス）3－2

細谷勉（山梨・ピーベリー）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3－0

木村明久（兵庫・川西ギャラントム）
▼準決勝
大和屋	 8、8、8	 津島
中村	 8、9、-5、5	 鈴木
▼決勝
中村提見	 -11、-7、2、10、5	 大和屋順一

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）3－0

片岡登志子（埼玉・レインボー）
櫻井ユキ（東京・東京ベテラン）3－2

堀木雪子（千葉・市川市レディース）
持田恵子（愛知・サクセス）3－2

岡部君枝（滋賀・大津卓愛会）
池田義枝（大阪・翡翠）3－0

村川治子（埼玉・大宮スカット）
▼準決勝
嘉藤	 10、5、-9、4	 櫻井
持田	 4、12、7	 池田
▼決勝　
持田恵子	 7、6、-6、0	 嘉藤文代

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
岩永忠幸（愛知・扇卓球パーク）3－0

宮地和彦（京都・京都悠遊会）
楠木敏孝（広島・広島県庁）3－0

内山洋一（愛知・幡山クラブ）
与田公徳（福岡・博多ベテラン会）3－1

佐藤至宏（千葉・サザンクロス）
玉山昌右（福井・福井ベテラン会）3－1

若松勝彦（北海道・卓闘会）
▼準決勝
岩永	 7、6、6	 楠木
玉山	 9、10、8	 与田
▼決勝
岩永忠幸	 9、6、5	 玉山昌右

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
柴田紀子（東京・サザンスターズ）3－1

石渡利子（千葉・アイリス）
長澤征代（東京・つばさクラブ）3－1

河路悦子（愛知・AFクラブ）
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山本栄子（京都・宇治クラブ）3－0
池田章子（大阪・翡翠）

新谷美恵子（大阪・長吉卓球センター）3－1
三嶋好野（埼玉・T. くまがや）

▼準決勝
長澤	 9、3、8	 柴田
新谷	 9、8、3	 山本
▼決勝　
長澤征代	 9、10、-8、8	 新谷美恵子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
杉本泰成（富山・ドンペリ）3－2

山本雅業（福岡・豊前三毛門クラブ）
池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）3－0

中井政雄（東京・ブルーグリーン）
渡邊鍈一（福岡・豊前渡邊クラブ）3－0

小野塚章司（千葉・VEGA	CLUB）
大内明雄（埼玉・TKOクラブ）3－2

藤原渥（大阪・個人）
▼準決勝
池内	 5、8、4	 杉本
渡邊	 -7、6、11、7	 大内
▼決勝
池内祥治	 13、9、11	 渡邊鍈一

□女子ハイセブンティ	
▼準々決勝
原田哲子（山口・柳友クラブ）3－0

千代絢子（神奈川・相模原レディース）
林明美（大阪・大阪卓球ベテラン会）3－0

宮本敦子（兵庫・三木緑ヶ丘）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－2

楠田ユキ（千葉・木更津レディース）
戸田可津子（大阪・21世紀卓球）3－1

珠玖幸子（神奈川・浜卓会）
▼準決勝
林	 6、-5、5、-5、8	 原田
戸田	 8、4、-7、9	 長瀬
▼決勝
林明美	 9、9、4	 戸田可津子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
小林昇（岡山・卓酔会）3－1

横山武利（北海道・個人）
桑原繁夫（東京・卓楓会）3－0

小山恭英（東京・本町クラブ）
唐橋博（東京・代々木クラブ）3－0

菅沼萬之助（東京・個人）
正野素行（大阪・大阪卓球ベテラン会）3－0

谷口謹士郎（滋賀・あすなろクラブ）
▼準決勝
桑原	 10、-9、8、8	 小林
正野	 8、7、6	 唐橋
▼決勝　
正野素行	 2、13、7	 桑原繁夫

□女子ローエイティ
▼準々決勝
手代木静子（東京・卓研パートナー）3－0

前田冨美子（京都・紫クラブ）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3－1

杉山ヨシ子（東京・ベルフラワー）
河原眞江（岡山・岡山卓球ベテラン会）3－0

山崎季久子（神奈川・南友会）
岩木羊子（千葉・うらやす）3－1

内山道子（東京・石泉クラブ）
▼準決勝
土佐	 3、4、3	 手代木
河原	 6、8、-9、3	 岩木
▼決勝
土佐昭子	 4、4、3	 河原眞江

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
吉田昭夫（新潟・謙信上越）3－0

花田武（佐賀・卓伸クラブ）
小林稔（大阪・個人）3－0

関口政吉（神奈川・三ツ沢スターズ）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3－1

武内正利（大分・日田クラブ）
三浦明（宮城・萩クラブ）3－0

坂田喜三郎（福岡・安永卓球クラブ）
▼準決勝
小林	 -5、4、8、12	 吉田
三浦	 9、9、-6、-4、7	 渡瀬
▼決勝
小林稔	 3、8、-10、10	 三浦明

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
村上和子（兵庫・伊卓連）3－1

萩原昭子（東京・国卓クラブ）
大塚徳子（大阪・大阪卓球ベテラン会）3－0

渋谷政子（埼玉・川越卓連）
千葉八重子（千葉・千葉ラージ卓球会）3－2

大村さちゑ（神奈川・横浜ラージ）
▼準決勝
村上　	6、5、6　佐藤ひろ子（岡山・D. ドゥリーム）
大塚	 4、6、5	 千葉
▼決勝　
大塚徳子	 14、-9、-11、10、8	 村上和子

平成25年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成25年10月25～27日、於：鹿児島アリーナ

□男子サーティ
▼準々決勝
三田村宗明（神奈川・リトルキングス）3－1

緒方昭範（兵庫・ウエダ TTC）
中川利幸（京都・壱球倶楽部）3－1

森普之（愛知・明誠クラブ）
田中雄仁（兵庫・育英高校職員）3－0

大野正博（鹿児島・鹿児島相互信用金庫）
島畑和則（愛知・三五）3－2

今林浩喜（島根・松徳クラブ）
▼準決勝
三田村	 10、7、6	 中川
田中	 11、6、-6、9	 島畑
▼決勝　
三田村宗明	 -10、4、5、7	 田中雄仁

□女子サーティ
▼準々決勝
石井和佳子（埼玉・さくらんぼ）3－1

備後美香（愛知・サクセス）
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3－1

長谷川綾子（神奈川・湘南信用金庫）
草川則子（京都・翠嵐クラブ）3－0

広島亜紀（大阪・福井クラブ）
飯村千絵（広島・ヒロタクスポーツ）3－2

徳田明子（愛媛・伊予つばさ）
▼準決勝
安部	 -3、9、8、6	 石井
飯村	 9、6、-9、2	 草川
▼決勝　
安部香織	 11、9、-5、9	 飯村千絵

□男子フォーティ	
▼準々決勝
芝雅人（大阪・福井クラブ）3－2

道広直行（岡山・関西クラブ）
西村雅裕（静岡・FEVER）3－1

岸本正（京都・島津製作所）

渡部将史（沖縄・琉球アスティーダ）3－1
西川幸伸（神奈川・FAMILY）

三島崇明（北海道・ピンポンPan 旭川）3－1
新藤和則（栃木・卓酔会）

▼準決勝
芝	 15、-11、9、9	 西村
渡部	 7、5、3	 三島
▼決勝
渡部将史	 5、5、7	 芝雅人

□女子フォーティ
▼準々決勝
佐原有美（愛知・圓クラブ）3－1

渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）
青池優美（神奈川・MD相模）3－0

渋谷文代（神奈川・alpha）
山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）3－1

吉田めぐみ（青森・青森レディース）
島村美恵（神奈川・MD相模）3－2

松井佐知子（神奈川・チャイム）
▼準決勝
佐原	 4、9、9	 青池
島村	 7、-6、2、9	 山下
▼決勝
佐原有美	 8、5、9	 島村美恵

□男子フィフティ
▼準々決勝
花木友明（沖縄・琉球卓球クラブ）3－2

江浜勲（神奈川・日産追浜）
川原尚美（福岡・ユーアイクラブ）3－1

高井正美（神奈川・ヨーラクラブ）
松本直也（愛媛・松山大学職員）3－1

松波昌史（岐阜・富卓会）
清水栄治（神奈川・高倉クラブ）3－0

大島淳（兵庫・KSTC）
▼準決勝
川原	 8、-9、9、9	 花木
松本	 -9、10、7、-10、11	 清水
▼決勝
松本直也	 9、-6、8、10	 川原尚美

□女子フィフティ
▼準々決勝
大津絵美子（香川・丸亀SC）3－0

髙木和恵子（東京・千代田クラブ）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3－1

坂本久美（神奈川・COLOR）
金野眞智子（大阪・HPC）3－1

崎濱しのぶ（福岡・ブルーウェーブ）
稲川佳代（東京・COLOR）3－0

山内博美（愛知・サクセス）
▼準決勝
大津	 8、10、7	 大嶋
稲川	 7、11、3	 金野
▼決勝
稲川佳代	 -8、10、-9、12、8	 大津絵美子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・三条栄）3－1

横田貞義（山口・スリースター）
長尾正之（北海道・ナガオSC）3―0

大島勝義（愛知・チタマリンクラブ）
広浜泰久（東京・神馬クラブ）3－0

大畑正（島根・益田球心会）
吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－2

中村孝太郎（神奈川・テニシャスナカーズ）
▼準決勝
政本	 6、8、-9、5	 長尾
吉田	 4、-13、-5、10、7	 広浜
▼決勝
吉田雄三	 11、7、8	 政本尚
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□女子ローシックスティ	
▼準々決勝
原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）3－1

市村純子（愛知・明誠クラブ）
吉垣美保（神奈川・浜卓会）3－2

船ヶ山昌子（愛知・サクセス）
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3－1

川澄真弓（愛知・エムクラブ）
島田美鈴（東京・淑友クラブ）3－0

佐久間優子（大阪・みらくる）
▼準決勝
吉垣	 4、-10、-9、3、4	 原田
日下部	 -7、10、6、5	 島田
▼決勝
日下部鈴子	 7、-9、3、8	 吉垣美保

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
平井千民（東京・寅喜知クラブ）3－1

宮本俊秀（福岡・無名会）
富岡成一（東京・西東京クラブ）3－2

井津雅治（東京・友卓会）
中村拓（愛知・名古屋マスターズ）3－0

宮嶋秀昭（岐阜・多治見クラブ）
勝英雄（奈良・大経法大教員）3－2

北上富夫（埼玉・青葉クラブ）
▼準決勝
富岡	 6、5、2	 平井
勝	 10、13、8	 中村
▼決勝
勝英雄	 7、9、-11、4	 富岡成一

女子ハイシックスティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）3－1

野中よしみ（福岡・ピュアメイト）
片岡登志子（埼玉・レインボー）3－0

石野明美（埼玉・ふじみ野市卓連）
小野原明子（埼玉・駒場クラブ）3－2

原田信子（福岡・城野クラブ）
高橋邦子（千葉・千代田クラブ）3－1

水野美恵子（北海道・中央クラブ）
▼準決勝
持田	 9、12、4	 片岡
高橋	 -7、7、9、4	 小野原
▼決勝　
持田恵子	 6、8、8	 高橋邦子

□男子ローセブンティ	
▼準々決勝
田村忠照（山口・山口教職卓連）3－1

新野勲（大阪・けやき高槻）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3－1

武山嘉成（東京・ブルーグリーン）
坂田正義（奈良・わかくさクラブ）3－1

原田武（広島・ヒロタクスポーツ）
宮地和彦（京都・京都悠遊会）3－2

玉山昌右（福井・福井ベテラン会）
▼準決勝
鈴木	 -11、11、-8、12、7	 田村
坂田	 3、10、4	 宮地
▼決勝　
鈴木和久	 4、3、4	 坂田正義

□女子ローセブンティ	
▼準々決勝
長澤征代（東京・武蔵野クラブ）3－1

池田章子（大阪・翡翠）
山本栄子（京都・宇治クラブ）3－2

中村洋子（福岡・パワフル）
柴田紀子（東京・サザンスターズ）3－2

岡部君枝（滋賀・大津卓愛会）
新谷美恵子（大阪・長吉卓球センター）3－2

八木淳子（徳島・北島体協）

▼準決勝
長澤	 2、7、-8、5	 山本
新谷	 -6、-6、9、8、3	 柴田
▼決勝
長澤征代	 -9、8、-5、7、5	 新谷美恵子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）3－1

渡辺一治郎（新潟・川西クラブ）
澤田秀夫（富山・ドンペリ）3－1

谷本邦彦（香川・卓窓会）
杉本泰成（富山・ドンペリ）3－2

大隈鉄士（鹿児島・ファインクラブ）
渡邉鍈一（福岡・豊前渡邊クラブ）3－0

長野清（鹿児島・個人）
▼準決勝
澤田	 7、-10、-4、12、8	 池内
渡邉	 8、-6、3、8	 杉本
▼決勝
澤田秀夫	 7、5、-9、8	 渡邉鍈一

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
黒沼茂子（神奈川・浜卓会）3－0

北野重子（京都・京都OB会）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－0

横田千鶴（佐賀・勧興クラブ）
河路悦子（愛知・AFクラブ）3－1

原田哲子（山口・柳友クラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）3－0

奥田美代子（奈良・ウイングス）
▼準決勝
長瀬	 8、-9、5、-9、4	 黒沼
河路	 -8、7、5、9	 土屋
▼決勝
河路悦子	 2、-3、5、-8、6	 長瀬ちづ子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
正野素行（大阪・大阪卓球ベテラン会）3－0

宍戸信夫（東京・卓楓会）
唐橋博（東京・代々木クラブ）3－0

奥原靖夫（山口・下関卓協）
小林昇（岡山・卓酔会）3－0

小野塚章司（千葉・VEGA	CLUB）
神崎榮藏（宮城・枡江卓球同好会）3－1

濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）
▼準決勝
正野	 6、9、10	 唐橋
小林	 -7、4、7、6	 神崎
▼決勝　
正野素行	 9、10、7	 小林昇

□女子ローエイティ
▼準々決勝
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3－0

崔花子（東京・練馬茜）
池田和子（兵庫・川西グリーン）3－2

金子郁子（愛知・豊卓レディース）
小谷満子（広島・OMC）3－2

横内美都子（神奈川・カトレア）
藤谷照子（埼玉・浦和卓球クラブ）3－0

山崎季久子（神奈川・南友会）
▼準決勝
池田	 10、-6、-7、6、9	 土佐
小谷	 6、6、5	 藤谷
▼決勝
池田和子	 7、-8、4、6	 小谷満子

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
永井昭爾（神奈川・川崎ラージ）3－0

三浦明（宮城・萩クラブ）

武内正利（大分・日田クラブ）3－0
小泉治人（東京・ノースクラブ）

吉田昭夫（新潟・謙信上越）3－2
坂田喜三郎（福岡・安永卓球クラブ）

渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3－0
笹原仁視（岡山・岡山卓球ベテラン会）

▼準決勝
永井	 3、10、11	 武内
吉田	 8、-10、-8、7、7	 渡瀬
▼決勝
永井昭爾	 -12、8、21、-9、8	 吉田昭夫

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
井上幸子（滋賀・八日市クラブ）3－0

千葉八重子（千葉・千葉ラージ卓球会）
浅海頼子（山口・柳卓クラブ）3－0

久保山順子（福岡・綾杉クラブ）
▼準決勝
井上										6、3、3									村上和子（兵庫・伊卓連）
浅海　-4、8、-11、5、6	

圓川（大分・日田あやめクラブ）
▼決勝
井上幸子	 4、1、-10、10	 浅海頼子

平成26年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成26年10月24～26日、於：花巻市総合体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
三田村宗明（神奈川・リトルキングス）3－0

藤本三千郎（千葉・木更津クラブ）
中川利幸（京都・壱球倶楽部）3－1

原渉（東京・大花火）
島畑和則（愛知・㈱三五）3－0

笹木直人（岐阜・TENRYU）
田中雄仁（兵庫・育英高校職員）3－0

中野賢司（長野・長野松代総合病院）
▼準決勝
三田村	 7、4、4	 中川
田中	 -2、11、2、-6、8	 島畑
▼決勝
田中雄仁	 8、-6、9、4	 三田村宗明

□女子サーティ
▼準々決勝
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3－0

石田亜沙美（愛知・Ahsh.TTC）
徳田明子（愛媛・伊予つばさ）3－2

山口弘美（埼玉・所沢レディース）
草川則子（京都・翠嵐クラブ）3－0

広島亜紀（大阪・福井クラブ）
石井和佳子（埼玉・さくらんぼ）3－1

備後美香（愛知・サクセス）
▼準決勝
安部	 6、4、14	 徳田
草川	 3、7、-7、-5、10	 石井
▼決勝
安部香織	 -8、4、3、3	 草川則子

□男子フォーティ
▼準々決勝
渡部将史（沖縄・琉球アスティーダ）3－2

枝広一志（岡山・関西クラブ）
西川幸伸（神奈川・FAMILY）3－1

北井守（石川・档の会）
中村宏（千葉・卓修会）-9、9、-7、4、7

重川仁義（広島・MAZDA）
西村雅裕（静岡・FEVER）-8、8、2、10

谷崎明彦（東京・卓精会）
▼準決勝
西川	 9、-5、8、9	 渡部
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西村	 8、13、6	 中村
▼決勝　
西村雅裕	 -10、-9、10、4、5	 西川幸伸

□女子フォーティ
▼準々決勝
佐原有美（愛知・圓クラブ）3－2

加藤美代（東京・飛鳥クラブ）
山崎玲奈（青森・青森レディース）3－0

小野千代（東京・卓精会）
山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）3－1

石井佳子（神奈川・チャイム）
島村美恵（神奈川・MD相模）3－0

小林眞紀（愛知・圓クラブ）
▼準決勝
佐原	 6、7、6	 山崎
島村	 7、9、6	 山下
▼決勝
佐原有美	 7、7、4	 島村美恵

□男子フィフティ
▼準々決勝
山鹿泰史（長崎・オール長大）3－0

今西雅昭（京都・都クラブ）
花木友明（沖縄・琉球卓球クラブ）3－2

松尾真（京都・小倉 TRK）
平井荘一（沖縄・JT沖縄）3－0

天津兼重（福岡・福岡卓球クラブ）
岩野健（大阪・大阪ナイトクラブ）3－1

東龍太郎（徳島・名西クラブ）
▼準決勝
山鹿	 2、-8、12、11	 花木
岩野	 9、6、-5、-8、9	 平井
▼決勝
山鹿泰史	 6、-5、-9、3、6	 岩野健

□女子フィフティ
▼準々決勝
稲川佳代（東京・COLOR）3－2

山内博美（愛知・サクセス）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3－2

南澤重子（長野・須坂卓翔会）
髙木和恵子（東京・千代田クラブ）3－1

吉野法子（福岡・ソレイユ北九州）
大津絵美子（香川・丸亀SC）3－2

坂本久美（神奈川・COLOR）
▼準決勝
稲川	 9、9、7	 大嶋
大津	 9、10、7	 髙木和
▼決勝
稲川佳代	 10、1、7	 大津絵美子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・清友クラブ）3－1

山崎正樹（東京・友卓会）
中村孝太郎（神奈川・テニシャス・ナカーズ）3－0

横田貞義（山口・スリースター）
岩本隆司（山口・しおん）3－0

甚野道雄（福島・県北卓友会）
新田康博（千葉・千葉クラブ）3－0

広浜泰久（東京・神馬クラブ）
▼準決勝
政本	 7、-7、-7、7、9	 中村
岩本	 8、6、-9、8	 新田
▼決勝
政本尚	 4、5、8	 岩本隆司

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3－1

峯村祐子（長野・卓愛会）
井置節子（神奈川・藤沢レディース）3－2

横山祐見子（高知・ピンポン館）

有田廣美（大阪・竹の子枚方クラブ）3－2
竹内春美（愛知・つくしクラブ）

木佐玲子（京都・宇治クラブ）3－0
吉垣美保（神奈川・浜卓会）

▼準決勝
日下部	 6、9、8	 井置
有田	 キケン	 木佐
▼決勝
日下部鈴子	 10、3、9	 有田廣美

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
冨金原修（東京・チームDREAM）3－2

宮本俊秀（福岡・無名会）
古川敏明（千葉・サザンクロス）3－1

栗原修（神奈川・FAMILY）
渡辺元和（埼玉・卓伸会）3－1

五十嵐一郎（千葉・コスモスポーツクラブ）
吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－1

井津雅治（東京・友卓会）
▼準決勝
冨金原	 11、10、6	 古川
吉田	 3、7、-7、6	 渡辺
▼決勝
吉田雄三	 8、8、-9、9	 冨金原修

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
持田恵子（愛知・サクセス）3－1

平賀須美子（神奈川・浜卓会）
関根芳子（千葉・市川市レディス）3－2

板谷典子（大阪・HPC）
水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）3－1

小野原明子（埼玉・駒場クラブ）
太田裕子（東京・つばさクラブ）3－2

高橋邦子（千葉・千代田クラブ）
▼準決勝
持田	 11、5、5	 関根
太田	 -9、-8、8、9、6	 水口
▼決勝
持田恵子	 8、2、9	 太田裕子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3－1

武山嘉成（東京・ブルーグリーン）
原田武（広島・ヒロタクスポーツ）3－0

木村諭（新潟・新潟如水会）
奥田昭和（千葉・代々木クラブ）3－0

吉田武（東京・東京ベテラン）
富岡成一（東京・西東京クラブ）3－1

小浜豊喜（兵庫・小浜クラブ）
▼準決勝
鈴木	 5、7、-10、6	 原田
富岡	 -9、7、6、7	 奥田
▼決勝
鈴木和久	 10、9、-4、-9、8	 富岡成一

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
長澤征代（東京・武蔵野クラブ）3－0

堀木雪子（千葉・市川市レディス）
福島正子（埼玉・所沢レディース）3－2

山本栄子（京都・宇治クラブ）
大掛まさ美（東京・イーグルス）3－2

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
大倉勝子（東京・ウエルネス）3－0

新谷美恵子（大阪・こあらーず）
▼準決勝
長澤	 13、6、5	 福島
大掛	 6、-10、-5、4、10	 大倉
▼決勝
大掛まさ美	 -13、2、8、6	 長澤征代

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
黒田幸彦（宮城・仙台萩クラブ）3－2

内田薫雄（兵庫・まるくらぶ）
佐藤至宏（千葉・サザンクロス）3－1

前川紘一（神奈川・逗子クラブ）
渡辺一治郎（新潟・川西クラブ）3－1

内山雅史（長野・川中島クラブ）
赤池貞臣（宮城・角田クラブ）3－1

安部實（大阪・悠遊会）
▼準決勝
黒田	 5、8、9	 佐藤
赤池	 10、8、9	 渡辺
▼決勝
黒田幸彦	 8、-9、8、5	 赤池貞臣

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
河路悦子（愛知・AFクラブ）3－0

西村美貴子（千葉・かりん）
林明美（大阪・大阪卓球ベテラン会）3－0

太田昭子（石川・大宗クラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）3－0

市川輝子（埼玉・浦和婦人卓球クラブ）
池田章子（大阪・翡翠）3－0

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
▼準決勝
林	 9、9、6	 河路
池田	 9、-8、3、3	 土屋
▼決勝
池田章子	 5、-4、9、-9、7	 林明美

□男子ローエイティ
▼準々決勝
小野塚章司（千葉・VEGA	CLUB）3－2

増田和雄（新潟・新発田クラブ）
唐橋博（東京・代々木クラブ）3－0

神崎榮藏（宮城・枡江卓球同好会）
秋田勝（大阪・浜寺クラブ）3－2

池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）
小林昇（岡山・総社カルチャー）3－0

月崎昇（宮城・仙台ベテラン会）
▼準決勝
唐橋	 11、6、-10、-9、9	 小野塚
秋田	 6、4、-12、-7、8	 小林
▼決勝
唐橋博	 8、9、6	 秋田勝

□女子ローエイティ
▼準々決勝
池田和子（兵庫・川西グリーン）3－0

谷川多美子（滋賀・あすなろクラブ）
崔花子（東京・練馬茜）3－1

土佐昭子（神奈川・浜卓会）
山﨑季久子（神奈川・南友会）3－2

三宅裕子（神奈川・衣笠卓球）
関谷聡子（香川・卓窓会）3－2

小谷満子（広島・OMC）
▼準決勝
崔	 3、7、2	 池田
関谷	 9、11、8	 山﨑
▼決勝
崔花子	 3、4、2	 関谷聡子

□男子ハイエイティ
▼準決勝
永井昭爾（神奈川・川崎ラージ）12、-3、-12、8、1		

渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）
吉田昭夫（新潟・謙信上越）-9、4、8、-5、5

福見章（北海道・大麻クラブ）
▼決勝
永井昭爾	 -8、5、5、10	 吉田昭夫
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□女子ハイエイティ
▼準決勝
井上幸子（滋賀・八日市クラブ）-8、6、9、5

千葉八重子（千葉・サムディ松戸）
河村美千子（神奈川・藤沢レディース）9、8、2

富樫啓子（東京・千代田クラブ）
▼決勝
井上幸子	 4、7、3	 河村美千子

平成27年度全日本選手権大会
（マスターズの部）
平成27年10月23～25日

於：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

□男子サーティ
▼準々決勝
田中雄仁（兵庫・育英高校職員）3－1

亀里智永（群馬・卓龍会）
高木和健一（東京・千代田クラブ）3－1

笹木直人（岐阜・TENRYU）
荻原典和（北海道・JR北海道）3－1

西沢銘（埼玉・TTC浦和・土合）
藤森勇貴（兵庫・ふじもり TTC）3－0

勝健真（奈良・WINS）
▼準決勝
田中	 -8、-3、8、9、6	 高木和
藤森	 10、-9、7、-6、5	 荻原
▼決勝
田中雄仁	 -7、-9、8、7、7	 藤森勇貴

□女子サーティ
▼準々決勝
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3－2

中村輝子（京都・翠嵐クラブ）
片上知代（愛媛・フォーネット）3－0

吉川泰示（愛知・津島クラブ）
中村亜紗美（山口・徳山卓研）3－1

玉木杏子（東京・Lili）
草川則子（京都・翠嵐クラブ）3－1

前田恵美（茨城・瑞穂クラブ）
▼準決勝
安部	 -9、8、4、7	 片上
中村	 8、9、7	 草川
▼決勝
中村亜紗美	 5、7、10	 安部香織

□男子フォーティ
▼準々決勝
笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）3－0

入本修（大阪・大阪ナイトクラブ）
渡部将史（沖縄・琉球アスティーダ）3－2

三島崇明（北海道・ゆかいな仲間達）
枝広一志（岡山・関西クラブ）3－1

中村宏（千葉・卓修会）
西川幸伸（神奈川・梅屋敷卓球クラブ）3－1

岡野康幸（岐阜・太平洋工業㈱）
▼準決勝
渡部	 7、-12、7、-8、8	 笹岡
枝広	 -10、6、5、7	 西川
▼決勝
渡部将史	 -4、5、-6、8、9	 枝広一志

□女子フォーティ
▼準々決勝
佐原有美（愛知・圓クラブ）3－0

斉藤友子（岡山・team就実）
山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）3－2

渋谷文代（神奈川・alpha）
加藤美代（東京・飛鳥クラブ）3－2

藤原佳子（東京・FLEX）
島村美恵（神奈川・MD相模）3－1

高水間智恵（大阪・SAKURA）

▼準決勝
佐原	 7、5、-10、10	 山下
島村	 -9、12、9、10	 加藤
▼決勝
佐原有美	 4、11、5	 島村美恵

□男子フィフティ
▼準々決勝
清水栄治（神奈川・高倉クラブ）3－1

川原尚美（福岡・ユーアイクラブ）
江浜勲（神奈川・日産追浜）3－1

大島淳（兵庫・KSTC）
坂本憲一（神奈川・日産追浜）3－0

花木友明（沖縄・琉球卓球クラブ）
長濱啓作（大阪・グリーンクラブ）3－0

原晃（福島・福卓会）
▼準決勝
江浜	 7、9、7	 清水
長濱	 9、-7、12、-8、9	 坂本
▼決勝
長濱啓作	 11、8、1	 江浜勲

□女子フィフティ
▼準々決勝
稲川佳代（東京・COLOR）3－2

吉野法子（福岡・ソレイユ北九州）
井ノ口博子（千葉・花野井クラブ）3―2

南澤重子（長野・須坂卓翔会）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3－1

坂本久美（神奈川・COLOR）
大羽さとみ（福岡・ビギン）3－0

大津絵美子（香川・丸亀SC）
▼準決勝
稲川	 6、4、4	 井ノ口
大嶋	 8、-8、9、-9、8	 大羽
▼決勝
稲川佳代	 -12、7、8、-11、6	 大嶋由美

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
高橋英治（愛媛・三島ウイングス）3－1

横田貞義（山口・スリースター）
斉藤斉（静岡・しずおか信用金庫）3－0

菅谷誠一（茨城・瑞穂クラブ）
甚野道雄（福島・県北卓友会）3－1

吉井幸男（千葉・パシフィックスポーツクラブ）
小松繁（兵庫・アトムズ）3－2

加茂春男（福岡・戸畑コミスポ）
▼準決勝
斉藤	 -13、12、4、-9、5	 高橋
小松	 -11、8、-9、9、9	 甚野
▼決勝
小松繁	 11、8、-10、8	 斉藤斉

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3－2

須田深雪（東京・サザンスターズ）
舟山かつえ（埼玉・駒場クラブ）3－1

髙木和恵子（東京・千代田クラブ）
井置節子（神奈川・藤沢レディース）3－1

川澄真弓（愛知・エムクラブ）
渡邊みち子（兵庫・兵庫卓研）3－0

田村雅子（京都・紫クラブ）
▼準決勝
日下部	 1、-9、9、11	 舟山
渡邊	 5、3、13	 井置
▼決勝
日下部鈴子	 -6、7、5、3	 渡邊みち子

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－0

栗原修（神奈川・FAMILY）

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）3－0
谷口清春（東京・ブルーグリーン）

三田村則明（東京・卓楓会）3－1
中村孝太郎（神奈川・テニシャス・ナカーズ）

冨金原修（東京・チームDREAM）3－2
大場泰男（広島・シンコー）

▼準決勝
吉田	 -2、9、7、7	 村上
冨金原	 4、12、5	 三田村
▼決勝
吉田雄三	 7、7、-9、9	 冨金原修

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
吉垣美保（神奈川・浜卓会）3－0

竹田昌代（三重・桜卓球クラブ）
高橋邦子（千葉・千代田クラブ）3－1

片岡登志子（埼玉・レインボー）
板谷典子（大阪・HPC）3－0

原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）
野中よしみ（福岡・ピュアメイト）3－0

磯部百合子（福岡・A&B）
▼準決勝
吉垣	 -8，-6、7、6、6	 高橋
板谷	 3、6、-11、8	 野中
▼決勝
板谷典子	 5、9、-6、11	 吉垣美保

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
松木秀夫（東京・西東京クラブ）3－1

鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）
中村提見（埼玉・サザンクロス）3－1

小浜豊喜（兵庫・小浜クラブ）
金田勉（新潟・新潟如水会）3－2

中沢信介（東京・平沼クラブ）
富岡成一（東京・西東京クラブ）3－0

田村忠照（山口・山口県教職員卓球連盟）
▼準決勝
中村	 6、8、6	 松木
金田	 -7、-8、11、4、8	 富岡
▼決勝　
中村提見	 7、-5、4、9	 金田勉

□女子ローセブンティ	
▼準々決勝
大掛まさ美（東京・イーグルス）3－1

山本栄子（京都・宇治クラブ）
福島正子（埼玉・所沢レディース）3－1

水谷強子（三重・MIKKY）
武居和子（神奈川・浜卓会）3－2

長谷川喜恵子（千葉・みどり）
長澤征代（東京・武蔵野クラブ）3－1

堀木雪子（千葉・市川市レディス）
▼準決勝
福島	 8、9、6	 大掛
長澤	 -9、11、1、-4、6	 武居
▼決勝
長澤征代	 5、9、10	 福島正子

□男子ハイセブンティ	
▼準々決勝
和田紘一（神奈川・球楽会）3－1

内田薫雄（兵庫・まるくらぶ）
原田武（広島・ヒロタクスポーツ）3－2

前川紘一（神奈川・逗子クラブ）
杉本泰成（富山・ドンペリ）3－2

東海林義昭（東京・東京ベテラン）
松井義信（広島・さわやか）3－1

国重博（山口・防府ベテラン会）
▼準決勝
原田	 5、4、3	 和田
松井	 6、-6、3、13	 杉本
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▼決勝
原田武	 8、8、7	 松井義信

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・翡翠）3－0

天野敏枝（神奈川・全横会）
河路悦子（愛知・AFクラブ）3－0

太田昭子（石川・大宗クラブ）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－2

土屋慶子（東京・卓美会）
吉村美智恵（福岡・COSMOS）3－2

八木淳子（徳島・北島体育協会）
▼準決勝
河路	 -7、10、6、8	 池田
吉村	 8、9、-8、8	 長瀬
▼決勝　
吉村美智恵	 6、-10、3、-8、11	 河路悦子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
永田冬彦（千葉・渡辺スポーツクラブ3－0

唐橋博（東京・代々木クラブ）
正野素行（大阪・大阪卓球ベテラン会）3－1

小野塚章司（千葉・VEGA	CLUB）
増田和雄（新潟・新発田クラブ）3－1

平井建昭（神奈川・横浜ラージ）
池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）3－1

秋田勝（大阪・浜寺クラブ）
▼準決勝
正野	 5、-15、-12、2、3	 永田
池内	 6、9、-9、9	 増田
▼決勝
正野素行	 8、-12、5、7	 池内祥治

□女子ローエイティ
▼準々決勝
珠玖幸子（神奈川・浜卓会）3－0

白石静子（香川・懇友会）
原田哲子（山口・柳友クラブ）3－0

土佐昭子（神奈川・浜卓会）
河原眞江（岡山・岡山卓球ベテラン会）3－2

岩井芙美枝（熊本・スマッシュ）
田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）3－0

白川安子（長崎・諫早卓愛会）
▼準決勝
珠玖	 -3、-5、11、5、8	 原田
河原	 8、-8、3、-7、6	 田坂
▼決勝
珠玖幸子	 9、6、3	 河原眞江

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
永井昭爾（神奈川・川崎ラージ）3－2

青山光雄（千葉・個人）
神崎榮藏（宮城・枡江卓球同好会）3－0

坂田喜三郎（福岡・安永卓球クラブ）
仁尾正康（徳島・眉山クラブ）3－1

福見章（北海道・大麻卓球クラブ）
渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）3－1

阿部圭助（茨城・利根卓伸会）
▼準決勝
神崎	 8、14、-8、5	 永井
渡瀬	 10、3、8	 仁尾
▼決勝
神崎榮藏	 7、7、8	 渡瀬一三生

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
井上幸子（滋賀・八日市クラブ）3－2

鈴木ハツ子（福島・福島サンクラブ）
服部修子（三重・ケロヨン）3－2

梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）

浅海頼子（山口・柳卓クラブ）3－0
萩原昭子（東京・国卓クラブ）

千葉八重子（千葉・サムディ松戸）3－1
平マサヨ（兵庫・さわやか）

▼準決勝
井上	 5、-2、2、1	 服部
浅海	 11、-8、4、6	 千葉
▼決勝
井上幸子	 -9、7、6、5	 浅海頼子

平成28年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成28年10月21～23日、於：函館アリーナ

□男子サーティ
▼準々決勝
田中雄仁（兵庫・育英高校職員）3－0

笹木直人（岐阜・TENRYU）
荻原典和（北海道・JR北海道）3－2

佐藤信彦（埼玉・埼玉縣信用金庫）
松山満（岡山・TEAM	HAGITAKU）3－2

灘波章（広島・呉夢 TTC）
田野邊雄（群馬・鶴谷病院）3－1

伊藤政克（愛知・三菱重工名古屋）
▼準決勝
荻原	 7、-8、13、8	 田中
田野邊	 -10、-9、11、5、7	 松山
▼決勝
荻原典和	 -8、8、3、4	 田野邊雄

□女子サーティ
▼準々決勝
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3－0

平澤優加（東京・TEAM	ZERO）
坂本直子（長野・岡谷スワンクラブ）3－0

安本実穂（静岡・スズキ）
玉木杏子（東京・Lili）3－0

渡邉夕紀子（新潟・亀田クラブ）
長谷川綾子（神奈川・湘南信用金庫）3－0

継亜矢子（東京・チームDREAM）
▼準決勝
安部	 8、5、8	 坂本
玉木	 8、1、-7、6	 長谷川
▼決勝
安部香織	 -2、5、5、7	 玉木杏子

□男子フォーティ
▼準々決勝
渡部将史（沖縄・琉球アスティーダ）3－2

大貫譲司（栃木・卓心会）
緒方昭範（兵庫・ウエダ TTC）3－1

中村宏（千葉・卓修会）
岡野康幸（岐阜・太平洋工業㈱）3－2

笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）
加藤祐介（埼玉・鳩ヶ谷クラブ）3－0

枝広一志（岡山・関西クラブ）
▼準決勝
緒方	 5、8、-9、6	 渡部
岡野	 -7、9、6、4	 加藤
▼決勝
岡野康幸	 8、-2、7、9	 緒方昭範

□女子フォーティ
▼準々決勝
渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）3－1

島村美恵（神奈川・MD相模）
小野千代（東京・卓精会）3－1

藤原佳子（東京・FLEX）
山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）3－1

山崎玲奈（青森・日専連クラブ）
信田真美（北海道・札幌 unity）3－1

斉藤友子（岡山・team就実）

▼準決勝
渡辺	 -6、3、7、8	 小野
信田	 -9、-9、9、7、9	 山下
▼決勝
信田真美	 7、7、-9、11	 渡辺由希子

□男子フィフティ
▼準々決勝
江浜勲（神奈川・日産追浜）3－0

金村功作（兵庫・アプロディール）
山田昭仁（静岡・青嵐クラブ）3－2

小野守（神奈川・梅屋敷卓球クラブ）
坂本憲一（福岡・豊前 JTC）3－0

花木友明（沖縄・琉球卓球クラブ）
大島淳（兵庫・KSTC）3－0

中山隆志（徳島・鳴門クラブ）
▼準決勝
山田	 -7、7、9、-1、7	 江浜
坂本	 11、5、7	 大島
▼決勝
坂本憲一	 10、4、-8、7	 山田昭仁

□女子フィフティ
▼準々決勝
後藤眞理子（京都・都クラブ）3－2

大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）
山内博美（愛知・サクセス）3－0

新田由紀子（北海道・札幌 unity）
大津絵美子（香川・丸亀SC）3－0

南澤重子（長野・須坂卓翔会）
廣瀬孝子（大阪・HPC）3－2

大羽さとみ（福岡・ビギン）
▼準決勝
後藤	 8、9、5	 山内
大津	 5、3、6	 廣瀬
▼決勝
大津絵美子	 9、-9、5、2	 後藤眞理子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
大畑正（島根・球心会）3－2

小松繁（兵庫・アトムズ）
具志堅一（東京・双葉苦楽部）3－0

横田貞義（山口・スリースター）
佐野秀雄（神奈川・梅屋敷卓球クラブ）3－1

平野泰幸（滋賀・甲賀卓友会）
佐伯孝司（広島・ヨシダ TTS）3－1

旅田和彦（香川・坂出卓研）
▼準決勝
大畑	 9、11、-16、7	 具志堅
佐伯	 5、4、-7、-4、10	 佐野
▼決勝
大畑正	 -9、8、9、-9、9	 佐伯孝司

□女子ローシックスティ	
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3－1

有田廣美（大阪・竹の子枚方クラブ）
片岡年子（大阪・みらくる）3－0

舟山かつえ（埼玉・駒場クラブ）
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）3－2

渡邊みち子（兵庫・兵庫卓研）
稲川佳代（東京・COLOR）3－1

十川早苗（徳島・徳島市観光協会）
▼準決勝
片岡	 3、8、-8、7	 日下部
船ヶ山	 -8、8、5、-7、10	 稲川
▼決勝
船ヶ山昌子	 1、8、-8、-4、8	 片岡年子

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－0

広浜泰久（東京・神馬クラブ）
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三田村則明（東京・卓楓会）3－1
井津雅治（東京・友卓会）

長尾正之（北海道・ナガオスポーツクラブ）3－1
勝英雄（大阪・清友クラブ）

甚野道雄（福島・県北卓友会）3－0
新田耕造（兵庫・兵庫ベテラン会）

▼準決勝
三田村	 7、9、-10、6	 吉田
甚野	 4、4、-5、-8、6	 長尾
▼決勝
三田村則明	 8、7、9	 甚野道雄

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
板谷典子（大阪・HPC）3－1

井上君代（奈良・スカイブルー）
山口晴美（愛知・クローバー）3－1

高橋邦子（千葉・千代田クラブ）
片岡登志子（埼玉・レインボー）3－0

井置節子（神奈川・藤沢レディース）
吉垣美保（神奈川・茶の実）3－0

原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
板谷	 5、5、7	 山口
吉垣	 5、6、7	 片岡
▼決勝
板谷典子	 5、13、-1、9	 吉垣美保

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
中沢信介（東京・平沼クラブ）3－0

中村提見（埼玉・サザンクロス）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3－0

宮本煌（福岡・博多ベテラン会）
原田正（福岡・博多ベテラン会）3－2

金田勉（新潟・新潟如水会）
冨金原修（東京・チームDREAM）3－0

坂田正義（奈良・わかくさクラブ）
▼準決勝
鈴木	 5、-6、-4、12、4	 中沢
原田	 -5、-9、10、キケン	 冨金原
▼決勝
鈴木和久	 6、-9、6、9	 原田正

□女子ローセブンティ	
▼準々決勝
長澤征代（東京・武蔵野クラブ）3－1

山野目澄代（東京・個人）
井上順子（大阪・甲子園クラブ大阪）3－0

佐久間初子（大分・クローバー）
武居和子（神奈川・浜卓会）3－0

水谷強子（三重・MIKKY）
堀木雪子（千葉・市川市レディス）3－0

福島正子（埼玉・所沢レディース）
▼準決勝
長澤	 4、4、7	 井上
堀木	 8、4、6	 武居
▼決勝
長澤征代	 9、8、-9、3	 堀木雪子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
黒田幸彦（宮城・仙台萩クラブ）3－1

原田武（広島・ヒロタクスポーツ）
岩永忠幸（愛知・扇卓球パーク）3－1

小浜豊喜（兵庫・小浜クラブ）
和田紘一（神奈川・球楽会）3－0

楠木敏孝（広島・広島県庁）
玉山昌右（福井・福井ベテラン会）3－0

佐々木秀男（北海道・室蘭ベテラン会）
▼準決勝
岩永	 5、6、8	 黒田
玉山	 9、-11、-7、6、11	 和田

▼決勝
岩永忠幸	 8、10、9	 玉山昌右

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
新谷美恵子（大阪・こあら～ず）3－1

吉村美智恵（福岡・COSMOS）
池田章子（大阪・翡翠）3－1

廣井恵子（埼玉・T. くまがや）
大掛まさ美（東京・イーグルス）3－0

太田昭子（石川・大宗クラブ）
河路悦子（愛知・AFクラブ）3－0

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
▼準決勝
池田	 6、5、8	 新谷
大掛	 5、3、9	 河路
▼決勝
池田章子	 2、9、7	 大掛まさ美

□男子ローエイティ
▼準々決勝
正野素行（大阪・大阪卓球ベテラン会）3－0

唐橋博（東京・代々木クラブ）
小川晋（東京・卓翠会）3－1

奥原靖夫（山口・下関卓協）
杉本泰成（富山・ドンペリ）3－2

内田薫雄（兵庫・まるくらぶ）
秋田勝（大阪・浜寺クラブ）3－1

池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）
▼準決勝
小川	 7、8、10	 正野
秋田	 9、4、10	 杉本
▼決勝
小川晋	 -7、9、4、6	 秋田勝

□女子ローエイティ
▼準々決勝
崔花子（東京・練馬茜）3－1

白石静子（香川・懇友会）
安藤節子（東京・武蔵野クラブ）3－1

原田哲子（山口・柳友クラブ）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－0

古茂田正子（東京・飛鳥クラブ）
池田和子（兵庫・川西グリーン）3－2

篠塚弘子（埼玉・KTC）
▼準決勝
安藤	 6、7、5	 崔
池田	 8、8、7	 長瀬
▼決勝
安藤節子	 -5、-11、3、7、10	 池田和子

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
小林昇（岡山・総社カルチャーセンター）3－0

神崎榮藏（宮城・枡江卓球同好会）
植村泰（兵庫・川西もくれん）3－0

仁尾正康（徳島・眉山クラブ）
永井昭爾（神奈川・川崎ラージ）3－1

犬塚力（愛知・ロイヤルクラブ）
福見章（北海道・大麻卓球クラブ）3－1

渡瀬一三生（静岡・浜松ベテラン会）
▼準決勝
小林	 2、5、4	 植村
永井	 8、14、4	 福見
▼決勝
小林昇	 8、-8、7、9	 永井昭爾

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
吉末澄子（山口・防府アタッカーズ）3－1

井上幸子（滋賀・八日市クラブ）
鈴木ハツ子（福島・福島サンクラブ）3－0

村上侑子（北海道・個人）

服部修子（三重・ケロヨン）3－2
山﨑季久子（神奈川・相模原レディース）

梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）3－0
竹本良子（広島・アミーゴ）

▼準決勝
鈴木	 4、-7、-9、7、11	 吉末
梅林	 -8、9、9、10	 服部
▼決勝
梅林千勢	 8、3、-3、2	 鈴木ハツ子

平成29年度全日本選手権大会
（マスターズの部）
平成29年10月27～29日

於：リージョンプラザ上越／上越市教育プラザ体育館

□男子サーティ
▼準々決勝
桑原勇希（長野・岡谷市役所）3－2

藤井貴文（東京・ウイニングクラブ）
髙木和健一（東京・千代田クラブ）3－1

横山友一（岡山・Y.Y	LINK）
藤森勇貴（兵庫・ALLSTAR	& ふじもり TTC）3－0

安保慧太（北海道・北海道アスティーダ）
大塚裕貴（千葉・流山アストロズ）3－0

井上裕介（岡山・OKT）
▼準決勝
髙木和	 8、-8、3、4	 桑原
大塚	 2、-12、7、-10、2	 藤森
▼決勝
髙木和健一	 7、7、-7、6	 大塚裕貴

□女子サーティ
▼準々決勝
海老原杏子（東京・Lili）3－0

	籠島志野（新潟・新大クラブ）
平澤優加（東京・TEAM	ZERO）3－1

渡辺理江（新潟・亀田クラブ）
飯田嘉代（京都・NEX’TAGE）3－1

大野恵子（愛知・Ahsh.TTC）
坂本直子（長野・スワンクラブ）3－0

吉田真奈美（東京・卓精会）
▼準決勝
平澤	 7、-6、11、-6、10	 海老原
坂本	 4、10、5	 飯田
▼決勝
坂本直子	 8、11、8	 平澤優加

□男子フォーティ
▼準々決勝
荒木和敬（福岡・荒木卓球クラブ）3－2

岡野康幸（岐阜・太平洋工業）
笹岡光央（新潟・Rising	Niigata）3－0

加藤祐介（埼玉・鳩ヶ谷クラブ）
柳延恒（兵庫・TEAM	SATO）3－0

大貫譲司（栃木・卓心会）
枝広一志（岡山・関西クラブ）3－2

大越弘之（千葉・卓修会）
▼準決勝
荒木	 -3、9、9、10	 笹岡
柳	 7、12、3	 枝広
▼決勝
柳延恒	 3、4、-8、6	 荒木和敬

□女子フォーティ
▼準々決勝
島村美恵（神奈川・MD相模）3－0

信田真美（北海道・札幌 unity）
小野千代（東京・卓精会）3－1

山下陽子（東京・美鷹クラブENJOY）
山崎玲奈（青森・日専連クラブ）3－2

渡辺由希子（東京・美鷹クラブENJOY）
松村優美（山梨・甲斐路クラブ）3－0

加藤美代（東京・飛鳥クラブ）
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▼準決勝
島村	 -4、6、8、8	 小野
松村	 4、-9、-5、10、7	 山崎
▼決勝
松村優美	 6、9、6	 島村美恵

□男子フィフティ
▼準々決勝
山田昭仁（静岡・青嵐クラブ）3－0

樫原浩之（和歌山・ナカタ FC）
小野守（神奈川・梅屋敷卓球クラブ）3－0

浜瀬充弘（岡山・岡山親卓会）
花木友明（沖縄・琉球卓球クラブ）3－1

延地栄治（兵庫・小浜クラブ）
西田忠洋（島根・チームN・E・O）3－0

渡邊均（岡山・Y.YR）
▼準決勝
小野	 -7、9、-6、9、11	 山田
西田	 11、7、-7、9	 花木
▼決勝　
小野守	 5、-1、3、8	 西田忠洋

□女子フィフティ
▼準々決勝
大津絵美子（香川・丸亀SC）3－2

渋谷文代（神奈川・alpha）
大嶋由美（大阪・八尾ひまわり）3－2

矢野和代（大分・かぼすくらぶ）
廣瀬孝子（大阪・HPC）3－1

大羽さとみ（福岡・ビギン）
後藤眞理子（京都・都クラブ）3－2

新田由紀子（北海道・札幌 unity）
▼準決勝
大津	 キケン	 大嶋
廣瀬	 2、9、3	 後藤
▼決勝　
廣瀬孝子	 -8、8、-4、9、12	 大津絵美子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
長谷川豊信（東京・卓精会）3－0

坂本憲一（福岡・豊前 JTC）
具志堅一（東京・双葉苦楽部）3－2

杉原光治（大阪・笑福）
江浜勲（神奈川・日産追浜）3－0

林賢治（千葉・八日市場クラブ）
河島国男（東京・九十九）3－1

小谷満（兵庫・龍卓会）
▼準決勝
長谷川	 -4、9、5、7	 具志堅
河島	 8、5、10	 江浜
▼決勝
河島国男	 -9、11、-7、4、6	 長谷川豊信

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）3－1

坂本久美（神奈川・COLOR）
髙木和恵子（東京・千代田クラブ）3－1

日下部鈴子（神奈川・チャイム）
稲川佳代（東京・大田クラブ）3－1

十川早苗（徳島・さくら卓研）
鶴田昌枝（神奈川・COLOR）3－0

舟山かつえ（埼玉・駒場クラブ）
▼準決勝
船ヶ山	 3、9、11	 髙木和
稲川	 2、2、6	 鶴田
▼決勝　
船ヶ山昌子	 -7、11、9、9	 稲川佳代

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
勝英雄（大阪・清友クラブ）3－2

三田村則明（東京・卓楓会）

吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－1
長尾正之（北海道・ナガオスポーツクラブ）

政本尚（奈良・清友クラブ）3－2
井津雅治（東京・友卓会）

広浜泰久（東京・神馬クラブ）3－1
杉野卓男（茨城・フリーダムクラブ）

▼準決勝
勝	 -12、6、5、4	 吉田
政本	 -10、8、6、3	 広浜
▼決勝
政本尚	 -15、5、4、8	 勝英雄

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
板谷典子（大阪・HPC）3－0

井置節子（神奈川・藤沢レディース）
横山祐見子（高知・ピンポン館）3－1

粟生京子（東京・冠雲クラブ）
武田幸子（愛媛・今治モナリザ）3－0

金子好子（千葉・千城クラブ）
高橋邦子（千葉・千代田クラブ）3－1

吉垣美保（神奈川・茶の実）
▼準決勝
板谷	 9、-8、7、7	 横山
高橋	 8、6、-9、-5、10	 武田
▼決勝
高橋邦子	 7、5、-5、5	 板谷典子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3－1

喜多信夫（大阪・PROJECT-K）
冨金原修（東京・チームDREAM）3－2

岩﨑健三（広島・サンスポーツクラブ）
中沢信介（東京・平沼クラブ）3－0

河内勉（東京・ブルーグリーン）
中村提見（埼玉・サザンクロス）3－0

中村拓（愛知・名古屋マスターズ）
▼準決勝
冨金原	 8、-9、-6、7、7	 鈴木
中村	 -7、4、4、9	 中沢
▼決勝
中村提見	 8、9、7	 冨金原修

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
宮下隆子（埼玉・大宮スカット）3－2

堀木雪子（千葉・市川市レディース）
平賀須美子（神奈川・茶の実）3－0

井上順子（大阪・甲子園クラブ大阪）
村川治子（埼玉・大宮スカット）3－0

宮内富士子（埼玉・ふじみ野市卓連）
持田恵子（愛知・サクセス）3－0

関根芳子（千葉・市川市レディース）
▼準決勝
宮下	 7、-5、3、4	 平賀
持田	 7、-5、-5、13、14	 村川
▼決勝
持田恵子	 4、5、6	 宮下隆子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
原田武（広島・ヒロタクスポーツ）3－1

武山嘉成（東京・ブルーグリーン）
和田紘一（神奈川・球楽会）3－1

宮地和彦（京都・京都悠遊会）
黒田幸彦（宮城・仙台萩クラブ）3－1

竹内俊夫（京都・舞高クラブ）
玉山昌右（福井・福井ベテラン会）3－0

内山洋一（愛知・イースト）
▼準決勝
原田	 15、6、10	 和田
黒田	 6、-8、8、-9、6	 玉山

▼決勝
黒田幸彦	 14、-10、11、-6、6	 原田武

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・翡翠）3－1

柴田紀子（東京・サザンスターズ）
河路悦子（愛知・AFクラブ）3－0

新谷美恵子（大阪・こあら～ず）
福島正子（埼玉・所沢レディース）3－1

大掛まさ美（東京・イーグルス）
松澤勝南（愛知・黎明クラブ）3－1

山本栄子（京都・宇治クラブ）
▼準決勝
池田	 7、5、8	 河路
松澤	 -6、15、4、5	 福島
▼決勝
松澤勝南	 -7、8、9、-4、11	 池田章子

□男子ローエイティ	
▼準々決勝
西村正人（山口・下松オールスターズ）3－1

増田和雄（新潟・新発田クラブ）
内田薫雄（兵庫・まるくらぶ）3－1

中井政雄（東京・ブルーグリーン）
池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）3－0

杉本泰成（富山・星球会）
秋田勝（大阪・浜寺クラブ）3－2

中川秀夫（滋賀・彦卓会）
▼準決勝
西村	 -11、5、11、5	 内田
池内	 2、-6、-12、8、7	 秋田
▼決勝
池内祥治	 8、8、7	 西村正人

□女子ローエイティ
▼準々決勝
珠玖幸子（神奈川・浜卓会）3－1

小林友枝（大阪・翡翠）
土屋慶子（東京・卓美会）3－0

崔花子（東京・練馬茜）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－0

黒沼茂子（神奈川・浜卓会）
酒見トシ（千葉・つくば国際SC）3－0

千本木ひろ子（神奈川・浜卓会）
▼準決勝
珠玖	 -11、-6、7、7、3	 土屋
酒見	 -8、-10、9、6、8	 長瀬
▼決勝
珠玖幸子	 -3、8、10、7	 酒見トシ

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）3－0

永井昭爾（神奈川・川崎ラージ）
唐橋博（東京・代々木クラブ）3－0

植村泰（兵庫・川西もくれん）
神崎榮藏（宮城・枡江卓球同好会）3－2

福見章（北海道・大麻クラブ）
正野素行（大阪・大阪ベテラン会）3－0

和田圭一（福岡・とびうめクラブ）
▼準決勝
唐橋	 -11、4、6、5	 濱
正野	 8、4、-7、9	 神崎
▼決勝
正野素行	 7、10、-9、8	 唐橋博

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3－0

梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）
宮川禮子（東京・卓令）3－1

志村一子（埼玉・大宮レディース）
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手代木静子（東京・卓研パートナー）3－1
田中登志美（東京・team	TANAKA）

北波輝（大阪・情熱クラブ）3－0
山﨑季久子（神奈川・相模原レディース）

▼準決勝
土佐	 7、-8、10、5	 宮川
北波	 -7、-10、8、10、7	 手代木
▼決勝
土佐昭子	 4、4、3	 北波輝

平成30年度全日本選手権大会
（マスターズの部）

平成30年10月26～28日、於：エコパアリーナ

□男子サーティ
▼準々決勝
髙木和健一（東京・千代田クラブ）3－0

三田村宗明（神奈川・リトルキングス）
桑原勇希（長野・岡谷市役所）3－2

藤井貴文（東京・ウイニングクラブ）
藤森勇貴（兵庫・ALL	STAR	& ふじもり TTC）3－2

勝健真（奈良・緑の館）
大塚裕貴（千葉・流山アストロズ）3－1

荒木基亮（広島・ヨシダ TTS）
▼準決勝
髙木和	 6、4、-6、-7、2	 桑原
大塚	 5、-7、7、8	 藤森
▼決勝
髙木和健一	 9、-6、-6、8、6	 大塚裕貴

□女子サーティ
▼準々決勝
坂本直子（長野・㈱スギムラ精工）3－0

内海麻里（大阪・ひらかた卓球場）
大野恵子（愛知・Ahsh.	TTC）3－2

渡辺理江（新潟・sanity）
駒場香織（北海道・フリーダム）3－1

木戸亜希穂（神奈川・太洋歯科）
今福麻奈美（神奈川・MD相模）3－0

平澤優加（東京・TEAM	ZERO）
▼準決勝
坂本	 -8、8、12、8	 大野
今福	 8、-5、8、7	 駒場
▼決勝
今福麻奈美	 -1、10、-6、8、9	 坂本直子

□男子フォーティ
▼準々決勝
柳延恒（兵庫・TEAM	SATO）3－0

水口和也（神奈川・美しが丘クラブ）
大貫譲司（栃木・卓心会）3－0

山下大輔（大阪・WINS）
菴木伸吾（東京・Ace 卓球スタジオ）3－2

李雁（神奈川・Lee クラブ）
荒木和敬（福岡・荒木卓球クラブ）3－1

大越弘之（千葉・卓修会）
▼準決勝
柳	 -11、6、5、8	 大貫
菴木	 9、9、7	 荒木
▼決勝
柳延恒	 8、9、8	 菴木伸吾

□女子フォーティ
▼準々決勝
松村優美（山梨・甲斐路クラブ）3－0

村上富貴（宮城・桔梗苦羅舞）
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3－2

山崎玲奈（青森・日専連クラブ）
信田真美（北海道・札幌 unity）3－1

小野千代（東京・卓精会）
島村美恵（神奈川・ＭＤ相模）3－1

工藤香緒理（青森・青森卓友会）

▼準決勝
安部	 -8、9、5、-5、11	 松村
信田	 8、5、-14、1	 島村
▼決勝
信田真美	 6、-9、11、8	 安部香織

□男子フィフティ
▼準々決勝
野々村雄介（鳥取・鳥工ドリームス）3－0

有田健治（福岡・アカシア）
花木友明（沖縄・琉球卓球クラブ）3－2

末廣智（広島・HTC）
今西雅昭（京都・都クラブ）3－1

迫田正実（和歌山・SRC）
河合秀二（東京・卓楓会）3－1

當眞良和（埼玉・親球会）
▼準決勝
花木	 7、-9、6、8	 野々村
今西	 -9、5、5、9	 河合
▼決勝
花木友明	 -7、6、7、9	 今西雅昭

□女子フィフティ
▼準々決勝
新田由紀子（北海道・札幌 unity）3－0

鳥屋麻子（千葉・花野井クラブ）
岡千与美（岡山・ユース・リゲイン）3－2

松本由香（兵庫・神戸フレンズ）
石井佳子（神奈川・チャイム）3－2

矢野和代（大分・かぼすくらぶ）
大津絵美子（香川・丸亀SC）3－2

渋谷文代（神奈川・alpha）
▼準決勝
新田	 13、4、4	 岡
大津	 12、-6、6、7	 石井
▼決勝　
新田由紀子	 -5、7、6、7	 大津絵美子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
河島国男（東京・九十九）3－0

平野泰幸（滋賀・甲賀卓友会）
西家功（岡山・team	SMASH）3－0

旅田和彦（香川・坂出卓研）
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）3－1

林賢治（千葉・八日市場クラブ）
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）3－0

栗原万実（福岡・秋山卓球）
▼準決勝
河島	 8、-7、5、6	 西家
坂本	 -5、-6、4、10、8	 江浜
▼決勝
坂本憲一	 5、9、3	 河島国男

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
稲川佳代（東京・大田クラブ）3－0

斎藤富美子（北海道・札幌 unity）
坂本久美（神奈川・COLOR）3－0

植原多恵子（大阪・千里ニュータウン）
片岡年子（大阪・みらくる）3－2

堀江文子（三重・ECCO）
髙木和恵子（東京・千代田クラブ）3－0

宮前康子（愛知・ラビット）
▼準決勝
稲川	 10、11、-15、-9、7	 坂本
片岡	 -6、8、8、-6、9	 髙木和
▼決勝
片岡年子	 -5、-9、5、7、9	 稲川佳代

□男子ハイシックスティ
▼準々決勝
政本尚（奈良・清友クラブ）3－2

井上徳彦（京都・鴨沂クラブ）

長尾正之（北海道・ナガオスポーツクラブ）3－1
大畑正（島根・球心会）

吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－2
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）

高田伸男（栃木・TOCHIGI）3－0
柳敏夫（埼玉・ローリガン）

▼準決勝
長尾	 5、8、7	 政本
高田	 -4、4、9、10	 吉田
▼決勝
長尾正之	 5、7、9	 高田伸男

□女子ハイシックスティ	
▼準々決勝
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）3－0

粟生京子（東京・冠雲クラブ）
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3－0

武田幸子（愛媛・今治モナリザ）
横山祐見子（高知・ピンポン館）3－1

岡田るり子（大阪・こあら～ず）
板谷典子（大阪・HPC）3－1

吉垣美保（神奈川・茶の実）
▼準決勝
船ヶ山	 -9、6、10、-8、7	 日下部
板谷	 8、3、8	 横山
▼決勝
船ヶ山昌子	 10、-3、4、10	 板谷典子

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
仲村渠功（東京・サザンクロス）3－0

河内勉（東京・ブルーグリーン）
井津雅治（東京・友卓会）3－0

富沢健次（大阪・清友クラブ）
古川敏明（東京・サザンクロス）3－2

金田勉（新潟・新潟如水会）
熊澤秀男（神奈川・FAMILY）3－1

勝英雄（大阪・清友クラブ）
▼準決勝
仲村渠	 -6、5、9、9	 井津
古川	 8、8、4	 熊澤
▼決勝
仲村渠功	 4、8、6	 古川敏明

□女子ローセブンティ	
▼準々決勝
宮内富士子（埼玉・ふじみ野市卓球連盟）3－2

持田恵子（愛知・サクセス）
太田裕子（東京・冠雲クラブ）3－0

村川治子（埼玉・大宮スカット）
西條カツヱ（東京・つばさクラブ）3－2

永松陽子（神奈川・浜卓会）
小野原明子（埼玉・駒場クラブ）3－1

古味真知子（滋賀・湖西卓研）
▼準決勝
太田	 -3、5、-9、6、7	 宮内
小野原	 -8、6、10、7	 西條
▼決勝
小野原明子	 -7、4、8、10	 太田裕子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
黒田幸彦（宮城・仙台萩クラブ）3－0

高原滋（東京・駒場野星卓会）
和田紘一（神奈川・球楽会）3－0

玉山昌右（福井・福井ベテラン会）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）3－0

楠木敏孝（広島・広島県庁）
宮地和彦（京都・京都悠遊会）3－1

岩永忠幸（愛知・扇卓球パーク）
▼準決勝
和田	 -4、7、2、4	 黒田
鈴木	 7、5、4	 宮地
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▼決勝
鈴木和久	 8、8、10	 和田紘一

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
武居和子（神奈川・浜卓会）3－0

松澤勝南（愛知・黎明クラブ）
新谷美恵子（大阪・こあら～ず）3－0

石渡利子（千葉・アイリス）
福島正子（埼玉・所沢レディース）3－0

川田律子（東京・赤堤クラブ）
柴田紀子（東京・サザンスターズ）3－2

長澤征代（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
武居	 6、10、10	 新谷
福島	 -8、7、8、9	 柴田
▼決勝
福島正子	 4、8、-4、7	 武居和子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
田中鍛（東京・西東京クラブ）3－1

斉藤隆夫（京都・洛友クラブ）
増田和雄（新潟・新発田クラブ）3－2

杉本泰成（富山・星球会）
中川秀夫（滋賀・彦卓会）3－2

芳賀文治（東京・代々木クラブ）
中井政雄（東京・ブルーグリーン）3－1

渡辺一治郎（新潟・川西クラブ）
▼準決勝
田中	 -8、-9、5、10、8	 増田
中川	 -9、6、10、8	 中井
▼決勝
中川秀夫	 7、-7、7、9	 田中鍛

□女子ローエイティ
▼準々決勝
酒見トシ（千葉・つくば卓球スタジオ）3－2

天野敏枝（神奈川・全横会）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－1

西本邦子（広島・広島ラブオール）
原田哲子（山口・柳友クラブ）3－0

小林友枝（大阪・翡翠）
河路悦子（愛知・AFクラブ）3－0

黒沼茂子（神奈川・浜卓会）
▼準決勝
長瀬	 -8、8、7、8	 酒見
河路	 8、2、-5、12	 原田
▼決勝
河路悦子	 6、6、5	 長瀬ちづ子

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
小野塚章司（千葉・VEGA	CLUB）3－0

奥原靖夫（山口・下関卓協）
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）3－1

石松巖（埼玉・岩卓会）
神崎榮藏（宮城・枡江卓球同好会）3－2

菅沼萬之助（東京・個人）
唐橋博（東京・代々木クラブ）3－0

石田彰三（北海道・東神楽クラブ）
▼準決勝
小野塚	 6、4、6	 濱
唐橋	 6、9、-7、8	 神崎
▼決勝
唐橋博	 12、10、7	 小野塚章司

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
土佐昭子（神奈川・浜卓会）3－1

藤谷照子（埼玉・浦和婦人卓球クラブ）
崔花子（東京・練馬茜）3－0

手代木静子（東京・卓研パートナー）

今井光子（兵庫・伊卓連）3－2
大和桂子（兵庫・兵庫ベテラン会）

河原眞江（岡山・桃花）3－2
池田和子（兵庫・川西グリーン）

▼準決勝
土佐	 -6、7、9、-9、5	 崔
河原	 8、6、14	 今井
▼決勝
土佐昭子	 9、2、12	 河原眞江

2019年全日本選手権大会
（マスターズの部）

2019年11月2～4日、於：春野総合運動公園

□男子サーティ
▼準々決勝
髙木和健一（東京・千代田クラブ）3－2

川口陽陽（東京・YOYO	TAKKYU）
竹之内亮佑（千葉・流山アストロズ）3－2

佐藤亮（埼玉・蝶友クラブ）
築地佑太（埼玉・蝶友クラブ）3－0

山越尚也（栃木・TROUBLESOME）
荻原典和（北海道・北海道アスティーダ）3－0

秋草陽介（埼玉・鳩ヶ谷クラブ）
▼準決勝
髙木和	 9、7、6	 竹之内
荻原	 5、16、ｰ2、7	 築地
▼決勝
荻原典和	 ｰ7、9、3、7	 髙木和健一

□女子サーティ
▼準々決勝
今福麻奈美（神奈川・MD相模）3－2

安本実穂（静岡・スズキ）
飯田嘉代（京都・NEX'TAGE）3－1

片上知代（愛媛・フォーネット）
中本満里奈（東京・アルバトロス）3－0

佐用恵実（兵庫・candy）
坂本直子（長野・スギムラ精工）3－0

義村磨由（大阪・長吉卓球センター）
▼準決勝
飯田	 10、5、9	 今福
中本	 9、11、ｰ3、7	 坂本
▼決勝
飯田嘉代	 ｰ16、8、5、6	 中本満里奈

□男子フォーティ
▼準々決勝
柳延恒（兵庫・TEAM	SATO）3－0

河本相旭（東京・ピンポンさん）
山下大輔（大阪・WINS）3－0

大越弘之（千葉・卓修会）
三島崇明（北海道・翔くんとゆかいな仲間達）3－0

守本朝信（愛知・名古屋卓球クラブ）
緒方昭範（大阪・日本製鉄大阪）3－0

阿部邦章（宮城・仙台卓球センター）
▼準決勝
柳	 2、4、8	 山下
緒方	 ｰ9、6、3、5	 三島
▼決勝
柳延恒	 7、5、4	 緒方昭範

□女子フォーティ
▼準々決勝
信田真美（北海道・札幌Unity）3－0

中内亜季（高知・TOSA）
松村優美（山梨・甲斐路クラブ）3－0

加藤美代（東京・飛鳥クラブ）
村上富貴（宮城・桔梗苦羅舞）3－2

島村美恵（神奈川・MD相模）
安部香織（大阪・長吉卓球センター）3－0

山崎玲奈（青森・日専連クラブ）

▼準決勝
松村	 13、4、4	 信田
安部	 	6、ｰ8、10、ｰ8、8	 村上
▼決勝
松村優美	 ｰ7、ｰ4、7、7、10	 安部香織

□男子フィフティ
渡辺輝彦（東京・美鷹クラブ）3－0

中村勉（東京・ゴルベテ）
齊藤修（秋田・夕凪クラブ）3－2

中太隆明（埼玉・親球会）
向山収（福岡・アカシア）3－1

中村宏（千葉・卓修会）
華原張（東京・東京	KING	KONG）3－2

枝広一志（岡山・関西クラブ）
▼準決勝
渡辺	 2、11、8	 齊藤
華原	 ｰ6、6、7、8	 向山
▼決勝	
華原張	 ｰ8、10、ｰ8、9、9	 渡辺輝彦

□女子フィフティ
▼準々決勝
石井佳子（神奈川・チャイム）3－0

後藤眞理子（京都・都クラブ）
鳥屋麻子（千葉・花野井クラブ）3ー0

矢野和代（大分・かぼすくらぶ）
渡辺由希子（東京・美鷹ENJOY）3－1

堀川千亜紀（神奈川・HAZAWA）
林華子（東京・健幸クラブ）3－0

新谷朋江（富山・みらくる）
▼準決勝
鳥屋	 ｰ5、11、5、8	 石井
渡辺	 ｰ10、9、ｰ8、4、7	 林
▼決勝
渡辺由希子	 9、3、ｰ11、2	 鳥屋麻子

□男子ローシックスティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産自動車追浜）3－1

本橋道直（埼玉・一球クラブ）
西家功（岡山・team	SMASH）3－0

岡部利夫（愛知・明誠クラブ）
河島国男（東京・九十九）3－1

上松省三（福岡・秋山卓球）
花木友明（沖縄・琉球卓球クラブ）3－0

林賢治（千葉・八日市場クラブ）
▼準決勝
坂本	 7、9、7	 西家
花木	 ｰ11、8、6、ｰ8、6	 河島
▼決勝　
花木友明	 ｰ6、7、ｰ11、8、9	 坂本憲一

□女子ローシックスティ
▼準々決勝
久野良子（岐阜・各務原C）3－1

伊藤悦子（東京・プレミアム）
坂本久美（神奈川・COLOR）3－0

髙木和恵子（東京・千代田クラブ）
稲川佳代（東京・大田クラブ）3－0

川合幸子（神奈川・松草クラブ）
鶴田昌枝（神奈川・COLOR）3－0

大津絵美子（香川・丸亀SC）
▼準決勝
坂本	 9、ｰ8、ｰ9、9、12	 久野
稲川	 6、ｰ7、2、ｰ4、9	 鶴田
▼決勝
稲川佳代	 6、ｰ9、11、5	 坂本久美

□男子ハイシックスティ	
▼準々決勝
広浜泰久（東京・神馬クラブ）3－1

高橋英治（愛媛・三島ウィングス）

※平成30年度までは、大会名に開催年度を用いた。2019年度からは、大会名に開催年を用いた140
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長谷川豊信	 （東京・卓精会）3－0
丹羽俊雄（兵庫・ダンディー）

三田村則明（東京・卓楓会）3－0
大畑正（島根・球心会）

藤原昇（東京・友卓会）3－2
前田洋二（山口・萩卓）

▼準決勝
長谷川	 7、10、7	 広浜
三田村	 ｰ4、14、5、5	 藤原
▼決勝
長谷川豊信	 7、ｰ9、4、6	 三田村則明

□女子ハイシックスティ
▼準々決勝
船ヶ山昌子（愛知・サクセス）3－2

渡邊みち子（兵庫・兵庫卓研）
島田美鈴（東京・淑友クラブ）3－1

岡田るり子（大阪・こあら～ず）
吉垣美保（神奈川・茶の実）3－2

横山祐見子（高知・ピンポン館）
日下部鈴子（神奈川・チャイム）3－1

川澄真弓（愛知・エムクラブ）
▼準決勝
船ヶ山	 ｰ10、12、ｰ13、6、9	 島田
吉垣	 10、ｰ7、10、ｰ9、8	 日下部
▼決勝
船ヶ山昌子	 4、8、6	 吉垣美保

□男子ローセブンティ
▼準々決勝
仲村渠功	 （東京・サザンクロス）3－0

細谷勉（山梨・ピーベリー）
冨金原修（東京・チームDREAM）3－1

井津雅治（東京・友卓会）
吉田雄三（高知・ヨシダスポーツ）3－1

木内忠男（埼玉・チーム TAISHO）
勝英雄（奈良・清友クラブ奈良）3－1

岩﨑健三（広島・サンスポーツクラブ）
▼準決勝
仲村渠	 ｰ7、9、10、ｰ7、9	 冨金原
勝	 ｰ9、6、9、9	 吉田
▼決勝
仲村渠功	 11、10、7	 勝英雄

□女子ローセブンティ
▼準々決勝
野中よしみ（福岡・ピュアメイト）3－2

小野原明子（埼玉・駒場クラブ）
宮内富士子（埼玉・ふじみ野市卓連）3－2

高橋邦子（千葉・千代田クラブ）
太田裕子（東京・冠雲）3－0

平賀須美子（神奈川・茶の実）
板谷典子（大阪・HPC）3－1

蜂須賀美恵子（岐阜・珈琲）
▼準決勝
宮内	 4、12、ｰ6、6	 野中	
太田	 13、ｰ6、4、ｰ4、9	 板谷
▼決勝
太田裕子	 7、10、ｰ11、7	 宮内富士子

□男子ハイセブンティ
▼準々決勝
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）	3－2

渡辺昂史（東京・代々木クラブ）
楠木敏孝（広島・県庁）3－1

津島靖武（東京・代々木クラブ）
岩永忠幸（愛知・扇卓球パーク）3－0

竹田元一（愛知・AFクラブ）
富岡成一（東京・西東京クラブ）3－1

佐々木秀男（北海道・室蘭ベテラン会）
▼準決勝
鈴木	 ｰ5、6、9、6	 楠木
富岡	 5、4、ｰ9、7	 岩永

▼決勝
富岡成一	 9、ｰ6、7、10	 鈴木和久

□女子ハイセブンティ
▼準々決勝
堀木雪子（千葉・市川市レディース）3－0

福島正子（埼玉・所沢レディース）
近澤明美（愛知・ささしま）3－1

池西かつ（埼玉・夢華クラブ）
西條カツヱ（東京・つばさクラブ）3－0

山田きみ（東京・卓精会）
長澤征代（東京・武蔵野クラブ）3－0

佐藤郁（宮城・八幡体振）
▼準決勝
堀木	 	9、ｰ11、4、ｰ8、4	 近澤
長澤	 7、5、2	 西條
▼決勝
長澤征代	 5、0、7	 堀木雪子

□男子ローエイティ
▼準々決勝
金沢保久（埼玉・ウイング）3－0

井上源市（大阪・浜寺クラブ）
井伊國裕（神奈川・横浜ベテラン会）3－2

内田弘二（東京・ブループラム）
田中鍛（東京・西東京クラブ）3－1

前川紘一（神奈川・逗子クラブ）
和田紘一（神奈川・球楽会）3－2

大村光保（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
金沢	 8、5、ｰ10、8	 井伊
田中	 ｰ8、11、ｰ12、9、8	 和田
▼決勝
金沢保久	 5、ｰ8、10、ｰ8、9	 田中鍛

□女子ローエイティ
▼準々決勝
河路悦子（愛知・AFクラブ）3－0

天野敏枝（神奈川・全横会）
池田章子（大阪・翡翠）3－0

石渡利子（千葉・アイリス）
早沢玲子（奈良・個人）3－2

細田明子（東京・若葉クラブ）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）3－0

安藤節子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
河路	 ｰ6、ｰ7、11、2、8	 池田
長瀬	 ｰ8、4、6、7	 早沢
▼決勝
河路悦子	 8、9、9	 長瀬ちづ子

□男子ハイエイティ
▼準々決勝
秋田勝（大阪・浜寺クラブ）3－1

箭中滋（神奈川・L&S）
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）3－0

石松巖（埼玉・岩たく）
神崎榮藏（宮城・枡江体振）キケン

桑原稔（愛知・卓研会）
池内祥治（熊本・SEIZANクラブ）3－1

増田和雄（新潟・新発田クラブ）
▼準決勝
秋田	 ｰ10、4、10、ｰ11、6	 濱
池内	 7、6、1	 神崎
▼決勝
秋田勝	 5、ｰ9、7、7	 池内祥治

□女子ハイエイティ
▼準々決勝
田邊倫子（愛知・わかくさ）3－1

土佐昭子（神奈川・浜卓会）
今井光子（兵庫・伊卓連）3－0

手代木静子（東京・卓研パートナー）

池田和子（兵庫・川西グリーン）3－0
阪口幸子（大阪・浜寺クラブ）

田坂淳子（兵庫・神戸クラブ）3－1
河原眞江（岡山・桃花）

▼準決勝
今井	 9、6、7	 田邊
池田	 10、ｰ10、16、9	 田坂
▼決勝
池田和子	 6、5、ｰ8、4	 今井光子

2020年全日本選手権大会
（マスターズの部）

2020年10月22～25日、於：島津アリーナ

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止
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国内大会

全日本軟式卓球選手権大会
1931年（昭和6年度）〜2001年（平成13年度）

昭和6年度全日本軟式選手権大会
昭和6年10月30日～11月1日、於：東京四谷第六小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
中島正郎（岩手）	 ３─１	 石橋瞬之助（東京）
程塚昇（埼玉）	 ３─２	 藤村繁蔵（奈良）
村田康方（東京）	 ３─１	 小笹幸吉（高知）
幸田栄三郎（東京）	 ３─２	 相澤直孝（神奈川）
▼準決勝
中島	 3、10、3	 程塚
幸田	 -3、4、8、5	 村田
▼決勝
中島正郎	 -8、5、10、5	 幸田栄三郎

□女子シングルス
▼準々決勝
植田千世（奈良）	 ３─０	 佐々木つね（東京）
黒崎栄子（埼玉）	 ３─０	 佐藤きよ（山形）
原ひで子（千葉）	 ３─０	 門芳子（兵庫）
山本スミ（高知）	 ３─２	 阪田フサ（奈良）
▼準決勝
黒崎	 6、-14、-7、3、6	 植田
山本	 14、8、8	 原
▼決勝
山本スミ	 -7、8、7、7	 黒崎栄子

昭和7年度全日本軟式選手権大会
昭和7年11月5～6日、於：神田駿河台YWCA

□男子シングルス
▼準々決勝
高田圭純（大阪）	 ３─１	 菅原喜興志（宮城）
福士敏光（東京）	 ３─２	 二宮勇（広島）
川上正（大阪）	 ３─１	 井上景介（東京）
大江福松（東京）	 ３─０	 中川武夫（大阪）
▼準決勝
高田	 -6、12、10、10	 福士
大江	 7、2、-10、9	 川上
▼決勝
高田圭純	 8、6、8	 大江福松

□女子シングルス
▼準々決勝
加藤芳子（広島）	 ３─１	 高橋（福島）
窪川ゆき（香川）	 ３─２	 小林啓子（千葉）
保原キヨ（京都）	 ３─１	 武田せつ（千葉）
本保みづゑ（広島）	 ３─１	 守山（大阪）
▼準決勝
窪川	 10、10、-5、12	 加藤
保原	 6、-9、-4、5、13	 本保
▼決勝
窪川ゆき	 4、-9、-4、5、14	 保原キヨ

昭和8年度全日本軟式選手権大会
昭和8年10月29～31日、於：東京四谷第六小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
山田孝次郎（東京）	 ３─１	 森田圭純（大阪）
井上景介（東京）	 ３─０	 吉住弘（東京）
村田康方（東京）	 ３─０	 角田鉦二（東京）
小林綱太郎（兵庫）	 ３─０	 程塚昇（東京）
▼準決勝
井上	 ３─０	 山田
村田	 ３─０	 小林
▼決勝
村田康方	 -7、6、10、-6、8	 井上景介

□女子シングルス
▼準々決勝
黒崎栄子（東京）	 ３─１	 佐藤（広島）
怱田フク（奈良）	 ３─１	 西山喜代子（大阪）
奥山春江（熊本）	 ３─２	 小林菊枝（千葉）
保原キヨ（京都）	 ３─２	 平尾ヒツノ（山形）
▼準決勝
黒崎	 ３─１	 怱田
保原	 ３─２	 奥山
▼決勝
黒崎栄子	 7、5、12	 保原キヨ

昭和9年度全日本軟式選手権大会
昭和9年11月2～4日、於：東京赤坂三会堂

□男子シングルス
▼準々決勝
田村金造（北海道）	 ３─１	 村田康方（東京）
福士敏光（東京）	 ３─２	 森田圭純（大阪）
今井太郎（東京）	 ３─１	 石橋舜之助（東京）
程塚昇（東京）	 ３─０	 上野勝美（京都）
▼準決勝
田村	 ３─２	 福士
程塚	 ３─２	 今井
▼決勝
程塚昇	 8、3、8	 田村金造

□女子シングルス
▼準々決勝
黒崎栄子（東京）	 ３─２	 勝山久子（奈良）
奥山春江（熊本）	 ３─１	 西山喜代子（大阪）
怱田フク（奈良）	 ３─０	 加藤初枝（京都）
保原キヨ（京都）	 ３─０	 氏家孝子（熊本）
▼準決勝
黒崎	 ３─０	 奥山
保原	 ３─０	 	怱田
▼決勝
保原キヨ	 5、-8、6、7	 黒崎栄子

□ OB
▼準々決勝
川上理三（東京）	 ３─０	 斉藤（大阪）
高村義雄（東京）	 ３─０	 石川（香川）
池田光夫（大阪）	 ３─１	 中沢（宮城）

磯部（大阪）	 ３─１	 武藤（東京）
▼準決勝
川上	 ３─０	 高村
池田	 ３─０	 磯部
▼決勝
川上理三	 8、8、4	 池田光夫

昭和10年度全日本軟式選手権大会
昭和10年10月29日～11月1日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
山本登（兵庫）	 ３─０	 大江福松（東京）
今孝（青森）	 ３─１	 山田孝太郎（東京）
程塚忠太郎（東京）	 ３─２	 森田圭純（大阪）
川上正（大阪）	 ３─０	 井上景介（東京）
▼準決勝
今	 ３─０	 山本
川上	 ３─２	 程塚
▼決勝
川上正	 10、7、12	 今孝

□女子シングルス
▼準々決勝
保原キヨ（京都）	 ３─２	 眞田瑞子（大阪）
小畑アキ子（大分）	 ３─１	 菊地敏子（岡山）
杉本育子（神奈川）	 ３─０	 妹尾博子（岡山）
黒崎栄子（埼玉）	 ３─１	 李福喜（朝鮮）
▼準決勝
保原	 ３─０	 小畑
杉本	 ３─１	 黒崎
▼決勝
杉本育子	 8、-8、6、7	 保原キヨ

□ OB
▼準々決勝
川上正（大阪）	 ３─１	 伊藤（東京）
高橋秀史（東京）	 ３─２	 渡邊（岐阜）
神田五郎（大分）	 ３─２	 木幡義明（福島）
池田光夫（大阪）	 ３─１	 長沼（広島）
▼準決勝
高橋	 ３─２	 川上
池田	 ３─１	 神田
▼決勝
池田光夫	 9、5、8	 高橋秀史

昭和11年度全日本軟式選手権大会
昭和11年10月31日～11月2日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
山中覚郎（青森）	 ３─２	 川上正（大阪）
森田圭純（大阪）	 ３─０	 宮川顯太郎（京都）
今井太郎（東京）	 ３─２	 程塚忠太郎（東京）
渡辺重五（兵庫）	 ３─１	 吉住弘（東京）
▼準決勝
森田	 ３─２	 山中
渡辺	 ３─１	 今井
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▼決勝
渡辺重五	 5、-11、10、5	 森田圭純

□女子シングルス
▼準々決勝
保原キヨ（京都）	 ３─０	 相田キミエ（愛媛）
川谷ユキ（大分）	 ３─１	 西山喜代子（大阪）
伊藤富子（大阪）	 ３─１	 戸辺直子（東京）
眞田瑞子（大阪）	 ３─０	 高橋美千子（京都）
▼準決勝
川谷	 ３─１	 保原
伊藤	 ３─２	 眞田
▼決勝
川谷ユキ	 8、8、5	 伊藤富子

□ OB 甲（壮年）
▼準々決勝
池田光夫（大阪）	 ３─１	 木幡義明（福島）
大門大亮（東京）	 ３─１	 戸田（東京）
川上理三（東京）	 ３─０	 宮崎（神奈川）
渡部英雄（青森）	 ３─０	 高橋秀史（東京）
▼準決勝
大門	 ３─２	 池田
川上	 ３─０	 渡部
▼決勝
大門大亮	 ３─１	 川上理三

□ OB 乙（成年）
▼準々決勝
木村（東京）	 ３─０	 中井（東京）
新井岩次郎（東京）	 ３─１	 青柳（東京）
伊藤栄（東京）	 ３─０	 平野（東京）
佐藤（東京）	 ３─２	 住吉精一（大阪）
▼準決勝
新井	 ３─０	 木村
伊藤	 ３─２	 佐藤
▼決勝
新井岩次郎	 ３─０	 伊藤栄

昭和12年度全日本軟式選手権大会
昭和12年10月29～31日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
山田孝次郎（熊本）		 ３─０	 谷口文雄（静岡）
田村金蔵（北海道）	 ３─０	 金甲淳（朝鮮）
小浜鎌蔵（大阪）	 ３─２	 朴鐘植（朝鮮）
石井重雄（青森）	 ３─１	 佐野定次郎（北海道）
▼準決勝
山田	 ３─２	 田村
小浜	 ３─１	 石井
▼決勝
山田孝次郎	 10、-10、7、3	 小浜鎌蔵

□女子シングルス
▼準々決勝
植田千代子（奈良）	 ３─０	 今泉春江（北海道）
姜彭玉（朝鮮）	 ３─２	 増田静子（京都）
矢口千代（山形）	 ３─０	 眞田瑞子（大阪）
桑原ネモ（熊本）	 ３─１	 西山喜代子（大阪）
▼準決勝
植田	 ３─２	 姜
矢口	 ３─２	 桑原
▼決勝
矢口千代	 5、-2、-7、10、5	 植田千代子

□ OB（壮年）
▼準々決勝
大門大亮（東京）	 ３─１	 鐵井昴（愛媛）
九鬼力蔵（愛知）	 ３─１	 武川誠二（大阪）
前田亀次（長野）	 ３─２	 森芳雄（神奈川）
池田光夫（大阪）	 ３─２	 馬場元（宮城）

▼準決勝
九鬼	 ３─１	 大門
前田	 ３─０	 池田
▼決勝
前田亀次	 7、-9、12、7	 九鬼力蔵

□ OB（成年）
▼準々決勝
萩庭三寿（宮城）	 ３─０	 新井岩次郎（東京）
志賀元八（兵庫）	 ３─１	 住吉精一（大阪）
伊藤栄（東京）	 ３─０	 渡辺勲（神奈川）
古森忠雄（福岡）	 ３─０	 四戸正利（青森）
▼準決勝
萩庭	 ３─１	 滋賀
伊藤	 ３─１	 古森
▼決勝
萩庭三寿	 10、3、7	 伊藤栄

昭和13年度全日本軟式選手権大会
昭和13年10月27～29日

於：東京麻布小学校・日比谷公会堂

□男子シングルス
▼準々決勝
橋本智男（神奈川）	 ３─２	 斉藤繁（東京）
宮下義雄（神奈川）	 ３─２	 大熊敦隆（愛知）
奥野喜六（東京）	 ３─０	 上原康正（兵庫）
柳川重男（東京）	 ３─２	 西山恵之助（大阪）
▼準決勝
宮下	 ３─１	 橋本
奥野	 ３─１	 柳川
▼決勝
奥野喜六	 7、6、-3、9	 宮下義雄

□女子シングルス
▼準々決勝
増田静子（京都）	 ３─０	 久留島ミサ（神奈川）
渡辺睦子（静岡）	 ３─１	 西原スミ（大分）
坪谷陸子（北海道）	 ３─０	 牧田イネ子（神奈川）
近藤桃子（東京）	 ３─１	 大坪信子（大分）
▼準決勝
渡辺	 ３─１	 	増田
近藤	 ３─０	 坪谷
▼決勝
渡辺睦子	 6、2、-8、7	 近藤桃子

□ OB（壮年）
▼準々決勝
前田亀次（長野）	 ３─１	 野口高太郎（東京）
井坂信太郎（東京）	 ３─０	 森芳雄（神奈川）
伊藤務（東京）	 ３─０	 池田光夫（大阪）
大門大亮（東京）	 ３─０	 木幡美明（福島）
▼準決勝
井坂	 ３─１	 前田
大門	 ３─１	 伊藤
▼決勝
井坂信太郎	 9、-7、9、9	 大門大亮

□ OB（成年）
▼準々決勝
萩庭三寿（宮城）	 ３─１	 平野悌夫（東京）
吉沢房吉（大阪）	 キケン	
住吉精一（大阪）	 ３─０	 高原眞重（静岡）
伊藤栄（東京）	 ３─０	 飯島（奈良）
▼準決勝
萩庭	 ３─０	 吉沢
住吉	 ３─１	 伊藤
▼決勝
萩庭三寿	 7、8、7	 住吉精一

昭和14年度全日本軟式選手権大会
昭和14年10月30日～11月3日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
奥野喜六（東京）	 ３─０	 土村勝吉（北海道）
小中喜一（青森）	 ３─０	 金成鐘（朝鮮）
高庠鎭（朝鮮）	 ３─０	 安福陸二（大阪）
阿木武男（東京）	 ３─２	 杉山市郎（東京）
▼準決勝
奥野	 ３─２	 小中
阿木	 ３─１	 高
▼決勝
奥野喜六	 -7、6、5、8	 阿木武男

□女子シングルス
▼準々決勝
長田邦子（東京）	 ３─１	 渡辺睦子（静岡）
筒井静枝（広島）	 ３─１	 栗原静江（東京）
辛永初（朝鮮）	 ３─１	 井出ミツ子（静岡）
西山喜代子（大阪）	 ３─０	 山村久代（奈良）
▼準決勝
長田	 ３─０	 筒井
辛	 ３─２	 西山
▼決勝
長田邦子	 -9、4、-8、9、11	 辛永初

□壮年
▼準々決勝
井坂信太郎（東京）	 ３─１	 野口高太郎（東京）
和気茂雄（岡山）	 ３─１	 片山（福岡）
三浦利庸（兵庫）	 ３─１	 前田亀次（長野）
大門大亮（東京）	 ３─０	 中村（大分）
▼準決勝
和気	 ３─１	 井坂
大門	 ３─２	 三浦
▼決勝
和気茂雄	 8、16、-7、-3、9	 大門大亮

□成人
▼準々決勝
萩庭三寿（宮城）	 ３─０	 金谷鼎（岡山）
吉沢房吉（大阪）	 ３─０	 平野悌夫（東京）
伊藤栄（東京）	 ３─２	 松井（青森）
戸田信義（東京）	 ３─０	 住吉精一（大阪）
▼準決勝
萩庭	 ３─０	 吉沢
戸田	 ３─０	 伊藤
▼決勝
萩庭三寿	 7、7、8	 戸田信義

昭和15年度全日本軟式選手権大会
昭和15年10月28～31日、於：東京麻布小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
石井重雄（青森）	 ３─１	 清水博（北海道）
高島繁（朝鮮）	 ３─０	 初田二（兵庫）
戸塚和美（東京）	 ３─０	 木崎修治（京都）
藤村義呂（大阪）	 ３─２	 薄井昌之（北海道）
▼準決勝
石井	 7、5、-7、7	 高島
戸塚	 9、-8、10、5	 藤村
▼決勝
戸塚和美	 7、9、1	 石井重雄

□女子シングルス
▼準々決勝
渡辺睦子（静岡）	 ３─１	 高橋眞佐子（京都）
平山清子（広島）	 ３─２	 本多孝子（北海道）
西山喜代子（大阪）	 ３─１	 黒崎栄子（栃木）
鴨川好子（長崎）	 ３─１	 島川然熙（朝鮮）
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▼準決勝
渡辺	 4、9、9	 平山
西山	 7、7、3	 鴨川
▼決勝
渡辺睦子	 9、12、9	 西山喜代子

□壮年
▼準々決勝
和気茂雄（岡山）	 ３─０	 久枝栄二（鹿児島）
前田亀次（長野）	 ３─０	 広田元治（大阪）
長瀬安孝（岡山）	 ３─０	 野口高次郎（東京）
片山忠義（福岡）	 ３─１	 三浦利庸（兵庫）
▼準決勝
和気	 6、7、-8、9	 前田
長瀬	 9、-10、10、-9、4	 片山
▼決勝
長瀬安孝	 16、10、-7、-2、12	 和気茂雄

□成人
▼準々決勝
大塚陽一（東京）	 ３─０	 広田昇（茨城）
山下宇助（北海道）	 ３─０	 石井喜作（宮城）
加須屋保次郎（北海道）	３─２	 住吉精一（大阪）
宮崎敬一（神奈川）	 ３─０	 金谷鼎（岡山）
▼準決勝
大塚	 9、-8、-10、7、10	 山下
加須屋	 10、12、6	 宮崎
▼決勝
大塚陽一	 10、8、5	 加須屋保次郎

昭和21年度全日本軟式選手権大会
昭和21年11月1～3日、於：宝塚公会堂

□男子シングルス
▼準々決勝
林忠明（神奈川）	 ３─０	 増本完治（愛媛）
戸塚和美（東京）	 ３─１	 斉地繁敏（宮城）
南波好宏（東京）	 ３─２	 山田孝次郎（北海道）
浅野英男（東京）	 ３─２	 安井正（岡山）
▼準決勝
林	 ３─１	 戸塚
南波	 ３─２	 浅野
▼決勝
林忠明	 6、5、-8、6	 南波好宏

□女子シングルス
▼準々決勝
渡辺睦子（静岡）	 ３─０	 須藤起位（北海道）
荘司勝子（大分）	 ３─２	 橋爪君子（群馬）
松本貴代子（京都）	 ３─２	 伊藤信子（青森）
東郷澄（東京）	 ３─１	 伊永常子（和歌山）
▼準決勝
渡辺	 ３─０	 荘司
松本	 ３─０	 東郷
▼決勝
渡辺睦子	 5、7、-8、3	 松本貴代子

□ベテラン
▼準々決勝
倉橋長七（大阪）	 ３─２	 野呂金四郎（神奈川）
片山忠義（広島）	 ３─１	 有本（和歌山）
長尾勇（京都）	 ３─２	 中川（大阪）
田舛吉郎（山口）	 ３─０	 鈴木寅之助（青森）
▼準決勝
倉橋	 ３─２	 片山
田舛	 ３─０	 長尾
▼決勝
倉橋長七	 7、7、13	 田舛吉郎

昭和22年度全日本軟式選手権大会
昭和22年9月27～28日、於：諏訪市高島小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
佐藤博治（青森）	 ３─０	 巴保春（神奈川）
伊藤良之助（愛知）	 ３─０	 矢尾板弘（東京）
南波好宏（東京）	 ３─２	 太田（東京）
竹原繁雄（徳島）		 ３─１	 鈴木（栃木）
▼準決勝
佐藤	 4、3、3	 伊藤
南波	 5、9、8	 竹原
▼決勝
佐藤博治	 3、-12、6、7	 南波好宏

□女子シングルス
▼準々決勝
渡辺睦子（静岡）	 ３─０	 遠山（熊本）
松本貴代子（京都）	 ３─０	 近藤（神奈川）
牛島トシ子（熊本）	 ３─２	 加藤君枝（京都）
伊藤信子（青森）	 ３─１	 佐藤（青森）
▼準決勝
渡辺	 6、11、7	 松本
牛島	 -11、8、6、11	 伊藤
▼決勝
渡辺睦子	 8、5、9	 牛島トシ子

□男子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・金田（青森）	 ３─２	 山田・薄井（北海道）
太田・木戸（東京）	 ３─２	 杉山・関（群馬）
伊藤・田中（愛知）	 ３─２	 矢尾板・坂本（東京）
牧野・丹野（宮城）	 ３─０	 都筑・村尾（神奈川）
▼準決勝
佐藤・金田	 9、6、-8、8	 太田・木戸
伊藤・田中	 4、-8、4、-9、8	 牧野・丹野
▼決勝
佐藤博治・金田芳雄　4、-8、6、-1、8	
	 	 伊藤守之助・田中昭

□女子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・中西（静岡）	 ３─１	 木村・中村（埼玉）
近藤・吉川（東京）	 ３─１	 松本・上原（京都）
加藤・浅堀（京都）	 ３─０	 若原・佐伯（岐阜）
原武・青柳（福岡）	 ３─１	 板橋・今泉（北海道）
▼準決勝
渡辺・中西	 3、-5、3、4	 近藤・吉川
加藤・浅堀	 4、6、2	 原武・青柳
▼決勝
渡辺睦子・中西賀子　9、-7、12、8

浅堀みさ子・加藤君枝

□ベテラン
▼準々決勝
藤村義呂（大阪）	 ３─２	 田舛吉郎（山口）
土村勝喜（熊本）	 ３─０	 早川（愛知）
倉橋長七（大阪）	 ３─０	 田辺（福島）
佐藤凡夫（東京）	 ３─１	 小野（奈良）
▼準決勝
藤村	 -7、11、9、-6、6	 土村
倉橋	 4、-7、18、8	 佐藤
▼決勝
藤村義呂	 -8、-5、8、9、7	 倉橋長七

昭和23年度全日本軟式選手権大会
昭和23年9月18～20日、

於：福島県飯坂温泉飯坂小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
南波好宏（東京）	 ３─１	 山本春雄（神奈川）

山田孝次郎（北海道）	 ３─２	 矢尾板弘（東京）
坂本鎌蔵（東京）	 ３─１	 斉地繁敏（宮城）
塙正人（北海道）	 ３─１	 中田鉄士（宮城）
▼準決勝
南波	 6、12、-9、-7、7	 山田
坂本	 2、-13、0、8	 塙
▼決勝
南波好宏	 13、4、-8、5	 坂本鎌蔵

□女子シングルス
▼準々決勝
松本喜代子（京都）	 ３─０	 鈴木とき（東京）
東郷澄（東京）	 ３─１	 後藤文子（福島）
平田キヨ（新潟）	 ３─２	 田原麻子（東京）
蔦森昭子（北海道）	 ３─０	 飯田豊子（石川）
▼準決勝
松本	 4、6、8	 東郷
蔦森	 15、7、7	 平田
▼決勝
松本貴代子	 4、11、7	 蔦森昭子

□男子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・田中（愛知）	 ３─２	 山田・塙（北海道）
中田・斉地（宮城）	 ３─０	 宮・横沢（岩手）
坂本・矢尾板（東京）	 ３─０	 巴・長島（神奈川）
木戸・大湊（東京）	 ３─１	 丹野・牧野（宮城）
▼準決勝
中田・斉地	 7、9、7	 伊藤・田中
坂本・矢尾板	 2、8、-6、7	 木戸・大湊
▼決勝
坂本鎌蔵・矢尾板弘　8、-8、9、9	 	
	 	 中田鉄士・斉地繁敏

□女子ダブルス
▼準々決勝
後藤・紺野（福島）	 ３─２	 石井・槇野（岡山）
平田・風間（新潟）	 ３─１	 原武・田北（福岡）
東郷・田原（東京）	 ３─１	 渡辺・小池（愛知）
松本・浅堀（京都）	 ３─０	 蔦森・田中（北海道）
▼準決勝
平田・風間	 2、-8、9、9	 後藤・紺野
松本・浅堀	 5、7、4	 東郷・田原
▼決勝
松本貴代子・浅堀みさ子　9、7、9	 	
	 	 平田キヨ・風間路子

□ベテラン
▼準々決勝
藤村義呂（大阪）	 ３─１	 望月常義（東京）
井坂信太郎（東京）	 ３─２	 鈴木惣助（福島）
田辺栄次郎（福島）	 ３─０	 斉藤繁（東京）
渡辺褜吉（宮城）	 ３─１	 渡辺誠（山形）
▼準決勝
藤村	 6、8、-9、11	 井坂
渡辺	 6、6、7	 田辺
▼決勝
藤村義呂	 5、9、-5、8	 渡辺褜吉

昭和24年度全日本軟式選手権大会
昭和24年6月4～5日、於：山形市第四小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川清隆（北海道）	 ３─２	 安倍正雄（宮城）
南波好宏（東京）	 ３─２	 矢尾板弘（東京）
牧野道也（群馬）	 ３─２	 戸塚和美（東京）
斉地繁敏（宮城）	 ３─０	 坂本鎌蔵（東京）
▼準決勝
長谷川	 -11、5、8、4	 南波
斉地	 4、7、11	 牧野
▼決勝
斉地繁敏	 -9、6、11、-6、15	 長谷川清隆
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□女子シングルス
▼準々決勝
松本貴代子（京都）	 ３─０	 興津節子（山形）
田原麻子（東京）	 ３─０	 後藤文子（福島）
平田キヨ（新潟）	 ３─２	 柴田羊子（東京）
塙昭子（北海道）	 ３─０	 澤田妙子（群馬）
▼準決勝
松本	 5、7、9	 田原
塙	 -8、-9、8、11、8	 平田
▼決勝
松本貴代子	 -8、-9、6、6、9	 塙昭子

□男子ダブルス
▼準々決勝
関・関川（群馬）	 勝─負	 五百部・天谷（栃木）
南波・椎名（東京）	 ３─２	 宮・横沢（岩手）
斉地・牧野（宮城）	 勝─負	 奥富・佐藤（東京）
佐藤・菊地（岩手）	 ３─１	 木戸・大湊（東京）
▼準決勝
南波・椎名	 -9、9、4、5	 関・関川
斉地・牧野	 4、5、9	 佐藤・菊地
▼決勝
南波好宏・椎名俊之　4、-10、3、5	 	
	 	 斉地繁敏・牧野三雄

□女子ダブルス
▼準々決勝
牛田・土屋（千葉）	 ３─１	 福川・大溝（青森）
塙・仲（北海道）	 ３─０	 鈴木・鈴木（東京）
飯田・真野（石川）	 ３─１	 柴田・渡辺（東京）
松本・土井（京都）	 ３─０	 藤沢・飯塚（東京）
▼準決勝
塙・仲	 -10、5、3、8	 牛田・土屋
松本・土井	 9、5、11	 飯田・真野
▼決勝
松本貴代子・土井民枝					３─０	 塙昭子・仲和子

□ベテラン
▼準々決勝
小笠原栄造（青森）	 ３─２	 渡辺惣吉（宮城）
鈴木惣助（福島）	 ３─１	 酒井直次郎（山形）
田辺栄次郎（福島）	 ３─１	 牧野占（東京）
井坂信太郎（東京）	 ３─１	 八木橋徳文（栃木）
▼準決勝
小笠原	 8、7、6	 鈴木
田辺	 10、10、9	 井坂
▼決勝
小笠原栄造	 -11、4、6、3	 田辺栄次郎

昭和25年度全日本軟式選手権大会
昭和25年6月10～11日

於：神奈川県本町小学校・城内高等学校

□男子シングルス
▼準々決勝
長谷川清隆（北海道）	 ３─２	 浅野英雄（東京）
原正明（東京）	 ３─１	 坂本鎌蔵（東京）
林忠明（神奈川）	 ３─１	 門屋豊徳（東京）
戸塚和美（東京）	 ３─１	 南波好宏（東京）
▼準決勝
原	 6、-9、12、6	 長谷川
林	 8、5、5	 戸塚
▼決勝
林忠明	 3、-8、-11、7、3	 原正明

□女子シングルス
▼準々決勝
松本貴代子（京都）	 ３─０	 塙昭子（北海道）
楢原静（広島）	 ３─１	 後藤文子（福島）
藤本徳美（兵庫）	 ３─２	 渡辺睦子（静岡）
土田郁子（青森）	 ３─２	 木村宏子（埼玉）
▼準決勝
松本	 ３─１	 楢原

土田	 ３─２	 藤本
▼決勝
松本貴代子	 3、3、-9、8	 土田郁子

□男子ダブルス
▼準々決勝
南波・椎名（東京）	 ３─１	山田・長谷川（北海道）
四十栄・富田（東京）	 ３─２	 高木・遠藤（北海道）
木戸・大湊（東京）	 ３─２	 矢尾板・坂本（東京）
玉木・原（東京）	 ３─０	 菊地・佐藤（岩手）
▼準決勝
南波・椎名	 5、7、8	 四十栄・富田
木戸・大湊	 6、-8、8、9	 玉木・原
▼決勝
南波好宏・椎名俊之　10、8、-8、-9、6	 	
	 	 木戸武二三・大湊吉夫

□女子ダブルス
▼準々決勝
松本・土井（京都）	 ３─１	 土田・福川（青森）
平田・風間（新潟）	 ３─１	 祖父江・新居（愛知）
杉崎・松山（神奈川）	 ３─２	 中野・柴田（東京）
後藤・後藤（福島）	 ３─１	 塙・仲（北海道）
▼準決勝
松本・土井	 8、7、8	 平田・風間
後藤・後藤	 2、1、-9、5	 杉崎・松山
▼決勝
松本貴代子・土井民枝　5、7、5	 	
	 	 後藤文子・後藤昭子

□混合ダブルス
▼準々決勝
吉田・松本（京都）	 ３─０	 仁科・木村（埼玉）
竹田・仲（北海道）	 ３─１	 川上・西田（大阪）
中村・宮武田（香川）	 ３─１	 山田・米沢（北海道）
帯賀・楢原（広島）	 ３─０	 浅野・中野（東京）
▼準決勝
竹田・仲	 6、3、-4、-6、4	 吉田・松本
帯賀・楢原	 -7、9、10、-10、3	 中村・宮武田
▼決勝
帯賀至・楢原静	 7、-3、7、-5、3	 竹田誠・仲和子

□シニア
▼準々決勝
川上正（大阪）	 ３─０	 小笠原栄造（青森）
山田孝次郎（北海道）	 ３─０	 牧野（東京）
藤村義呂（大阪）	 ３─０	 田阪（京都）
関清一（神奈川）	 ３─０	 外山博之（東京）
▼準決勝
山田	 -9、-4、7、7、7	 川上
藤村	 6、5、4	 関
▼決勝	 	
山田孝次郎	 11、3、4	 藤村義呂

□男子ジュニア
▼準々決勝
富田芳雄（東京）	 ３─２	 清水和夫（栃木）
山田清治（愛知）	 ３─０	 斉田寛（千葉）
山口才二（東京）	 ３─１	 天野正之進（岡山）
南昌弘（兵庫）	 ３─１	 安藤和（東京）
▼準決勝
富田	 -8、7、12、10	 山田
山口	 -6、8、8、5	 南
▼決勝
富田芳雄	 -8、11、6、-5、6	 山口才二

□女子ジュニア
▼準々決勝
皆川ノブ（茨城）	 ３─１	 山崎隆子（埼玉）
柴田和江（東京）	 ３─１	 早藤聿子（山形）
山田節子（岡山）	 ３─１	 長島美喜子（栃木）
関澄子（東京）	 ３─１	 蛭田秋子（神奈川）
▼準決勝
柴田	 7、4、8	 皆川

山田	 9、6、-8、6	 関
▼決勝
柴田和江	 -15、11、-9、9、5	 山田節子

昭和26年度全日本軟式選手権大会
昭和26年6月23～25日、於：青森県立青森実業高等学校

□男子シングルス
▼準々決勝
富田芳雄（東京）	 ３─０	 中田鉄士（宮城）
浅野英雄（東京）	 ３─０	 佐藤博治（青森）
山口才二（東京）	 ３─２	 南波好宏（東京）
山田孝次郎（北海道）	 ３─０	 竹内健三（青森）
▼準決勝
浅野	 -8、6、7、-9、11	 富田
山口	 7、5、5	 山田
▼決勝
山口才二	 6、10、8	 浅野英雄

□女子シングルス
▼準々決勝
仲和子（北海道）	 ３─２	 山本千代子（愛知）
佐藤富士子（愛知）	 ３─０	 塙昭子（北海道）
鈴木昭子（神奈川）	 ３─１	 佐藤恵子（青森）
鎌サエ（長野）	 ３─１	 楢原静（広島）
▼準決勝
佐藤	 ３─０	 仲
鈴木	 ３─２	 鎌
▼決勝
佐藤富士子	 5、9、7	 鈴木昭子

□男子ダブルス
▼準々決勝
南波・椎名（東京）	 ３─０	 巴・山本（神奈川）
佐藤・菊地（岩手）	 ３─１	 矢尾板・板本（東京）
戸塚・浅野（東京）	 ３─０	 河村・楠（大阪）
関・関川（群馬）	 ３─２	 四十栄・富田（東京）
▼準決勝
南波・椎名	 13、6、-12、4	 佐藤・菊地
戸塚・浅野	 3、10、-5、8	 関・関川
▼決勝
戸塚和美・浅野英雄	 9、7、11	南波好宏・椎名俊之

□女子ダブルス
▼準々決勝
鈴木・蛭田（神奈川）	 ３─０	 江口・西田（大阪）
楢原・山本（広島）	 ３─０	 古橋・田中（東京）
佐藤・山本（愛知）	 ３─０	 西村・横山（京都）
佐藤・土田（青森）	 ３─２	 大川・古谷（茨城）
▼準決勝
鈴木・蛭田	 6、6、14	 楢原・山本
佐藤・山本	 9、4、6	 佐藤・土田
▼決勝
佐藤富士子・山本千代子　-11、9、-10、6、6
	 	 鈴木昭子・蛭田秋子

□混合ダブルス
▼準々決勝
竹田・仲（北海道）	 ３─１	 吉田・西村（京都）
小宇羅・楢原（広島）	 ３─０	 中村・中野（大阪）
浅野・中野（東京）	 ３─２	長谷川・細井（北海道）
山田・佐藤（愛知）	 ３─０	 塙・塙（北海道）
▼準決勝
小宇羅・楢原	 8、11、6	 竹田・仲
山田・佐藤	 7、-3、4、8	 浅野・中野
▼決勝
小宇羅正司・楢原静　4、4、8	 	
	 	 山田利男・佐藤富士子

□シニア
▼準々決勝
野村堯（東京）	 ３─０	 川上正（大阪）
神山力（神奈川）	 ３─２	 佐藤光（青森）
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矢尾板弘（東京）	 ３─０	 大石表（兵庫）
河村（大阪）	 ３─０	 末田浩（東京）
▼準決勝
野村	 4、7、4	 神山
河村	 9、-8、9、11	 矢尾板
▼決勝
野村堯	 7、8、6	 河村

□ベテラン
▼準々決勝
大橋敬作（東京）	 ３─０	 山崎茂（埼玉）
渡辺誠（山形）	 ３─０	 高橋秀史（東京）
山本彌一郎（大阪）	 ３─０	 熊谷清一（東京）
蘆幸吾（岩手）	 キケン	 鈴木寅之介（青森）
▼準決勝
渡辺	 ３─０	 大橋
蘆	 ３─０	 山本
▼決勝
渡辺誠	 2、-10、8、10	 蘆幸吾

□男子ジュニア
▼準々決勝
高森正昭（東京）	 ３─２	 三上六（青森）
荒巻幾雄（福岡）	 ３─０	 大原剛（広島）
瀬下幹男（神奈川）	 ３─２	 小宮静夫（東京）
奧園啓作（福岡）	 ３─０	 堀越貞男（東京）
▼準決勝
荒巻	 3、4、7	 高森
奧園	 -5、3、7、8	 瀬下
▼決勝
奧園啓作	 9、2、8	 荒巻幾雄

□女子ジュニア
▼準々決勝
山田節子（岡山）	 ３─０	 渡辺幸子（北海道）
中田千代子（栃木）	 ３─１	 渡辺くに子（愛知）
上田和子（滋賀）	 ３─２	 中野久子（青森）
長島美代子（栃木）	 キケン	 那須静子（岡山）
▼準決勝
山田	 ３─２	 中田
上田	 ３─２	 長島
▼決勝
山田節子	 1、-8、-10、3、8	 上田和子

昭和27年度全日本軟式選手権大会
昭和27年6月14～15日、於：仙台レジャーセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
浅野英雄（東京）	 ３─１	 五百部義平（東京）
荻村伊智朗（東京）	 ３─１	 長谷川清隆（東京）
中田鉄士（宮城）	 ３─２	 中村秋好（大阪）
河野巧（広島）	 ３─２	 関元蔵（群馬）
▼準決勝
荻村	 ３─１	 浅野
中田	 ３─０	 河野
▼決勝
荻村伊智朗	 ３─０	 中田鉄士

□女子シングルス
▼準々決勝
島田玲子（北海道）	 ３─０	 三宅靖子（岡山）
飯田豊子（石川）	 ３─２	 三宅和江（大阪）
塩野美笑子（兵庫）	 ３─１	 川上昌子（埼玉）
鎌サエ（長野）	 ３─２	 矢島睦子（埼玉）
▼準決勝
島田	 ３─１	 飯田
塩野	 ３─０	 鎌
▼決勝
塩野美笑子	 10、7、-4、-10、8	 島田玲子

□男子ダブルス
▼準々決勝
新谷・遠藤（北海道）	 ３─１	 筑前・伊藤（宮城）
相原・中村（大阪）	 ３─２	 城野・永安（兵庫）
角田・五百部（東京）	 ３─０	 牧野・安倍（宮城）
関・関川（群馬）	 ３─０	 三浦・成田（青森）
▼準決勝
新谷・遠藤	 ３─２	 相原・中村
角田・五百部	 ３─１	 関・関川
▼決勝
角田啓輔・五百部義平	３─０	 新谷博・遠藤力男

□女子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・山本（愛知）	 ３─１	 皆川・面川（茨城）
三宅・中野（大阪）	 ３─０	 内川・上杉（岩手）
加藤・前沢（愛知）	 ３─０	 関・小沼（東京）
小玉・小島（栃木）	 ３─０	 川上・大沢（埼玉）
▼準決勝
佐藤・山本	 ３─１	 三宅・中野
小玉・小島	 ３─２	 加藤・前沢
▼決勝
佐藤富士子・山本千代子　３─１

小玉弘子・小島美智子

□混合ダブルス
▼準々決勝
山田・佐藤（愛知）	 ３─２	 村上・飯塚（兵庫）
川上・黒川（大阪）	 ３─０	 浜・鎌（長野）
五百部・秋山（東京）３─０	四十栄・大河原（東京）
浅野・中野（東京）	 ３─０	 関・緒形（群馬）
▼準決勝
山田・佐藤	 ３─２	 川上・黒川
浅野・中野	 ３─２	 五百部・秋山
▼決勝
山田利男・佐藤富士子		３─２	 浅野英雄・中野嘉子

□シニア
▼準々決勝
神山力（神奈川）	 ３─１	 鳴海誠二（青森）
篠崎勝（福岡）	 ３─１	 大石表（兵庫）
平出雄次（福島）	 ３─０	 田村正雄（新潟）
川上正（大阪）	 ３─０	 福本勝正（東京）
▼準決勝
篠崎	 ３─１	 神山
川上	 ３─０	 平出
▼決勝
川上正	 ３─１	 篠崎勝

□ベテラン
▼準々決勝
渡辺誠（山形）	 ３─０	 井坂信太郎（東京）
渡辺褜吉（宮城）	 ３─０	 高橋秀吏（東京）
山崎茂（埼玉）	 ３─０	 外山博之（東京）
石井文之介（新潟）	 ３─０	 蘆幸吾（岩手）
▼準決勝
渡辺誠	 ３─０	 渡辺褜
山崎	 ３─０	 石井
▼決勝
渡辺誠	 ３─０	 山崎茂

□男子ジュニア
▼準々決勝
横田克己（神奈川）	 ３─１	 三上六郎（青森）
畑山務（新潟）	 ３─１	 宮澤登（群馬）
河西英明（長野）	 ３─０	 吉田雄夫（北海道）
知念悌郎（新潟）	 ３─０	 中村満州雄（北海道）
▼準決勝
畑山	 ３─０	 横田
知念	 ３─１	 河西
▼決勝
畑山務	 ３─２	 知念悌郎

□女子ジュニア
▼準々決勝
小林信子（東京）	 ３─０	 木村恵美（北海道）
柳田悦子（東京）	 ３─１	 西山節子（新潟）
丸山由躬子（長野）	 ３─２	 中野美子（神奈川）
阪口京子（大阪）	 ３─０	 大川美恵子（神奈川）
▼準決勝
柳田	 ３─０	 小林
丸山	 ３─１	 阪口
▼決勝
柳田悦子	 ３─０	 丸山由躬子

昭和28年度全日本軟式選手権大会
昭和28年7月3～5日

於：北海道函館市大森小学校・旭中学校

□男子シングルス
▼準々決勝
宇佐美勝夫（東京）	 ３─１	 水野勝（東京）
長谷川清隆（東京）	 ３─１	 矢引功（栃木）
桜井武（福岡）	 ３─１	 竹田誠（北海道）
関原武（兵庫）	 ３─１	 淀川信雄（秋田）
▼準決勝
長谷川	 ３─１	 宇佐美
関原	 ３─２	 桜井
▼決勝
関原武	 8、6、-8、8	 長谷川清隆

□女子シングルス
▼準々決勝
島田冷子（北海道）	 ３─１	 島田裕子（北海道）
山本千代子（愛知）	 ３─２	 斉藤友希子（東京）
後藤英子（東京）	 ３─０	 仲和子（北海道）
吉野たみ子（東京）	 ３─２	 青柳保子（長野）
▼準決勝
島田	 ３─１	 山本
後藤	 ３─１	 吉野
▼決勝
後藤英子	 ３─２	 島田冷子

□男子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・松村（兵庫）	 ３─０	 新谷・遠藤（北海道）
城野・永安（兵庫）	 ３─１	 三浦・成田（青森）
淀川・佐藤（秋田）	 ３─１	 野村・水野（東京）
長谷川・宇佐美（東京）			３─１	 関・関川（群馬）
▼準決勝
城野・永安	 ３─０	 伊藤・松村
淀川・佐藤	 ３─０	 長谷川・宇佐美
▼決勝
城野益明・永安一郎　-14、0、-8、2、7	 	
	 	 淀川信雄・佐藤剛

□女子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・山本（愛知）	 ３─１	 斉藤・山田（東京）
野村・辻（兵庫）	 ３─０	 山本・青柳（長野）
三宅・中野（大阪）	 ３─０	 小川・粂野（東京）
緒形・海老沢（群馬）	 ３─２	 後藤・吉野（東京）
▼準決勝
佐藤・山本	 ３─０	 野村・辻
緒形・海老沢	 ３─１	 三宅・中野
▼決勝
佐藤富士子・山本千代子　6、6、4	 	
	 	 緒形輝代・海老沢マヤ

□混合ダブルス
▼準々決勝
関川・海老沢（群馬）	 ３─１	 塙・中村（北海道）
長谷川・吉野（東京）	 ３─０	 佐藤・宮腰（北海道）
村上・飯塚（兵庫）	 ３─２	 矢引・小島（栃木）
宇佐美・後藤（東京）	 ３─１	 唐沢・神尾（神奈川）
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▼準決勝
長谷川・吉野	 ３─２	 関川・海老沢
宇佐美・後藤	 ３─０	 村上・飯塚
▼決勝
宇佐美勝夫・後藤英子　9、9、9

長谷川清隆・吉野たみ子

□シニア
▼準々決勝
川上正（大阪）	 ３─０	 佐野定次郎（北海道）
戸塚和美（東京）	 ３─１	 鳴海誠二（青森）
矢尾板弘（東京）	 ３─１	 丹野惣一郎（宮城）
野村堯（東京）	 ３─０	 神山力（神奈川）
▼準決勝
戸塚	 ３─０	 川上
野村	 ３─１	 矢尾板
▼決勝
戸塚和美	 -8、9、-10、4、9	 野村堯

□ベテラン
▼準々決勝
渡辺誠（山形）	 ３─０	 長谷川梅吉（神奈川）
外山博之（東京）	 ３─２	 蘆幸吾（岩手）
堀正雄（北海道）	 ３─０	 野本登（長野）
山崎茂（埼玉）	 ３─０	 住野直春（東京）
▼準決勝
外山	 ３─２	 渡辺
山崎	 ３─１	 堀
▼決勝
外山博之	 4、6、4	 山崎茂

□男子ジュニア
▼準々決勝
横田克己（神奈川）	 ３─０	 渡辺春雄（福岡）
長沼政治（神奈川）	 ３─２	 杉浦義久（東京）
宮澤登（群馬）	 ３─０	 岡田耕作（神奈川）
本島昇（神奈川）	 ３─２	 久和田和多利（福岡）
▼準決勝
長沼	 ３─２	 横田
宮澤	 ３─２	 本島
▼決勝  
宮澤登	 7、5、7	 長沼政治

□女子ジュニア
▼準々決勝
古塩節子（神奈川）	 ３─１	 林資子（東京）
黒須静江（東京）	 ３─０	 牧野孝子（大阪）
三富美恵子（神奈川）	 ３─１	 西村加代子（大阪）
栗原小枝子（東京）	 ３─０	 滝沢久子（長野）
▼準決勝
古塩	 ３─１	 黒須
栗原	 ３─１	 三富
▼決勝
栗原小枝子	 ３─０	 古塩節子

昭和29年度全日本軟式選手権大会
昭和29年10月30日～11月1日、於：横須賀市体育会館

□男子シングルス
▼準々決勝　記録不明
▼準決勝
宮原喜平（岐阜）	 勝─負	 錦引龍英（東京）
松村信吾（兵庫）	 勝─負	 河野巧（広島）
▼決勝
宮原喜平	 ３─２	 松村信吾

□女子シングルス
▼準々決勝　記録不明
▼準決勝
柴田和江（東京）	 勝─負	 小沼瑤子（東京）
三宅和江（大阪）	 勝─負	 粂野圭伊子（東京）
▼決勝
柴田和江	 ３─２	 三宅和江

□男子ダブルス
▼準々決勝　記録不明
▼準決勝
大塚・矢引（栃木）	 勝─負	 小林・白井（神奈川）
佐藤・鳥谷部（北海道）	勝─負	 河野・長橋（静岡）
▼決勝
大塚茂・矢引功						３─１	 佐藤兵次・鳥谷部高道

□女子ダブルス
▼準々決勝　記録不明
▼準決勝
小沼・柴田（東京）	 勝─負	 島田・宮越（北海道）
粂野・山田	 勝─負	 鴻野・小島（栃木）
▼決勝
小沼瑤子・柴田和江	３─０	 	粂野圭伊子・山田桂子

□シニア
▼準々決勝　記録不明
▼準決勝
林八郎（岐阜）	 勝─負	 田上義雄（広島）
鈴木秀男（神奈川）	 勝─負	 清水博（茨城）
▼決勝
林八郎	 ３─１	 鈴木秀男

□ベテラン
▼準々決勝　記録不明
▼準決勝
外山博之（東京）	 勝─負	 堀政雄（北海道）
鈴木重郎治（福島）	 勝─負	 住野直春（東京）
▼決勝
外山博之	 ３─０	 鈴木重郎治

昭和30年度全日本軟式選手権大会
昭和30年7月15～17日、於：直江津市高等学校

□男子シングルス
▼準々決勝
伊藤富郎（宮城）	 ３─１	 宮原喜平（岐阜）
柏木次男（茨城）	 ３─１	 松村正俊（愛媛）
道上進（東京）	 ３─０	 五百部義平（東京）
山崎勲（広島）	 ３─１	 斉藤幸雄（新潟）
▼準決勝
柏木	 4、-15、9、5	 伊藤
道上	 -4、8、7、-8、11	 山崎
▼決勝
道上進	 10、11、4	 柏木次男

□女子シングルス
▼準々決勝
柴田和江（東京）	 ３─１	 塩川香代子（東京）
長光幾子（三重）	 ３─２	 武田和子（大阪）
亀井敬子（三重）	 ３─２	 佐々木邦子（東京）
斉藤友希子（東京）	 ３─０	 貝沼ミエ（新潟）
▼準決勝
長光	 4、6、-7、3	 柴田
斉藤	 7、4、3	 亀井
▼決勝
斉藤友希子	 -9、9、7、7	 長光幾子

□男子ダブルス
▼準々決勝
矢引・大塚（栃木）	 ３─１	 松村・松村（愛媛）
五百部・小山（東京）	 ３─１	 金川・川上（大阪）
水谷・川上（東京）	 ３─１	 宮原・田中（岐阜）
西本・木村（福岡）	 ３─０	 道上・宇佐美（東京）

▼準決勝
五百部・小山	 5、9、6	 矢引・大塚
西本・木村	 6、5、10	 水谷・川上
▼決勝
西本忠男・木村稔　4、13、4	 	
	 	 五百部義平・小山正雄

□女子ダブルス
▼準々決勝
小沼・柴田（東京）	 ３─２	 古塩・田中（神奈川）
青柳・宮澤（長野）	 ３─２	 飯田・松田（石川）
大河原・木実谷（東京）	３─１	島田・宮腰（北海道）
長光・小沢（三重）	 ３─１	 粂野・山田（東京）
▼準決勝
小沼・柴田	 7、4、5	 青柳・宮澤
大河原・木実谷				-5、13、-5、12、8	 長光・小沢
▼決勝
小沼瑤子・柴田和江　5、6、-12、-7、8

大河原喜久江・木実谷武子

□シニア
▼準々決勝
福本勝正（東京）	 ３─１	 菊地忠雄（岩手）
北林六郎（東京）	 ３─１	 石清（石川）
野村堯（東京）	 ３─０	 清水博（茨城）
須田重三郎（群馬）	 ３─０	 田上義雄（広島）
▼準決勝
福本	 ３─１	 北林
須田	 ３─１	 野村
▼決勝
福本勝正	 2、9、7	 須田重三郎

□ベテラン
▼準々決勝
外山博之（東京）	 ３─０	 望月常義（東京）
大村幸雄（東京）	 ３─０	 砥上元記（福岡）
川上正（大阪）	 ３─２	 篠原賢至（東京）
住吉常夫（山形）	 ３─０	 鈴木重郎治（福島）
▼準決勝
外山	 ３─０	 大村
川上	 ３─０	 住吉
▼決勝
川上正	 6、6、5	 外山博之

□オープン
▼準々決勝
城戸尚夫（大阪）	 キケン	 二藤新一郎（東京）
伊藤海風（東京）	 キケン	 中戸健次郎（新潟）
徳江亮宏（滋賀）	 キケン	 尾内謙次郎（東京）
高橋秀夫（東京）	 キケン	 河西喜雄（長野）
▼準決勝
城戸	 ３─２	 伊藤
高橋	 ３─０	 徳江
▼決勝
城戸尚夫	 ３─０	 高橋秀夫

昭和31年度全日本軟式選手権大会
昭和31年7月7～8日、於：秋田市山王体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
道上進（東京）	 ３─１	 斉藤幸雄（新潟）
染谷昭和（東京）	 ３─２	 宇佐美勝夫（東京）
池田武（東京）	 ３─０	 山崎勲（広島）
山田政功（北海道）	 ３─２	 柏木次男（茨城）
▼準決勝
道上	 11、11、-14、8	 染谷
池田	 9、-7、1、8	 山田
▼決勝
池田武	 -8、5、6、3	 道上進

□女子シングルス
▼準々決勝
斉藤友希子（東京）	 ３─０	 湊谷圭子（富山）
伊藤周子（愛知）	 ３─１	 小沼瑤子（東京）
粂野圭伊子（東京）	 ３─２	 吉田和代（神奈川）
長光幾子（三重）	 ３─０	 中山英子（東京）
▼準決勝
斉藤	 -9、7、6、-7、9	 伊藤
長光	 8、-11、8、8	 粂野
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▼決勝
斉藤友希子	 -5、5、5、6	 長光幾子

□男子ダブルス
▼準々決勝
道上・野呂瀬（東京）	 ３─０	 新谷・武藤（北海道）
宇佐美・鎌田（東京）	 ３─１	 水谷・川上（東京）
山田・河合（東京）	 ３─１	 大塚・矢引（栃木）
柏木・沖（茨城）	 ３─２	 山崎・藤岡（広島）
▼準決勝
宇佐美・鎌田	 7、7、9	 道上・野呂瀬
山田・河合	 4、-11、7、4	 柏木・沖
▼決勝
山田侚孝・河合英一　4、7、8

宇佐美勝夫・鎌田光隆

□女子ダブルス
▼準々決勝
亀井・熊切（三重）	 ３─１	 杉野・村田（大阪）
島田・宮腰（北海道）	 ３─０	 斉藤・中山（東京）
粂野・市原（東京）	 ３─２	 長光・小沢（三重）
細井・渡辺（北海道）	 ３─２	 加藤・鈴田（愛知）
▼準決勝
亀井・熊切	 4、6、-8、5	 島田・宮腰
粂野・市原	 6、5、7	 細井・渡辺
▼決勝
粂野圭伊子・市原房子　6、-7、2、9
	 亀井敬子・熊切智子

□シニア
▼準々決勝
中島厳（埼玉）	 ３─０	 竹内健三（青森）
鈴木秀男（神奈川）	 ３─１	 戸塚和美（東京）
津久井智男（栃木）	 ３─１	 北林六郎（東京）
長谷川清隆（東京）	 ３─０	 須田重三郎（群馬）
▼準決勝
中島	 9、-8、8、-9、9	 鈴木
長谷川	 9、5、-6、6	 津久井
▼決勝
長谷川清隆	 -10、6、6、5	 中島巌

□ベテラン
▼準々決勝
川上正（大阪）	 ３─１	 田上義雄（広島）
鈴木重郎治（福島）	 ３─０	 伊藤直三郎（秋田）
住吉常男（山形）	 ３─０	 成沢孝文（山形）
外山博之（東京）	 ３─２	 佐藤光男（青森）
▼準決勝
川上	 10、4、4	 鈴木
外山	 10、-8、-4、6、8	 住吉
▼決勝
川上正	 8、-6、2、10	 外山博之

□オープン
▼準々決勝
尾内謙次郎（東京）	 共にキケン	 梶治雄（茨城）
酒井直次郎（山形）	 キケン	 福島晃（和歌山）
伊藤海風（東京）	 ３─１	 熊谷外記（秋田）
▼準決勝
伊藤	 キケン	 酒井
▼決勝
城戸尚夫（大阪）	 6、-6、8、9	 伊藤海風

昭和32年度全日本軟式選手権大会
昭和32年7月27～28日、於：青森市青森商業高校

□男子シングルス
▼準々決勝
宇佐美勝夫（東京・北王会）３─２

池田武（東京・サンフレンド）
柏木次男（茨城・日製多賀）３─０

伊藤哲夫（宮城・トヨタ自動車）

河合英一（東京・富国生命）３─０
平山繁（東京・中野クラブ）

広田昭助（大阪・国華実業）３─０
山田清治（岐阜・大洋紡績）

▼準決勝
柏木	 ３─２	 宇佐美
河合	 ３─１	 広田
▼決勝
河合英一	 7、-9、4、-9、9	 柏木次男

□女子シングルス
▼準々決勝
中山年子（東京・鐘紡練馬）３─１

伊藤周子（愛知・富士紡小坂井）
大塚芳子（栃木・専売宇都宮）３─１

小沼瑤子（東京・鐘紡練馬）
三浦京子（愛知・富士紡小坂井）３─２

柴田和江（東京・鐘紡練馬）
原田寿子（岐阜・大洋紡績）３─１

粂野圭伊子（東京・富国生命）
▼準決勝
大塚	 ３─２	 中山
三浦	 ３─２	 原田
▼決勝
大塚芳子	 -8、7、4、12	 三浦京子

□男子ダブルス
▼準々決勝
山口・松永（東京・会計検査院）３─２

伊藤・広田（大阪・国華実業）
牛島・小野（東京・旺文社）３─１

道上・野呂瀬（東京・東星会）
柏木・沖（茨城・日立多賀）３─２

二上・沢田（富山・富山県卓）
富士田・泉田（宮城・徳陽相互）３─１

佐藤・池守（栃木・富士重工宇都宮）
▼準決勝
山口・松永	 ３─１	 牛島・小野
柏木・沖	 ３─０	 富士田・泉田
▼決勝
山口一郎・松永二義　9、7、-7、1

柏木次男・沖光俊

□女子ダブルス
▼準々決勝
福田・原田（岐阜・大洋紡績）３─２

市原・粂野（東京・富国生命）
渡辺・細井（北海道・小樽海員・三馬ゴム）３─２

小沼・柴田（東京・鐘紡練馬）
中山・海老根（東京・三井生命）３─１

中山・柴田（東京・鐘紡練馬）
時沢・鈴木（東京・富国生命）３─０

柴田・黒川（大阪・伊藤忠商事）
▼準決勝
福田・原田	 ３─０	 渡辺・細井
時沢・鈴木	 ３─１	 中山・海老根
▼決勝
時沢幸子・鈴木喜代子　-9、6、9、8

福田美代子・原田寿子

□混合ダブルス
▼準々決勝
高橋・伊藤（愛知・富士紡）３─０

真館・番匠（石川・金沢市役所・大和紡績）
新保・秋葉（長野・小西六諏訪・花岡工業）３─０

大畑・細田（埼玉・国鉄大宮・飯能繊維）
山田・福田（岐阜・大洋紡績）３─１

矢引・大塚（栃木・専売宇都宮）
道上・粂野（東京・東星会・富国生命）３─０
	 　平井・五十嵐（神奈川・東芝柳町・日電玉川）
▼準決勝
高橋・伊藤	 ３─０	 新保・秋葉
道上・粂野	 ３─０	 山田・福田

▼決勝
道上進・粂野圭伊子　10、-6、8、-10、5

高橋勉・伊藤美代子

□シニア
▼準々決勝
矢尾板弘（東京・東星会）３─２	 影山光世（宮城）
北林六郎（東京・東星会）３─２

関元蔵（群馬・前橋営林局）
河田安夫（東京・曙クラブ）３─２

戸塚和美（埼玉・北斗会）
三上一雄（青森・東北電力）３─１

菊地忠男（岩手・岩手日産）
▼準決勝
北林	 ３─２	 矢尾板
三上	 ３─１	 河田
▼決勝
三上一雄	 7、10、-7、9	 北林六郎

□ベテラン
▼準々決勝
川上正（大阪・伊藤忠商事）３─２

中村要蔵（東京・葵クラブ）
林八郎（岐阜・三菱電機）３─０

篠原賢至（東京・TKクラブ）
住吉常夫（山形・寒河江保健）３─０

大村幸雄（東京・曙クラブ）
外山博之（東京・TKクラブ）３─０

伊藤直三郎（秋田・東北パルプ）
▼準決勝
林	 ３─０	 川上
外山	 ３─１	 住吉
▼決勝
林八郎	 5、5、7	 外山博之

□オープン
▼準々決勝
城戸尚夫（大阪・伊藤忠商事）３─０

田村（岩手・盛岡市役所）
高木竜雄（東京・東京ベテラン会）３─０

菊地（青森・弘前卓協）
蘆幸吾（岩手・岩手県庁）キケン

大橋敬作（東京・東京ベテラン会）
山崎茂（埼玉・大原中学）共にキケン

伊藤海風（東京・東京ベテラン会）
▼準決勝
高木	 ３─０	 城戸
蘆	 キケン	 	
▼決勝
高木竜雄	 ３─１	 蘆幸吾

昭和33年度全日本軟式選手権大会
昭和33年7月5～6日、於：苫小牧王子製紙体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小松原正己（兵庫・別府化学）３─２

河合英一（東京・富国生命）
宮田俊彦（東京・八洲光学）３─１

池田武（東京・サンフレンド）
宇佐美勝夫（東京・北王会）３─０

大塚茂（栃木・パインミシン）
笠原睦生（東京・八洲光学）３─１

小宮静夫（東京・明治生命）
▼準決勝
宮田	 8、-8、13、11	 小松原
宇佐美	 8、-9、8、7	 笠原
▼決勝
宮田俊彦	 4、-7、-9、9、7	 宇佐美勝夫

□女子シングルス
▼準々決勝
中山英子（東京・三井生命）３─０

須田千鶴子（東京・東星会）
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奥村厚子（静岡・富士紡小山）３─０
本川静子（静岡・富士紡小山）

長尾達子（東京・鐘紡練馬）３─１
粂野圭伊子（東京・富国生命）

西村律子（富山・日清紡富山）３─１
中山年子（東京・鐘紡練馬）

▼準決勝
中山	 -7、-10、12、7、12	 奥村
西村	 5、8、8	 長尾
▼決勝
西村律子	 -4、9、8、12	 中山英子

□男子ダブルス
▼準々決勝
宮田・坂井（東京・八洲光学）３─１

日向・唐橋（東京・八洲化学・東星会）
小宮・牧野（東京・明治生命）３─２

藤井・菱川（岩手・岩手県庁）
矢引・大塚（栃木・宇都宮専売・パインミシン）

３─１　白井・加藤（兵庫・別府化学）
加藤・笠原（東京・八洲光学）３─２

柏木・沖（茨城・多賀工場）
▼準決勝
小宮・牧野	 -8、3、9、-10、8	 宮田・坂井
加藤・笠原	 8、12、8	 矢引・大塚
▼決勝
加藤盛保・笠原睦生	 7、9、5	 小宮教夫・牧野光作

□女子ダブルス
▼準々決勝
菱沼・大塚（栃木・富士重工・宇都宮専売）３─１

時沢・鈴木（東京・富国生命）
小沼・柴田（東京・鐘紡練馬）３─１

横山・五十嵐（神奈川・マツダ・日電玉川）
中山・海老根（東京・三井生命）３─２

湊谷・宮城（富山・日清紡富山）
須田・粂野（東京・東星会・富国生命）３─１

奥村・本川（静岡・富士紡小山）
▼準決勝
小沼・柴田	 7、10、5	 菱沼・大塚
須田・粂野	 -3、8、6、7	 中山・海老根
▼決勝
小沼瑤子・柴田和江　5、6、7

須田千鶴子・粂野圭伊子

□混合ダブルス
▼準々決勝
二上・西村（富山・高岡卓研・日清紡富山）３─１

山口・鈴木（東京・会計検査院・富国生命）
唐橋・須田（東京・東星会）３─２

池田・柴田（東京・サンフレンド・鐘紡練馬）
河合・海老根（東京・富国生命・三井生命）３─０

坂井・小沼（東京・八洲光学・鐘紡練馬）
笠原・一石（東京・八洲光学・安田生命）３─１

　矢引・大塚（栃木・宇都宮専売）
▼準決勝
唐橋・須田	 -5、5、-9、4、10	 二上・西村
河合・海老根	 -12、3、-11、7、3	 笠原・一石
▼決勝
河合英一・海老根笑子　4、9、7	 	
	 	 唐橋博・須田千鶴子

□シニア
▼準々決勝
三上一雄（青森・弘前卓協）３─２

須田重三郎（群馬・桐栄会）
河田安夫（東京・曙クラブ）３─０

青木清二郎（東京・東星会）
関元蔵（群馬・前橋営林局）３─０

矢尾板弘（東京・東星会）
反町健樹（新潟・新潟鉄道局）３─０

谷口啓二（埼玉・浦和卓連）
▼準決勝
河田	 8、9、9	 三上

関	 -7、-12、7、6、5	 反町
▼決勝
河田安夫	 8、-7、7、-5、3	 関元蔵

□ベテラン
▼準々決勝
大橋敬作（東京・ベテランクラブ）３─０

川上正（大阪・伊藤忠商事）
田上義雄（広島・広島卓球研究会）３─０

藤川民三郎（宮城・仙台鉄道）
福本勝正（東京・東星会）３─０

河野功（青森・十和田卓協）
猪股芳三郎（宮城・高等裁判所）３─０

望月常義（東京・東京クラブ）
▼準決勝
田上	 7、4、-5、7	 大橋
福本	 6、11、7	 猪股
▼決勝
福本勝正	 4、4、7	 田上義雄

□オープン
城戸尚夫（大阪）	 ３─０	 秋月胤雄（東京）
石井丈之介（新潟）	 ３─０	 秋月③
①城戸	 ３─０	 石井②

昭和34年度全日本軟式選手権大会
昭和34年7月25～26日、於：台東区台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
野平明雄（千葉・成球会）３─０

宮田俊彦（東京・ヤシカ）
坂井昭一（東京・ヤシカ）３─２

津野達雄（東京・旺文社）
荻村伊智朗（東京・青卓会）３─０

水橋正好（大阪・関目クラブ）
広瀬浩一（東京・サンフレンド）３─２

道上進（東京・東星会）
▼準決勝
坂井	 2、7、-9、6	 野平
荻村	 4、10、-9、5	 広瀬
▼決勝
荻村伊智朗	 9、5、9	 坂井昭一

□女子シングルス
▼準々決勝
大川とみ（東京・会計検査院）３─０

本川静子（静岡・富士紡小山）
大塚芳子（栃木・宇専）３─２

中島芳江（埼玉・日清紡川越）
津久茂幸子（大阪・日本生命）３─０

奥村厚子（静岡・富士紡小山）
粂野圭伊子（東京・富国生命）３─０

河田高子（埼玉・富国生命）
▼準決勝
大川	 4、4、9	 大塚
粂野	 9、4、-10、7	 津久茂
▼決勝
大川とみ	 3、-7、7、-8、11	 粂野圭伊子

□男子ダブルス
▼準々決勝
加藤・笠原（東京・ヤシカ）３─０

白井・加藤（兵庫・別府化学）
柏木・沖（茨城・日製多賀）３─１

矢引・大塚（栃木・パインミシン）
宮田・坂井（東京・ヤシカ）３─０

新屋・玉石（和歌山・新宮市役所）
二上・村口（富山・高岡卓研・魚津）３─２

小松原・服部（兵庫・別府化学）
▼準決勝
加藤・笠原	 8、5、6	 柏木・沖
宮田・坂井	 7、5、8	 二上・村口

▼決勝
宮田俊彦・坂井昭一　9、-3、11、-7、8

加藤盛保・笠原睦生

□女子ダブルス
▼準々決勝
永沢・三上（青森・三青）３─２

西村・山崎（富山・日清紡）
大塚・菱沼（栃木・宇専・富士重工）３─１

奥村・本川（静岡・富士紡小山）
中山・海老根（東京・三井生命）３─１

長尾・菱沼（東京・鐘紡練馬）
伊藤・今井（東京・安田生命）３─１

中島・高橋（埼玉・日清紡川越）
▼準決勝
大塚・菱沼	 3、8、-10	-10、6	 永沢・三上
伊藤・今井	 8、8、9	 中山・海老根
▼決勝
伊藤恵子・今井宣子　3、-2、12、7	 	
	 	 大塚芳子・菱沼文子

□混合ダブルス
▼準々決勝
河合・海老根（東京・富国生命・三井生命）３─１

道上・粂野（東京・東星会・富国生命）
柏木・片岡（茨城・日製多賀）３─０

今野・渡辺（北海道・旭川市役所）
笠原・一石（東京・ヤシカ・安田生命）３─１

斉藤・山口（新潟）
荻村・大川（東京・青卓会・会計検査院）３─０

東海・福島（兵庫・鷹鳥山ク・二ツ星調帯）
▼準決勝
河合・海老根	 8、8、5	 柏木・片岡
荻村・大川	 11、6、8	 笠原・一石
▼決勝
荻村伊智朗・大川とみ　6、4、-8、9

河合英一・海老根笑子

□シニア
▼準々決勝
沢崎隆義（大阪・市役所）３─２

河田安夫（東京・曙クラブ）
浅野英夫（東京・台東ク）３─０

鈴木秀男（神奈川・横浜電報局）
北村富夫（大阪・市役所）３─０
	 須田重三郎（群馬・桐栄会）
相原禧一（大阪・丸紅飯田）３─０

青木清二郎（東京・東星会）
▼準決勝
浅野	 7、8	、3	 沢崎
北村	 0、4	、4	 相原
▼決勝
浅野英夫	 8、9、-6、8	 北村富夫

□ベテラン
▼準々決勝
福本勝正（東京・東星会）３─０

古田安道（福岡・三池鉱業）
林八郎（岐阜・三菱電機）３─０

倉林通雄（群馬・桐栄会）
中村要蔵（東京・葵クラブ）３─１

河野功（青森・十和田卓）
田上亀四男（熊本）３─１

大橋敬作（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
林	 -10、7、-9、1、8	 福本
中村	 5、11、9	 田上
▼決勝
林八郎	 9、10、-7、10	 中村要蔵

□オープン
▼準々決勝
石井丈之介（新潟）	 ３─０	 小泉友明（東京）
高橋秀史（東京）	 ３─１	 伊藤海風（東京）
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秋山胤雄（東京）	 ３─０	 土屋重徳（茨城）
高木竜雄（東京）			　		３─０	 長谷川梅吉（神奈川）
準決勝
高橋	 ３─０	 石井
高木	 ３─０	 秋山
▼決勝
高橋秀史	 8、10、3	 高木竜雄

昭和35年度全日本軟式選手権大会
昭和35年7月16～17日、於：福島市県営体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
宇佐美勝夫（東京・北王会）３─０

荻村伊智朗（東京・青卓会）
大谷保夫（東京・リッカーミシン）３─０

梅原哲次（東京・日興証券）
柏木次男（茨城・日立多賀）３─２

村口正（東京・大日本印刷）
永見忠（東京・電電東京）３─２

坂井昭一（東京・ヤシカ）
▼準決勝
大谷	 -4、6、7、4	 宇佐美
永見	 7、6、9	 柏木
▼決勝
大谷保夫	 7、4、8	 永見忠

□女子シングルス
▼準々決勝
岡田とみ（東京・会計監査院）３─０

高橋紀代子（東京・富国生命）
津久茂孝子（大阪・日本生命）３─０

奥村厚子（静岡・富士紡小山）
大塚芳子（栃木・宇都宮専売）３─１

本川静子（静岡・富士紡小山）
佐々木美弥子（静岡・富士紡小山）３─２

粂野圭伊子（東京・富国生命）
▼準決勝
岡田	 5、8、-10、2	 津久茂
大塚	 -10、8、6、8	 佐々木
▼決勝
岡田とみ	 2、13、5	 大塚芳子

□男子ダブルス
▼準々決勝
坂井・宮田（東京・ヤシカ）３─０

荻村・道上（東京・青卓会・東星会）
村口・二上（東京 ･富山 ･大日本印刷 ･国士舘大）

３─１　水島・大谷（東京・リッカーミシン）
佐藤・石橋（東京・明治生命）３─０

池森・佐藤（栃木・富士重工）
佐藤・浅田（東京・山武ハネウエル・三井生命）
３─１　斉藤・小玉（千葉・海上クラブ・国大OB）

▼準決勝
坂井・宮田	 3、7、-8、5	 村口・二上
佐藤・石橋	 8、3、-9、5	 佐藤・浅田
▼決勝
坂井昭一・宮田俊彦　-9、4、-4、9、5

佐藤健・石橋征

□女子ダブルス
▼準々決勝
川合・斉藤（長野・ヤシカ）３─２

阿部・小野（東京・日清紡西新井）
皆川・薄羽（東京・日清紡西新井）３─０

佐々木・佐々木（北海道・丸井デパート帯広）
井戸田・永田（大阪・日本生命）３─１

安宅・梅津（静岡・富士紡小山）
一石・夏目（東京・安田生命）３─０

大塚・菱沼（栃木・宇都宮専売・富士重工）
▼準決勝
川合・斉藤	 8、-4、8、10	 皆川・薄羽
井戸田・永田	 6、3、-9、9	 一石・夏目

▼決勝
川合孝子・斉藤仲子　13、7、3	

井戸田美奈子・永田章子

□混合ダブルス
▼準々決勝
荻村・岡田（東京・青卓会・会計検査院）３─０

引野・長尾（東京・電電東京・鐘紡練馬）
道上・粂野（東京・東星会・富国生命）３─２

斉藤・山口（新潟・斉藤炭店・新潟交通）
笠原・一石（東京・ヤシカ・安田生命）３─１

河野・小浦（広島・東洋鉱業・福屋）
河合・海老根（東京・群馬・サンフレンド・ム）

３─２　木下・斉藤（長野・ヤシカ）
▼準決勝
荻村・岡田	 6、5、4	 道上・粂野
笠原・一石	 -8、11、4、-7、6	 河合・海老根
▼決勝
荻村伊智朗・岡田とみ　-11、4、11、4	
	 	 笠原睦生・一石多恵子

□シニア
▼準々決勝
戸塚和美（埼玉・麗鳳舎）３─１

沖野務（広島・東洋工業）
鈴木秀男（神奈川・横浜電電）３─０

青木清二郎（東京・東星会）
河野巧（広島・東洋工業）３─１

波部正三（大阪・ム）
北林六郎（東京・東星会）３─２

三浦明（宮城・検察庁）
▼準決勝
戸塚	 ３─１	 鈴木
河野	 ３─０	 北林
▼決勝
河野巧	 -9、7、6、1	 戸塚和美

□ベテラン
▼準々決勝
林八郎（東京・三菱電機）３─０

野上令介（東京・貝島炭鉱）
矢尾板弘（東京・東星会）３─１田上亀四男（熊本）
福本勝正（東京・東星会）３─０

岩渕正雄（青森・公務員）
中村要蔵（東京・葵クラブ）３─０

望月常義（東京・東京クラブ）
▼準決勝
矢尾板	 ３─１	 林
福本	 ３─０	 中村
▼決勝
福本勝正	 7、7、-7、7	 矢尾板弘

□オープン
▼準々決勝
高木竜雄（東京）	 ３─０	 松井四郎（新潟）
海老名昌二（千葉）	 ３─０	 辻本四郎（東京）
佐藤忠（福島）	 ３─１	 秋山胤雄（東京）
石井丈之介（新潟）	 ３─１	 小泉友明（東京）
▼準決勝
海老名	 ３─１	 高木
佐藤	 ３─１	 石井
▼決勝
海老名昌二	 -7、9、7、8	 佐藤忠

昭和36年度全日本軟式選手権大会
昭和36年6月24～25日、於：豊橋市体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
佐光宏（岐阜・十六銀行）３─１

水田節夫（大阪・回生病院）
荻村伊智朗（東京・青卓会）３─２

柏木次男（茨城・日製多賀）

引野博之（東京・電電東京）３─０
岡田猛（大阪・大阪信用金庫）

中西義治（東京・ヤシカ）３─１
梅原哲次（東京・日興証券）

▼準決勝
荻村	 -4、10、9、-8、7	 佐光
中西	 -10、7、7、6	 引野
▼決勝
荻村伊智朗	 8、8、5	 中西義治

□女子シングルス
▼準々決勝
黒川芳子（栃木・無）３─１

植田房子（愛知・新三菱重工）
小林幸子（北海道・今井デパート）３─２

大岩香津子（愛知・富士紡小坂井）
河田高子（東京・富国生命）３─２

本川静子（静岡・富士紡小山）
泉谷光子（愛知・富士紡小坂井）３─０

高橋紀代子（東京・富国生命）
▼準決勝
小林	 -13、5、-11、3、6	 黒川
河田	 -6、7、9、8	 泉谷
▼決勝
河田高子	 9、7、8	 小林幸子

□男子ダブルス
▼準々決勝
坂井・宮田（東京・ヤシカ）３─１

水田・七野（大阪・回生病院）
水村・竹内（東京・電電東京・大日本印刷）３─０

矢引・大塚（栃木・宇都宮専売・パインミシン）
江頭・豊巻（大阪・積水化学）３─０

牧野・佐々木（東京・明治生命）
中西・小峰（東京・ヤシカ）３─１

佐藤・石橋（東京・明治生命）
▼準決勝
坂井・宮田	 4、7、-4、9	 水村・竹内
中西・小峰	 5、-4、5、7	 江頭・豊巻
▼決勝
坂井昭一・宮田俊彦　9、-11、3、6

中西義治・小峰敏資

□女子ダブルス
▼準々決勝
奥村・本川（静岡・富士紡小山）３─２

河田・平岡（東京・富国生命）
阿部・小野（東京・日清紡西新井）３─２

滝田・平野（東京・日清紡西新井）
黒崎・中山（東京・鐘紡練馬）３─２

小野寺・中山（東京・三井生命）
皆川・薄羽（東京・日清紡西新井）３─１

小林・上垣（北海道・今井デパート）
▼準決勝
奥村・本川	 8、-7、-8、8、9	 阿部・小野
黒崎・中山	 8、3、-6、10	 皆川・薄羽
▼決勝
奥村厚子・本川静子　7、-7、-6、4、13	

黒崎南海子・中山年子

□混合ダブルス
▼準々決勝
中西・小野寺（東京・ヤシカ・三井生命）３─２

戸川・高橋（東京・富国生命）
高橋・大岩（愛知・桜ヶ丘高・富士紡小坂井）
３─０　梅原・佐野（東京・日興証券・鐘紡練馬）

水村・小野（東京・大日本印刷・日清紡）３─２
矢引・黒川（栃木・宇都宮専売・無）

上野・橋本（大阪・回生病院）３─０
道上・粂野（東京・東星会・富国生命）

▼準決勝
高橋・大岩	 5、-11、6、9	 中西・小野寺
上野・橋本	 6、-12、8、-6、8	 水村・小野
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▼決勝
上野輝夫・橋本邦子　8、-4、9、9	

高橋勝男・大岩香津子

□シニア
▼準々決勝
玉井武（福岡・八幡製鉄）３─０

相原禧一（大阪・丸紅飯田）
高橋金二（群馬・関東製鋼）３─２

我孫子公（山形・山形県庁）
北林六郎（東京・東星会）３─０

波部正三（大阪・金曜会）
戸塚和美（埼玉・浦商工）３─１

須田重三郎（群馬・桐栄会）
▼準決勝
玉井	 ３─０	 高橋
戸塚	 ３─０	 北林
▼決勝
戸塚和美	 7、-10、-4、4、5	 玉井武

□ベテラン
▼準々決勝
福本勝正（東京・東星会）３─０

岩渕正雄（青森・弘前卓）
田上亀四男（熊本・日卓）３─１

中村要蔵（東京・ベテランクラブ）
林八郎（岐阜・三菱電機）３─１

野村堯（東京・サンフレンド）
矢尾板弘（東京・東星会）３─０

神山力（神奈川・富士通信）
▼準決勝
福本	 ３─０	 田上
林	 ３─１	 矢尾板
▼決勝
林八郎	 8、9、10	 福本勝正

□オープン
▼準々決勝
秋月胤雄（東京）	 ３─１	 海老名昌二（千葉）
大橋敬作（東京）	 ３─１	 伊藤海風（東京）
古作常三郎（東京）	 ３─２	 高橋秀史（東京）
山本弥一郎（大阪）	 ３─１	 高木竜雄（東京）
▼準決勝
大橋	 ３─２	 秋月
山本	 ３─２	 古作
▼決勝
山本弥一郎	 ３─１	 大橋敬作

昭和37年度全日本軟式選手権大会
昭和37年6月23～24日

於：長野県諏訪市高島小学校・上諏訪小学校

□男子シングルス
▼準々決勝
荻村伊智朗（東京・青卓会）３─１

道上進（東京・東星会）
高須賀健二（東京・安田生命）３─１

芦谷勇（長野・ヤシカクラブ）
水村治男（東京・大日本印刷）３─１

渡辺匡啓（東京・シチズン時計）
中島昭郎（東京・朝日生命）３─０

石橋征（東京・明治生命）
▼準決勝
高須賀	 4、-8、2、-7、4	 荻村
中島	 8、6、10	 水村
▼決勝
中島昭郎	 8、-7、9、3	 高須賀健二

□女子シングルス
▼準々決勝
河田高子（東京・富国生命）３─０

一ノ瀬祥子（岐阜・大洋紡績）

小川節子（東京・シチズン時計）３─０
宮村澄子（岐阜・大洋紡績）

長尾達子（東京・鐘紡練馬）３─０
高橋紀代子（東京・富国生命）

皆川啓子（東京・日清紡西新井）３─１
広野節子（京都）

▼準決勝
河田	 10、11、-5、8	 小川
皆川	 12、-12、-7、9、7	 長尾
▼決勝
河田高子	 9、-6、3、9	 皆川啓子

□男子ダブルス
▼準々決勝
今野・大橋（北海道・東星会・ニッサン）３─１

高柳・佐藤（東京・安田生命）
高須賀・高城（東京・安田生命）３─２

石橋・佐藤（東京・明治生命）
引野・小山（東京・電電東京）３─２

田中・桜井（茨城・日立多賀）
明石・佐部利（大阪・積水化学）３─２

水村・竹内（東京・大日本印刷）
▼準決勝
高須賀・高城	 -9、-9、7、5、5	 今野・大橋
明石・佐部利	 6、9、8	 引野・小山
▼決勝
明石重治・佐部利武司　2、5、3

高須賀健二・高城義紘

□女子ダブルス
▼準々決勝
小川・大神田（東京・シチズン時計）３─２

竹内・広野（京都・日本レ─ス）
小野寺・中山（東京・三井生命）３─０

新井・坂根（大阪・旭化成）
津久茂・島田（大阪・日本生命）３─１

滝田・平野（東京・日清紡西新井）
熊倉・池田（東京・明治生命）３─０

小川・法師人（東京・日清紡西新井）
▼準決勝
小川・大神田	 9、8、-9、-10、8	 小野寺・中山
熊倉・池田	 	6、-7、9、10	 津久茂・島田
▼決勝
小川節子・大神田園子　4、10、-6、8	

熊倉紀子・池田千鶴子

□混合ダブルス
▼準々決勝
佐光・一ノ瀬（岐阜・十六銀行）３─０

中島・藤井（東京・朝日生命）
戸川・高橋（東京・富国生命）３─０

引野・長尾（東京・電電東京・鐘紡練馬）
新庄・新井（大阪・積水化学・旭化成）３─０

河野・福永（広島・東洋工業・広島銀行）
渡辺・小川（東京・シチズン時計）３─０

宮田・高木（岐阜・揖斐川電工・大洋紡績）
▼準決勝
佐光・一ノ瀬	 8、8、7	 戸川・高橋
渡辺・小川	 4、-7、4、3	 新庄・新井
▼決勝
渡辺匡啓・小川節子	 6、12、4	佐光宏・一ノ瀬祥子	

□シニア
▼準々決勝
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）３─１

辻田陽二郎（大阪・八木商店）
波部正三（大阪・マルナミ）３─２

竹原茂雄（徳島・徳島農高）
長沢義高（東京・東京国税局）３─２

牛田武芳（山梨・ミ─ル）
北林六郎（東京・東星会）３─１

老松一雄（新潟・東北電力）
▼準決勝
矢島	 ３─１	 波部

長沢	 ３─０	 北林
▼決勝
矢島儀蔵	 2、6、-6、7	 長沢義高

□ベテラン
▼準々決勝
林八郎（岐阜・三菱電工）３─１

倉林通雄（群馬・桐栄会）
田上亀四男（熊本・日卓）３─２

中村要蔵（東京・ベテランクラブ）
戸塚和美（埼玉・中滝製薬）３─０

三上一雄（青森・弘前）
福本勝正（東京・東星会）３─１

神山力（神奈川・富士通信機）
▼準決勝
林	 ３─２	 田上
戸塚	 ３─２	 福本
▼決勝
林八郎	 -7、10、3、-9、9	 戸塚和美

□オープン
▼準々決勝
古作常三郎（東京）	 ３─０	 徳江亮宏（滋賀）
高橋秀史（東京）	 ３─２	 海老名昌二（千葉）
伊藤海風（東京）	 ３─２	 高木竜雄（東京）
秋月胤雄（東京）	 ３─０	 本多徳市（愛知）
▼準決勝
高橋	 ３─１	 古作
伊藤	 ３─２	 秋月
▼決勝
高橋秀史	 -8、6、-10、3、5	 伊藤海風

昭和38年度全日本軟式選手権大会
昭和38年6月22～23日

於：神奈川県藤沢市秩父宮記念体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
林泰弘（東京・リッカーミシン）３─２

菊地敏夫（東京・明治生命）
水村治男（東京・大日本印刷）３─１

道上進（東京・東星会）
荻村伊智朗（東京・三洋繊維）３─０

成川亘茂（東京・電電東京）
平松勁（東京・安田生命）３─０

高須賀健二（東京・安田生命）
▼準決勝
林	 8、3、7	 水村
平松	 9、8、11	 荻村
▼決勝
林泰弘	 10、9、2	 平松勁

□女子シングルス
▼準々決勝
原口広子（東京・明治生命）３─１

小田素乃香（京都・日本レーヨン）
小川雅洋子（埼玉・安田生命）３─０

阿部三一子（東京・日清紡西新井）
玉舎三恵子（岐阜・大洋紡績）３─１

大場ツヤ子（秋田・由利高OG）
小林幸子（北海道・今井デパート）３─２

新井恵子（大阪・旭化成）
▼準決勝
原口	 2、8、9	 小川
小林	 6、6、5	 玉舎
▼決勝
原口広子	 2、9、7	 小林幸子

□男子ダブルス
▼準々決勝
井手口・柴田（福岡・八幡製鉄）３─２

萩原・樋口（群馬・東京電力）
林・小鹿原（東京・リッカーミシン）３─１

平松・小山（東京・安田生命）
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高柳・佐藤（東京・安田生命）３─２
引野・小山（東京・電電東京）

江頭・豊巻（大阪・積水化学）３─１
福井・石田（大阪・新三菱重工）

▼準決勝
井手口・柴田	 -8、3、-7、9、9	 林・小鹿原
江頭・豊巻	 6、9、-6、13	 高柳・佐藤
▼決勝
江頭新生・豊巻良夫　7、-7、11、4	
	 	 井手口宣雄・柴田勇	

□女子ダブルス
▼準々決勝
一ノ瀬・宮村（岐阜・大洋紡績）３─１

池田・熊倉（東京・明治生命）
浜田・吉田（京都・日本レーヨン）３─１

新井・坂根（大阪・旭化成）
河田・平岡（東京・富国生命）３─２

城戸・島田（大阪・無・日本生命）
五月女・鈴木（東京・安田生命）３─２

井笹・佐野（京都・日本レーヨン）
▼準決勝
浜田・吉田	 13、10、3	 一ノ瀬・宮村
五月女・鈴木	 9、8、8	 河田・平岡
▼決勝
浜田敦子・吉田光子　4、-11、3、-10、6	
	 	 五月女裕子・鈴木桂子

□混合ダブルス
▼準々決勝
佐光・一ノ瀬（岐阜・十六銀行・大洋紡績）３─１

渡辺・橋本（東京・シチズン時計・三井生命）
小峰・阿部（東京 ･リッカーミシン ･日清紡西新井）

３─０　三浦・後藤（北海道・今井デパート）
高須賀・五月女（東京・安田生命）３─２

成川・岩本（東京・電電東京・明治生命）
福島・小野寺（東京・シチズン時計・三井生命）

３─１　菊地・熊倉（東京・明治生命）
▼準決勝
佐光・一ノ瀬	 -4、9、3、9	 小峰・阿部
福島・小野寺	 7、-7、5、-6、10	高須賀・五月女
▼決勝
福島万治・小野寺侑子　2、-7、10、5	
	 	 佐光宏・一ノ瀬祥子

□シニア
▼準々決勝
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）３─０

横沢才吉（岩手・盛岡卓研）
河野巧（広島・東洋工業）３─０

河田安夫（東京・亀戸ゴム）
今泉敬介（東京・太陽クラブ）３─０

桑城晋一（兵庫・神戸市役所）
辻田陽二郎（大阪・八木商店）３─０

長沢義高（東京・東京国税局）
▼準決勝
矢島	 4、-5、7、5	 河野
辻田	 -10、9、10、4	 今泉
▼決勝
矢島儀蔵	 15、8、9	 辻田陽二郎

□ベテラン
▼準々決勝
鳴海誠二（青森・黒石）３─０

東海重雄（兵庫・兵庫OB）
中村要蔵（東京・ベテランクラブ）３─２

田上亀四男（熊本・日卓）
河村鉄夫（東京・いそじ会）３─０

久野正雄（大阪・旭精練伸銅）
戸塚和美（埼玉・山田ラケット）３─１

野村堯（東京・サンフレンド）
▼準決勝
中村	 ３─２	 鳴海
河村	 ３─１	 戸塚

▼決勝
河村鉄夫	 5、8、8	 中村要蔵

□オープン
▼準々決勝
有井住夫（大阪・無）３─０下田一平（石川・国鉄）
野平吉衛（千葉・成球会）３─２

徳田克太郎（大阪・大井証券）
井坂信太郎（東京・ベテラン会）３─０

高木龍雄（東京・ベテラン会）
坂口友吉（鳥取・由良育英高）３─０

長谷川梅吉（神奈川・日産自動車）
▼準決勝
有井	 ３─１	 野平
坂口	 ３─０	 井坂
▼決勝
坂口友吉	 ３─１	 有井住夫

昭和39年度全日本軟式選手権大会
昭和39年9月12～13日、於：盛岡体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
伊沢孝（東京・シチズン時計）３─２

成川亘茂（東京・電電東京）
伊藤繁雄（広島・三菱レイヨン）３─２

原田武（広島・三菱重工広島）
高城義紘（東京・安田生命）３─０

浅見己喜雄（京都・中央信用金庫）
渋谷五郎（福岡・八幡製鉄）３─２

新開卓（秋田・秋田銀行）
▼準決勝
伊沢	 9、7、10	 伊藤
渋谷	 10、3、-9、4	 高城
▼決勝
渋谷五郎	 5、-10、5、7	 伊沢孝

□女子シングルス
▼準々決勝
原口広子（東京・明治生命）３─０

松尾和子（福岡・安川電機）
佐々木多摩枝（大阪・ナンバ一番）３─１

玉舎三恵子（岐阜・大洋紡）
神戸昌代（京都・日本レーヨン）３─２

小田素乃香（京都・日本レーヨン）
橋本トシ子（東京・三井生命）３─１

宮村澄子（岐阜・大洋紡）
▼準決勝
原口	 6、9、6	 佐々木
橋本	 5、-9、4、1	 神戸
▼決勝
橋本トシ子	 9、6、-7、9	 原口広子

□男子ダブルス
▼準々決勝
田中・西岡（茨城・日製多賀）３─１

江頭・豊巻（大阪・積水化学）
平松・小山（東京・安田生命）３─２

松本・伊藤（広島・三菱レーヨン）
林・小鹿原（東京・リッカーミシン）３─１

小島・安藤（東京・朝日生命）
水村・竹内（東京・大日本印刷）３─１

高須賀・高城（東京・安田生命）
▼準決勝
平松・小山	 12、7、7	 田中・西岡
林・小鹿原	 -9、1、-3、8、6	 水村・竹内
▼決勝
平松勁・小山次郎	 8、12、9	 林泰弘・小鹿原進

□女子ダブルス
▼準々決勝
岩本・原口（東京・明治生命）３─１

阿部・瀬野（東京・日清紡西新井）

横田・足立（埼玉・安田生命）３─１
藤野・福原（大阪・日本生命）

小田・岡崎（京都・日本レーヨン）３─０
小寺・内藤（東京・三井生命）

杉井・上野（東京・日清紡西新井）３─０
永田・佐々木（大阪・ナンバ一番）

▼準決勝
岩本・原口	 1、3、6	 横田・足立
杉井・上野	 8、-8、-14、9、11	 小田・岡崎
▼決勝
岩本美保子・原口広子	9、5、4	杉井洋子・上野和枝

□混合ダブルス
▼準々決勝
浅田・小寺（東京・三井生命）３─２

高須賀・五月女（東京・安田生命）
小山・桜井（東京・安田生命）３─１

成川・岩本（東京・電電東京・明治生命）
林・上野（東京 ･リッカーミシン ･日清紡西新井）
３─１　渡辺・橋本（東京・シチズン時計・三井生命）
水村・原口（東京・大日本印刷・明治生命）３─１

今野・小林（北海道・東星会・今井本店）
▼準決勝
浅田・小寺	 -10、6、-9、6、5	 小山・桜井
水村・原口	 6、-6、6、-6、10	 林・上野
▼決勝
水村治男・原口広子	 9、6、7	 浅田公彦・小寺紀子

□シニア
▼準々決勝
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）３─０

玉井武（福岡・八幡製鉄）
須田重三郎（群馬・桐栄会）３─１

小川恭二（兵庫・川崎航空機）
河野巧（広島・東洋工業）３─２

河田安夫（東京・亀戸ゴム）
三浦明（宮城・仙台検察庁）３─１

三上一（青森・第三中教）
▼準決勝
矢島	 9、4、6	 須田
河野	 7、8、6	 三浦
▼決勝
矢島儀蔵	 3、11、8	 河野巧

□ベテラン
▼準々決勝
河村鉄夫（東京・いそじ会）３─１

安達定雄（東京・いそじ会）
田上亀四男（熊本・日本卓球）３─１

鳴海		誠二（青森・黒石）
戸塚和美（埼玉・山田ラケット）３─０

野村堯（東京・サンフレンド）
東海重雄（兵庫・神戸サンフレンド）３─２

中村要蔵（東京・賞勲局）
▼準決勝
河村	 6、-7、4、8	 田上
東海	 -6、5、5、-6、6	 戸塚
▼決勝
河村鉄夫	 10、4、8	 東海重雄

□オープン
▼準々決勝
有井住夫（大阪・阪急電鉄）３─０

川村太郎（岩手・無）
伊藤直三郎（秋田・東北パルプ）３─１

秋月胤雄（東京・ベテランクラブ）
野平吉衛（千葉・成球会）３─１

築山一郎（東京・いそじ会）
坂口友吉（鳥取・倉吉北高）３─１

高木龍雄（東京・いそじ会）
▼準決勝
有井	 -7、4、8、-9、3	 伊藤
坂口	 4、5、8	 野平
▼決勝
坂口友吉	 4、7、-7、10	 有井住夫
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昭和40年度全日本軟式選手権大会
昭和40年6月26～27日、於：京都市体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
渋谷五郎（福岡・八幡製鉄）３─０

広瀬進（大阪・光洋精工）
新開卓（秋田・秋田銀行）３─２

成川亘茂（東京・電電東京）
緒方敏弘（愛知・トヨタ自動車）３─１

中山勝（新潟・日通）
田村敏明（大阪・積水化学）３─１

河村真吾（福岡・八幡製鉄）
▼準決勝
新開	 5、6、-6、8	 渋谷
緒方	 -6、8、9、7	 田村
▼決勝
緒方敏弘	 6、9、9	 新開卓

□女子シングルス
▼準々決勝
橋本トシ子（東京・三井生命）３─０

青田公子（神奈川・日通）
宮村澄子（岐阜・大洋紡績）３─１

玉舎三恵子（岐阜・大洋紡績）
小寺紀子（東京・三井生命）３─０

水島泰子（愛知・日通）
原口広子（東京・明治生命）３─０

尾形正子（東京・日興証券）
▼準決勝
橋本	 8、6、-9、5	 宮村
原口	 9、11、-6、10	 小寺
▼決勝
原口広子	 １、9─7、０	 橋本トシ子
＊時間制限のため途中で終了

□男子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・伊沢（東京・シチズン時計）３─１

平松・小山（東京・安田生命）
緒方・長江（愛知・トヨタ自動車・旭精機）３─１

田中・渋谷（福岡・八幡製鉄）
黒田・正木（東京・旺文社）３─１

宮田・土屋（岐阜・揖斐川電工）
瀬川・田村（東京・積水化学）３─０

水村・竹内（東京・大日本印刷）
▼準決勝
渡辺・伊沢	 -10、6、10、8	 緒方・長江
瀬川・田村	 -10、-16、4、11、7	 黒田・正木
▼決勝
渡辺匡啓・伊沢孝			9、9、12	 瀬川栄次・田村敏明	

□女子ダブルス
▼準々決勝
杉井・上野（東京・日清紡西新井）３─０

岡崎・井笹（京都・日本レーヨン）
原口・内田（東京・明治生命）３─０
佐々木・永田（兵庫・樟蔭OG／大阪・日本楽器）

玉本・田中（東京・朝日生命）３─１
尼子・前田（京都・日本レーヨン）

尾形・大城（東京・日興証券・大生信用）３─１
小寺・内藤（東京・三井生命）

▼準決勝
原口・内田	 -9、9、-7、6、8	 杉井・上野
玉本・田中	 7	-7、6、4	 尾形・大城
▼決勝
玉本征子・田中久美子　6、11、-10、4	
	 	 原口広子・内田久子

□混合ダブルス
▼準々決勝
島沢・柿本（福岡・住友金属小倉）３─２

浅見・尼子（京都・中央信用・日本レーヨン）

小島・玉本（東京・朝日生命）３─１
平松・足立（東京・安田生命）

角田・岡崎（京都・中央信用・日本レーヨン）
３─２　渡辺・橋本（東京・シチズン時計・三井生命）
瓜生・藤平（大阪・中央信用・日本生命）３─１

小山・桜井（東京・安田生命）
▼準決勝
小島・玉本	 2、3、-7、7	 島沢・柿本
瓜生・藤平	 -6	、10	、-16	、11	、9	 角田・岡崎
▼決勝
瓜生好一・藤平ちよ子　11、9、7	
	 	 小島秀敏・玉本征子	

□シニア
▼準々決勝
波部正三（大阪・マルナミ書店）３─０

森操（愛知・日本碍子）
二上貞夫（東京・富球会）３─０

小泉治人（東京・無）
河田安夫（東京・亀戸ゴム）キケン

吉田昭夫（新潟・信越化学）
山根将美（愛知・スーパードール）３─１

河野功（広島・東洋工業）
▼準決勝
二上	 5、8、-8、10	 波部
河田	 6、12、5	 山根
▼決勝
二上貞夫	 -9、7、-7、5、5	 河田安夫

□ベテラン
▼準々決勝
安達安夫（東京・いそじ会）３─２

河村鉄夫（岐阜・大洋紡績）
中村要蔵（東京・賞勲局）３─１

田上亀四男（熊本・ニッタク）
福本勝正（東京・東星会）３─１

須田重三郎（群馬・桐栄会）
鈴木秀男（神奈川・横浜電報）３─２

林八郎（岐阜・三菱電機）
▼準決勝
中村	 6、-9、9、8	 安達
福本	 9、-14、4、-5、6	 鈴木
▼決勝
福本勝正	 7、-9、8、5	 中村要蔵

□オープン
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取・由良育英高）３─０

伊藤直二郎（秋田・秋田卓協）
人見節夫（兵庫・兵庫卓球）３─１

真島利夫（大阪・ヤマト卓球）
三浦利庸（兵庫・兵庫卓球）３─１

野平吉衛（千葉・成球会）
永田祥一（岡山・鐘紡西大寺）３─２

有井住夫（大阪・ベテラン会）
▼準決勝
坂口	 9、9、7	 人見
永田	 13、5、-6、12	 三浦
▼決勝
坂口友吉	 10、-11、-7、7、4	 永田祥一

昭和41年度全日本軟式選手権大会
昭和41年7月2～4日、於：埼玉県寄居町営体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
田中英也（岐阜・大洋紡績）２─０

緒方敬弘（愛知・トヨタ自動車）
平松勁（東京・安田生命）２─０

奥田昭和（東京・旺文社）
黒田昌雄（東京・旺文社）２─１

渡辺清一（東京・安田生命）
林泰弘（東京・リッカーミシン）２─１

矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）

▼準決勝
田中	 11、-15、17	 平松
林	 10、10	 黒田
▼決勝
田中英也	 19、14	 林泰弘

□女子シングルス
▼準々決勝
宮村澄子（岐阜・大洋紡績）２─０

内田久子（東京・明治生命）
清水照美（大阪・日本生命）２─０

玉本いく子（東京・朝日生命）
田中久美子（東京・朝日生命）２─０

小林幸子（北海道・丸井今井本店）
藤原ヨシ子（大阪・日本生命）２─０

尾形正子（東京・日興証券）
▼準決勝
清水	 -10、14、15	 宮村
藤原	 12、12	 田中
▼決勝
藤原ヨシ子	 -15、17、9	 清水照美

□男子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・伊沢（東京・シチズン時計）２─０

島田・成川（東京・電電東京）
水村・竹内（東京・大生信用・大日本印刷）２─０

中村・鈴木（千葉・荻村化学）
沢田・斉藤（東京・東京電力）２─０

井出口・綾部（福岡・八幡製鉄）
瓜生・奥山（大阪・中央信用金庫）２─１

小峰・林（東京・リッカーミシン）
▼準決勝
水村・竹内	 18、19	 渡辺・伊沢
瓜生・奥山	 -18、14、18	 沢田・斉藤
▼決勝
瓜生好一・奥山英史	 15、18	 水村治男・竹内敏男	

□女子ダブルス
▼準々決勝
岡崎・三好（京都・日本レーヨン）２─０

明木・沖野（広島・広島銀行）
宮村・宮下（岐阜・大洋紡績）２─０

花田・村崎（北海道・丸井今井札幌）
上野・原田（東京・日清紡西新井）２─０

桜井・野上（東京・安田生命）
清水・藤原（大阪・日本生命）２─０

尾形・大城（東京・日興証券・大生信用）
▼準決勝
宮村・宮下	 18、19	 岡崎・三好
清水・藤原	 -17、14、18	 上野・原田
▼決勝
清水照美・藤原ヨシ子		18、19	 宮村澄子・宮下ミヨ

□混合ダブルス
▼準々決勝
田中・宮村（岐阜・大洋紡績）２─０

北村・前田（京都・京都信用・日本レーヨン）
水村・大城（東京・大生信用）２─０

井出口・永野（福岡・八幡製鉄・小倉玉屋）
瓜生・清水（大阪・中央信用・日本生命）２─１

成川・内田（東京・電電東京・明治生命）
林・上野（東京 ･リッカーミシン ･日清紡西新井）
	２─１　広瀬・本田（大阪・光洋精工・日本生命）

▼準決勝
田中・宮村	 10、13	 水村・大城
瓜生・清水	 17、14	 林・上野
▼決勝
瓜生好一・清水照美　-13、14、14	

田中英也・宮村澄子

□シニア
▼準々決勝
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）２─０

二上貞夫（東京・富士短大クラブ）
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宇佐美勝夫（埼玉・浦和ク）２─０
河野巧（広島・東洋工業）

辻田陽二郎（大阪・八木商店）２─１
山根将光（愛知・スーパードール）

北地稔行（東京・中野クラブ）２─１
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）

▼準決勝
宇佐美	 16、11	 矢島
辻田	 22、12	 北地
▼決勝
宇佐美勝夫	 19、11	 辻田陽二郎

□ベテラン
▼準々決勝
東海重雄（兵庫・サンフレンド）２─０

福本勝正（岐阜・大洋紡績）
石清（東京・太陽ク）２─０

河村鉄夫（岐阜・大洋紡績）
横沢才吉（岩手・盛岡卓研）２─１

北林六郎（東京・東星会）
須田重三郎（群馬・桐栄会）２─１

中村要蔵（東京・賞勲局）
▼準決勝
東海	 18、18	 石
須田	 17、16	 横沢
▼決勝
須田重三郎	 -10、14、20	 東海重雄

□オールドベテラン
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取・由良育英高）２─０

大島豊正（栃木・県庁）
紺野政男（福島）２─１

有井住夫（大阪・大阪ベテランクラブ）
田上義雄（広島・広島OB）２─１

野上令介（東京・太陽クラブ）
人見節夫（兵庫・兵庫OB）２─０

住野直春（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
坂口	 14、9	 紺野
田上	 19、19	 人見
▼決勝
坂口友吉	 19、13	 田上義雄

昭和42年度全日本軟式選手権大会
昭和42年5月5～7日、於：茨城県スポーツセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
田中英也（岐阜・大洋紡績）２─０

小玉定雄（茨城・竜ヶ崎クラブ）
伊沢孝（東京・シチズン時計）２─０

米田泰也（富山・東洋ナイロン）
矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）２─０

坂本昇（茨城・日製多賀）
奥田昭和（東京・旺文社）２─０

川田進（茨城・日製国分）
▼準決勝
伊沢	 -18、16、22	 田中
奥田	 -19、16、2	 矢吹
▼決勝
奥田昭和	 15、13	 伊沢孝

□女子シングルス
▼準々決勝
小椋節子（兵庫・三菱電機）２─０

宮村澄子（石川・北菱電器）
松本チイ子（岐阜・大洋紡績）２─１

田村小代子（兵庫・三菱電機）
後藤芳江（岐阜・大洋紡績）２─０

三瓶利子（福島・東亜栄養化学）
徳重恒子（東京・大生信用）２─１

玉本いく子（東京・朝日生命）

▼準決勝
小椋	 -14、10、11	 松本
後藤	 19、19	 徳重
▼決勝
小椋節子	 23、18	 後藤芳江

□男子ダブルス
▼準々決勝
矢吹・尾形（東京・サンフレンド）２─０

平松・小山（東京・安田生命）
鈴木・吉見（埼玉・浦和商高職）２─１

小峰・林（東京・リッカーミシン）
渡辺・寺田（東京・安田生命）２─０

渡辺・伊沢（東京・シチズン時計）
広瀬・大和屋（大阪・光洋精工）２─０
平田・山内（神奈川・東芝 TＲ工場・東芝中央研究）
▼準決勝
鈴木・吉見	 21、-11、16	 矢吹・尾形
渡辺・寺田	 8、-18、11	 	広瀬・大和屋
▼決勝
渡辺清一・寺田博康	 23、19	 鈴木勝明・吉見康二	

□女子ダブルス
▼準々決勝
上野・原田（東京・日清紡西新井）２─０

小椋・山野（兵庫・三菱電機）
宮村・北村（石川・北菱電器）２─０

小泉・飯塚（東京・安田生命）
松本・後藤（岐阜・大洋紡績）２─０

田村・野上（北海道・三馬ゴム）
大城・徳重（東京・大生信用）２─０

内田・関（東京・明治生命）
▼準決勝
上野・原田	 -17、17、22	 宮村・北村
大城・徳重	 9、17	 松本・後藤
▼決勝
上野和枝・原田弘子　19、-12、16	
	 	 大城昌子・徳重恒子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
坂本・後藤（茨城・日製多賀）２─１

宇野・田代（茨城・日立化成）
川辺・宮村（石川・倉庫精練・北菱電器）２─１

田中・松本（岐阜・大洋紡績）
小峰・原田（東京・台東クラブ・日清紡西新井）

２─１　水村・徳重（東京・大生信用）
成川・内田（東京・電電東京・明治生命）２─０

平松・小泉（東京・安田生命）
▼準決勝
坂本・後藤	 10、-12、14	 川辺・宮村
成川・内田	 11、21	 小峰・原田
▼決勝
坂本昇・後藤律子	 16、8	 成川亘茂・内田久子

□シニア
▼準々決勝
宇佐美勝夫（埼玉・浦和クラブ）２─０

桑城晋一（兵庫・神戸市役所）
宮崎誠一（兵庫・川崎製鉄）２─０

北地稔行（東京・中野クラブ）
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）２─０

山根将光（愛知・スーパードール）
河野巧（広島・東洋工業）２─０

辻田陽二郎（大阪・八木商会）
▼準決勝
宇佐美	 7、19	 宮崎
矢島	 25、-21、8	 河野
▼決勝
宇佐美勝夫	 20、22	 矢島儀蔵

□ベテラン
▼準々決勝
須田重三郎（群馬・桐栄会）２─０

安達定雄（東京・花王石鹸）
御厨常夫（熊本・ヤマト卓球）２─１

森西盛人（静岡・日本軽金属）
古田安道（福岡・三井三池）２─１

中村要蔵（東京・総理府統計局）
東海重雄（兵庫・サンフレンド）２─１

河村鉄夫（岐阜・大洋紡績）
▼準決勝
御厨	 -9、16、15	 須田
東海	 11、14	 古田
▼決勝
東海重雄	 14、19	 御厨常夫

□オールドベテラン
▼準々決勝
坂口友吉（鳥取・由良育英高）２─０

築山一郎（東京・皐月会）
宮野只夫（東京・都水道局）２─０

奥山勇（茨城・取手二高教）
林八郎（岐阜・三菱電機）２─０

清水重則（山口・山口卓研）
大島豊正（栃木・栃木保健所）２─０

田上義雄（広島・広島卓研）
▼準決勝
坂口	 16、10	 宮野
林	 14、13	 大島
▼決勝
林八郎	 11、6	 坂口友吉

昭和43年度全日本軟式選手権大会
昭和43年5月3～5日、於：福井市営体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
太田貞夫（東京・東星会）２─０

奥田昭和（東京・旺文社）
矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）２─１

成川亘茂（東京・電電東京）
坂本昇（茨城・日立多賀）２─０

本美邦昭（東京・朝日生命）
吉見康二（埼玉・浦和商職）２─０

伊沢孝（東京・シチズン時計）
▼準決勝
矢吹	 21、-16、7	 太田
吉見	 -11、11、20	 坂本
▼決勝
矢吹嘉昭	 15、13	 吉見康二

□女子シングルス
▼準々決勝
後藤芳江（岐阜・大洋紡績）２─０

松浦光子（神奈川・日通横浜）
内田久子（東京・明治生命）２─０

松本文子（岐阜・大洋紡績）
野口崩子（東京・安田生命）２─０

貝賀訓子（東京・日清紡西新井）
江頭枝里子（東京・明治生命）２─０

後藤京子（北海道・今井デパート）
▼準決勝
後藤	 15、9	 内田
野口	 -19、16、20	 江頭
▼決勝
後藤芳江	 19、9	 野口崩子

□男子ダブルス
▼準々決勝
北村・八代（千葉・荻村化学）２─０

矢吹・尾形（東京・サンフレンド）
渡辺・阿部（東京・安田生命）２─０

山本・原（福井・倉茂電工）
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渡辺・伊沢（東京・シチズン時計）２─１
沢田・斉藤（東京・東京電力）

正木・黒田（東京・旺文社）２─１
広瀬・大和屋（大阪・大阪市役所・光洋精工）

▼準決勝
北村・八代	 19、-14、15	 渡辺・阿部
正木・黒田	 10、17	 渡辺・伊沢
▼決勝
北村秀樹・八代幸雄　-16、13、18	
	 	 正木光久・黒田昌雄	

□女子ダブルス
▼準々決勝
田中・与川（東京・明治生命）２─０

栗谷川・大田和（千葉・荻村化学）
皆川・貝賀（東京・日清紡西新井）２─０

松本・松本（岐阜・大洋紡績）
斉藤・石田（東京・日清紡西新井）２─０

三上・江頭（東京・明治生命）
内田・関（東京・明治生命）２─０

野口・新井（東京・安田生命）
▼準決勝
皆川・貝賀	 18、14	 田中・与川
内田・関	 22、20	 斉藤・石田
▼決勝
内田久子・関満子			15、17			皆川ちえ子・貝賀訓子

□混合ダブルス
▼準々決勝
山本・木村（福井・倉茂電工・福井県庁）２─０

成川・内田（東京・電電東京・明治生命）
北村・栗谷川（千葉・荻村化学）２─０

各務・後藤（岐阜・河合石灰・大洋紡績）
原・大森（福井・倉茂電工・福井県庁）２─０

太田・田中（東京・東星会・明治生命）
尾形・江頭（東京・サンフレンド・明治生命）

２─０　福田・松浦（神奈川・日通横浜）
▼準決勝
北村・栗谷川	 17、12	 山本・木村
尾形・江頭	 -19、21、16	 原・大森
▼決勝
北村秀樹・栗谷川正子			19、9	 尾形弘・江頭枝里子	

□シニア
▼準々決勝
鎌田光隆（東京・サンフレンド）２─０

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）２─０

川浪敬一（山口・宇部セメント）
辻田陽二郎（大阪・八木商店）２─０

藤岡正義（広島・専売公社）
道上進（東京・東星会）２─１

矢島義蔵（兵庫・川崎製鉄）
▼準決勝
鎌田	 19、15	 桑城
道上	 14、19	 辻田
▼決勝
道上進	 -16、20、16	 鎌田光隆

□ベテラン
▼準々決勝
東海重雄（兵庫・サンフレンド）２─０

北林六郎（東京・東星会）
古田安道（福岡・三井三池）２─０

安達定雄（東京・花王石鹸）
須田重三郎（群馬・桐栄会）２─０

清水義高（東京・国税局）
河野巧（広島・東洋工業）２─０

井川義則（山口・中電下松）
▼準決勝
東海	 12、-15、16	 古田
河野	 11、14	 須田
▼決勝
河野巧	 11、11	 東海重雄

□オールドベテラン
▼準々決勝
林八郎（岐阜・三菱中津川）２─０

中村要蔵（東京・総理府）
福本勝正（東京・東星会）２─０

棟方守貞（青森・黒石卓研）
片桐太郎（東京・伊藤忠自動車）２─０

渡辺善正（千葉・市川クラブ）
坂口友吉（鳥取・由良育英高）２─０

清水重則（山口・山大OB）
▼準決勝
林	 6、11	 福本
片桐	 -17、22、19	 坂口
▼決勝
林八郎	 19、15	 片桐太郎

昭和44年度全日本軟式選手権大会
昭和44年5月24～25日、於：札幌中島スポーツセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）２─０

中村提見（東京・ミツミ電機）
新谷泰男（岡山・倉敷化工）２─１

横家弘一（兵庫・石川島播磨）
太田貞夫（東京・東星会）２─０

斉藤敏男（富山・吉田工業）
吉見康二（埼玉・浦和商高職）２─０

成川亘茂（東京・電電東京）
▼準決勝
矢吹	 17、-10、17	 新谷
太田	 6、-17、15	 吉見
▼決勝
太田貞夫	 9、-15、10	 矢吹嘉昭

□女子シングルス
▼準々決勝
後藤芳江（岐阜・大洋紡績）２─０

志賀かよ（東京・安田生命）
松本チイ子（岐阜・大洋紡績）２─０

栗谷川正子（千葉・荻村化学）
福田久枝（東京・日本フェルト）２─０

松本文子（岐阜・大洋紡績）
深尾久子（岐阜・大洋紡績）２─０

内田久子（東京・明治生命）
▼準決勝
後藤	 20、6	 松本
深尾	 17、15	 福田
▼決勝
深尾久子	 7、-11、14	 後藤芳江

□男子ダブルス
▼準々決勝
加藤・中村（東京・ミツミ電機）２─０

奥田・佐々木（東京・旺文社）
矢吹・尾形（東京・サンフレンド）２─０

田中・長屋（岐阜・大洋紡績・岐阜南高）
渡辺・阿部（東京・安田生命）２─０

佐藤・高橋（北海道・丸井デパート）
梨本・小林（東京・ミツミ電機）２─１

正木・黒田（東京・旺文社）
▼準決勝
加藤・中村	 15、15	 矢吹・尾形
渡辺・阿部	 -19、14、17	 梨本・小林
▼決勝
渡辺清一・阿部慎吾	 17、8	 加藤優・中村提見	

□女子ダブルス
▼準々決勝
松本・松本（岐阜・大洋紡績）２─１

金森・荻野（兵庫・住友金属中研）
内田・木内（東京・明治生命）２─１

岩瀬・柳沢（長野・オルガン針）

深尾・後藤（岐阜・大洋紡績）２─０
小泉・志賀（東京・安田生命）

村崎・沓沢（北海道・丸井デパート）２─０
中島・今井（群馬・東電群馬）

▼準決勝
松本・松本	 10、21	 内田・木内
深尾・後藤	 14、9	 村崎・沓沢
▼決勝
深尾久子・後藤芳江	17、18	 松本チイ子・松本文子

□混合ダブルス
▼準々決勝
吉原・青木（群馬・東電群馬）２─０

北村・栗谷川（千葉・荻村化学）
阿部・小泉（東京・安田生命）２─０

渡辺・片口（東京・安田生命）
阿部・大川（神奈川・信号器財・大同毛織）２─１

内山・江沼（茨城・日立化成山崎）
田中・深尾（岐阜・大洋紡績）２─０

広瀬・宮下（大阪・光洋精工・大阪中央信金）
▼準決勝
阿部・小泉	 13、13	 吉原・青木
田中・深尾	 5、-19、8	 阿部・大川
▼決勝
田中英也・深尾久子		4、16	 阿部慎吾・小泉美和子

□シニア
▼準々決勝
道上進（東京・東星会）２─０

山地秀樹（北海道・旭川市役所）
広瀬浩一（東京・サンフレンド）２─０

今野信昭（北海道・東星会）
濱惣六（長野・岡谷学研）２─０

藤岡正義（広島・専売広島）
唐橋博（東京・東星会）２─０

鎌田光隆（東京・サンフレンド）
▼準決勝
道上	 -20、20、15	 広瀬
唐橋	 11、16	 濱
▼決勝
道上進	 -16、18、14	 唐橋博

□ベテラン
▼準々決勝
東海重雄（兵庫・神戸市役所）２─１

河田安夫（東京・三井生命）
北林六郎（東京・東星会）２─１

秋葉真治（北海道・森林開発公団）
安達定雄（東京・花王石鹸）２─０

御厨常夫（熊本・ヤマト卓球）
須田重三郎（群馬・桐栄会）２─０

森西盛人（静岡・日軽清水）
▼準決勝
北林	 -18、18、19	 東海
須田	 12、20	 安達
▼決勝
北林六郎	 19、19	 須田重三郎

□オールドベテラン
▼準々決勝
福本勝正（東京・東星会）２─０

住野直春（東京・東京ベテランクラブ）
宮野只夫（東京・都水道局）２─０

棟方守貞（青森・黒石卓協）
猪股芳三郎（宮城・東北開発）２─０

長島竹次（北海道・自衛隊東千歳）
中村要蔵（東京・総理府）２─０

保住幹夫（京都・島津製作）
▼準決勝
福本	 12、15	 宮野
中村	 -20、13、12	 猪股
▼決勝
中村要蔵	 21、19	 福本勝正

155



国内大会

昭和45年度全日本軟式選手権大会
昭和45年5月2～4日、於：新潟県十日町体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
安部三千男（神奈川・信号器材）２─０

中村提見（東京・光信用金庫）
斉藤敏男（富山・吉田工業）２─１

奥田昭和（東京・旺文社）
萩原正喜（群馬・東電群馬）２─１

田島収（大阪・光洋精工）
西村恒男（東京・ミツミ電機）２─１

富金原修（新潟・三共製薬）
▼準決勝
斉藤	 14、12	 安部
西村	 11、8	 萩原
▼決勝
西村恒男	 17、10	 斉藤敏男

□女子シングルス
▼準々決勝
後藤芳江（岐阜・大洋紡績）２─１

関満子（東京・明治生命）
増渕キエ（東京・シチズン時計）２─１

田村千賀子（広島・広島専売）
二見久子（神奈川・日通横浜）２─０

安部幸代（京都・ユニチカ宇治）
志賀かよ（東京・安田生命）２─１

大江すみ子（岐阜・大洋紡績）
▼準決勝
後藤	 13、16	 増渕
志賀	 16、21	 二見
▼決勝
後藤芳江	 19、19	 志賀かよ

□男子ダブルス
▼準々決勝
加藤・西村（東京・ミツミ電機）２─０

山川・高野（新潟・江戸屋）
岡沢・増田（大阪・住友金属）２─１

奥田・佐々木（東京・旺文社）
安部・遠藤（神奈川・信号器材）２─０

勝又・北村（東京・リッカーミシン）
穀田・小園江（東京・サンフレンド）２─０

広瀬・田島（大阪・光洋精工）
▼準決勝
加藤・西村	 20、17	 岡沢・増田
穀田・小園江	 15、12	 安部・遠藤
▼決勝
加藤優・西村恒男			19、16	 穀田善一・小園江慶二

□女子ダブルス
▼準々決勝
溝田・安部（京都・ユニチカ宇治）２─０

池田・野路（岐阜・大洋紡績）
渋谷・星野（新潟・睦織物）２─０

三上・一戸（東京・リコー）
森地・砂田（京都・京中信金）２─０

田村・伊藤（広島・広島専売）
関・大内（東京・明治生命）２─０

池田・今泉（神奈川・武田薬品湘南）
▼準決勝
溝田・安部	 16、15	 渋谷・星野
森地・砂田	 -8、14、16	 関・大内
▼決勝
溝田美津江・安部幸代　20、-14、16	
	 	 森地洋子・砂田江津子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
尾形・関（東京・サンフレンド・明治生命）２─１

北川・安部（京都・ユニチカ宇治）

太田・志賀（東京・東星会・安田生命）２─０
河野・今井（群馬・東電群馬）

小園江・大内（東京・サンフレンド・明治生命）
２─０　奥田・新屋（東京・旺文社・明治生命）

田中・溝田（京都・ユニチカ宇治）２─１
小泉・関（長野・インスタン金属・諏訪卓協）

▼準決勝
太田・志賀	 -17、14、17	 尾形・関
田中・溝田	 20、20	 小園江・大内
▼決勝
太田貞夫・志賀かよ	20、13	 田中政次・溝田美津江	

□シニア
▼準々決勝
道上進（東京・東星会）２─０

藤岡正義（広島・広島専売）
木村稔（兵庫・神戸春日野クラブ）２─０

吉田喜代松（京都・伏見青年家）
今野信昭（北海道・東星会）２─１

広瀬浩一（東京・サンフレンド）
矢島儀蔵（兵庫・川崎製鉄）２─１

唐橋博（東京・東星会）
▼準決勝
道上	 10、-19、16	 木村
今野	 13、11	 矢島
▼決勝
今野信昭	 -9、10、15	 道上進

□ベテラン
▼準々決勝
三浦明（宮城・仙高検察庁）２─０

小川恭三（兵庫・川崎重工）
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）２─０

清水義高（東京・国税東京）
東海重雄（兵庫・サンフレンド）２─０

御厨常夫（熊本・ニッタク）
野村堯（東京・稲門クラブ）２─０

須田重三郎（群馬・桐栄会）
▼準決勝
桑城	 14、-19、16	 三浦
東海	 15、16	 野村
▼決勝
東海重雄	 -4、21、19	 桑城晋一

□オールドベテラン
▼準々決勝
中村要蔵（東京・総理府）２─０

中野哲夫（兵庫・三菱重工高砂）
田上亀四男（熊本・ニッタク）２─０

猪股芳三郎（宮城・東北開発）
鳴海誠二（青森・黒石）２─０

宮野只夫（東京・水道局）
福本勝正（東京・東星会）２─０

片桐太郎（埼玉・伊藤忠自動車）
▼準決勝
中村	 14、19	 田上
鳴海	 16、-16、19	 福本
▼決勝
中村要蔵	 17、-19、13	 鳴海誠二

昭和46年度全日本軟式選手権大会
昭和46年5月2～3日、於：豊橋市体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
西村恒男（東京・ミツミ電機）２─０

平松勁（東京・ウテナ）
安部三千男（神奈川・信号器材）２─１

相原安男（福岡・相原畜産）
細井孝一（神奈川・富士通信機）２─１

井上正一（東京・ミツミ電機）
村瀬勇吉（愛知・安城クラブ）２─０

遠藤芳郎（神奈川・信号器材）

▼準決勝
西村	 12、16	 安部
村瀬	 20、15	 細井
▼決勝
西村恒男	 7、18	 村瀬勇吉

□女子シングルス
▼準々決勝
栗谷川正子（千葉・荻村化学）２─０

志賀かよ（東京・安田生命）
亀山康子（東京・リコー）２─１

松沢博子（東京・ミツミ電機）
大内照美（東京・明治生命）２─０

田村千賀子（広島・専売広島）
金森光子（兵庫・住金中研）２─１

新屋久美子（東京・明治生命）
▼準決勝
栗谷川	 10、-13、26	 亀山
大内	 17、11	 金森
▼決勝
栗谷川正子	 14、12	 大内照美

□男子ダブルス
▼準々決勝
加藤・西村（東京・ミツミ電機）２─０
高塚・井上（和歌山・本町卓球ク・和歌山相互銀行）
加茂・相原（兵庫・東洋リノリューム）２─１

荻原・樋口（群馬・東電群馬）
広瀬・大喜田（大阪・光洋精工）２─０

石井・徳永（兵庫・三菱電機伊丹）
田中・本美（東京・朝日生命）２─１

穀田・小園江（東京・サンフレンド）
▼準決勝
加藤・西村	 -25、13、17	 加茂・相原
広瀬・大喜田	 19、-17、12	 田中・本美
▼決勝
加藤優・西村恒男	 22、17	 広瀬進・大喜田健一	

□女子ダブルス
▼準々決勝
溝田・田中（京都・ユニチカ宇治）２─０

好村・井戸（兵庫・三菱電機伊丹）
石田・伊藤（北海道・北海相互・拓殖銀行）２─０

斉藤・斉藤（福島・東亜栄養）
伊藤・佐々木（岩手・川徳デパート）２─１

池田・今泉（神奈川・武田薬品）
大内・新屋（東京・明治生命）２─０

森地・砂田（京都・京都中信）
▼準決勝
溝田・田中	 13、2	 石田・伊藤
大内・新屋	 13、18	 伊藤・佐々木
▼決勝
大内照美・新屋久美子　17、20	

溝田美津江・田中幸代

□混合ダブルス
▼準々決勝
栗原・鈴木（神奈川・日通横浜）２─０

樋口・青木（群馬・東電群馬）
広瀬・宮下（大阪・光洋精工・大阪クラブ）２─０

四日市・伊藤（北海道・札鉄・拓殖銀行）
小野・佐々木（岩手・川徳デパート）２─１

河野・今井（群馬・東電群馬）
鳴瀬・亀山（東京・リコー）２─０

安部・池田（神奈川・信号器材・武田薬品）
▼準決勝
栗原・鈴木	 15、11	 広瀬・宮下
小野・佐々木	 18、-16、12	 鳴瀬・亀山
▼決勝
小野豊・佐々木ヨシミ	14、17	 栗原久男・鈴木節子	

□シニア
▼準々決勝
今野信昭（北海道・東星会）２─０

宍戸信夫（東京・卓楓会）
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唐橋博（東京・東星会）２─０
木村稔（兵庫・春日野クラブ）

広瀬浩一（東京・サンフレンド）２─０
桑原稔（愛知・聖カピタニオ女高教）

道上進（東京・東星会）２─１
藁田正博（大阪・大阪市役所）

▼準決勝
今野	 14、-21、13	 唐橋
道上	 18、-19、15	 広瀬
▼決勝
今野信昭	 13、-14、17	 道上進

□ベテラン
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）２─０

玉井武（福岡・新日本製鉄）
三沢洋（茨城・卓親会）２─１

須田重三郎（群馬・桐栄会）
波部正三（大阪・大阪ベテラン会）２─０

三浦明（宮城・仙台高等検察庁）
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）２─０

小川恭二（兵庫・OB会）
▼準決勝
河野	 5、10	 三沢
桑城	 14、10	 波部
▼決勝
河野巧	 14、10	 桑城晋一

□オールドベテラン
▼準々決勝
中村要蔵（東京・総理府）２─０

垣内市雄（和歌山・はまゆうクラブ）
安達定雄（東京・花王石鹸）２─０

宮野只夫（東京・水道局）
野村堯（東京・サンフレンド）２─０

福本勝正（東京・東星会）
戸塚和美（東京・北斗会）２─０

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
▼準決勝
安達	 10、-20、14	 中村
野村	 17、14	 戸塚
▼決勝
野村堯	 19、19	 安達定雄

□65才
▼優勝
山本弥一郎（大阪）
他、記録不明

昭和47年度全日本軟式選手権大会
昭和47年5月4～5日、於：愛知県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
新開健一（岡山・倉敷化工）２─０

伊藤誠一（静岡・鈴木自動車）
宮之原正治（鹿児島・しか屋）２─０

吉原光政（群馬・東京電力群馬）
柳原正明（北海道・マツダオート）２─０

井上正一（東京・ミツミ電機）
小野豊（岩手・川徳デパート）２─０

村瀬勇吉（愛知・鳳凰クラブ）
▼準決勝
宮之原	 22、14	 新開
小野	 13、15	 柳原
▼決勝
小野豊	 12、-19、21	 宮之原正治

□女子シングルス
▼準々決勝
御子貝静江（東京・日本フエルト）２─１

大内照美（東京・明治生命）
大森淳子（愛知・トヨタ自動車）２─１

森地洋子（京都・中央信用金庫）

松沢博子（東京・ミツミ電機）２─１
高橋英子（岩手・川徳デパート）

伊藤和子（大阪・大阪ベテランク）２─０
青木京子（群馬・東京電力群馬）

▼準決勝
御子貝	 16、-19、15	 大森
伊藤	 14、9	 松沢
▼決勝
伊藤和子	 10、6	 御子貝静江

□男子ダブルス
▼準々決勝
西村・加藤（東京・ミツミ電機）２─１

内田・小園江（東京・サンフレンド）
遠藤・三浦（神奈川・信号器材）２─０

宮之原・宮原（鹿児島・しか屋・鹿児島相信金）
安部・細井（神奈川・信号器材）２─０

斉藤・若井（富山・吉田工業）
小野・吉田（岩手・川徳デパート）２─０

大和・木村（大阪・堺市役所）
▼準決勝
西村・加藤	 -20、14、19	 遠藤・三浦
小野・吉田	 20、13	 安部・細井
▼決勝
西村恒男・加藤優	 11、9	 小野豊・吉田君夫	

□女子ダブルス
▼準々決勝
大内・新屋（東京・明治生命）２─１

岩崎・鶴見（東京・明治生命）
森地・砂田（京都・中央信用金庫）２─１

池田・今泉（神奈川・武田薬品湘南）
石田・伊藤（北海道・北海道拓殖銀行）２─０

好村・井戸（兵庫・三菱電機伊丹）
佐々木・伊藤（岩手・川徳デパート）２─０

今井・青木（群馬・東京電力群馬）
▼準決勝
大内・新屋	 16、13	 森地・砂田
佐々木・伊藤	 10、14	 石田・伊藤
▼決勝
佐々木ヨシミ・伊藤和子　17、13	
	 	 大内照美・新屋久美子

□混合ダブルス
▼準々決勝
尾形・御子貝（東京 ･サンフレンド ･日本フエルト）
２─１　細井・今泉（神奈川・信号器材・武田薬品湘南）
小園江・大内（東京・サンフレンド・明治生命）

２─０　河辺・砂田（京都・中央信用金庫）
宮之原・前原（鹿児島・しか屋・県庁）２─０

村瀬・大森（愛知・鳳凰クラブ・トヨタ自動車）
佐藤・伊藤（岩手・川徳デパート）２─０

広瀬・宮下（大阪・光洋精工・大阪クラブ）
▼準決勝
尾形・御子貝	 -17、16、19	 小園江・大内
佐藤・伊藤	 18、-9、15	 宮之原・前原
▼決勝
尾形弘・御子貝静江	 19、20	 佐藤寛・伊藤和子

□シニア
▼準々決勝
米田泰成（富山・東洋ナイロン）２─０

中本哲郎（広島・キリンビール）
木村稔（兵庫・春日野クラブ）２─０

広瀬浩一（東京・サンフレンド）
松本功（和歌山・和歌山卓球）２─１

小玉定雄（茨城・竜ヶ崎クラブ）
西幹夫（熊本・ヤマト卓球）２─０

高橋恵一（長野・飯田卓連）
▼準決勝
米田	 12、15	 木村
西	 18、15	 松本
▼決勝
米田泰成	 13、18	 西幹夫

□ベテラン
▼準々決勝
辻田陽二郎（東京・東星会）２─０

河野巧（広島・東洋工業）
波部正三（大阪・大阪市役所）２─１

相原禧一（大阪・丸紅）
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄千葉）２─０

芝軒政男（兵庫・森永製菓）
桑城晋一（兵庫・神戸市役所）２─１

長谷川実（三重・三菱化成）
▼準決勝
辻田	 15、19	 波部
矢島	 10、18	 桑城
▼決勝
矢島儀蔵	 19、21	 辻田陽二郎

□オールドベテラン
▼準々決勝
野村堯（東京・サンフレンド）２─１

河田安夫（東京・三井生命）
福本勝正（東京・東星会）２─１

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
中村要蔵（東京・賞勲局）２─０

矢尾板弘（東京・東星会）
田上亀四男（熊本・熊本サンフレンド）２─０

上田茂一（栃木・栃木専売）
▼準決勝
福本	 16、18	 野村
中村	 20、10	 田上
▼決勝
福本勝正	 13、11	 中村要蔵

昭和48年度全日本軟式選手権大会
昭和48年7月6～7日、於：台東体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小野豊（岩手・川徳デパート）２─０

岩田秀夫（大阪・アストールクラブ）
仲村渠功（東京・シチズン時計）２─０

大和一人（大阪・堺市役所）
小岩勇（岩手・川徳デパート）２─１

猪木宗器（愛媛・ダイキ）
西村恒男（東京・ミツミ電機）２─０

加持一男（東京・ミツミ電機）
▼準決勝
小野	 13、19	 仲村渠
小岩	 14、18	 西村
▼決勝
小野豊	 21、18	 西村恒男

□女子シングルス
▼準々決勝
伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）２─０

岩瀬徳子（茨城・日立化成）
井沢洋子（千葉・三井生命）２─０

嵯峨由美子（岩手・川徳デパート）
小野智恵子（東京・第一勧業銀行）２─０

曾根崎和代（東京・三井生命）
松村慶子（大阪・日本生命）２─０

川合敦美（兵庫・三菱電機伊丹）
▼準決勝
伊藤	 10、12	 井沢
小野	 17、13	 松村
▼決勝
伊藤和子	 13、20	 小野智恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
西村・加藤（東京・ミツミ電機）２─０

新開・桐野（岡山・倉敷化工）
小野・小岩（岩手・川徳デパート）２─０

安部・細井（神奈川・信号器材）
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白沢・鈴木（東京・旺文社）２─１
加持・本間（東京・ミツミ電機）

仲村渠・小林（東京・シチズン時計）２─１
遠藤・三浦（神奈川・信号器材）

▼準決勝
小野・小岩	 13、18	 西村・加藤
仲村渠・小林	 17、19	 白沢・鈴木
▼決勝
仲村渠功・小林敏泰		15、-13、17	 小野豊・小岩勇

□女子ダブルス
▼準々決勝
橘・嵯峨（岩手・川徳デパート）２─０

井沢・小暮（千葉・三井生命・卓美クラブ）
小野・石田（東京・第一勧業銀行）２─１

井上・遠藤（大阪・丸善石油）
中山・曾根崎（東京・三井生命）２─０

川合・中谷（兵庫・三菱電機）
御子貝・西脇（東京・日本フエルト）２─０

増井・久保田（大阪・明治生命）
▼準決勝
橘・嵯峨	 11、-18、19	 小野・石田
中山・曾根崎	 11、13	 御子貝・西脇
▼決勝
橘順子・嵯峨由美子　17、-14、14	
	 	 中山めぐみ・曾根崎和代	

□混合ダブルス
▼準々決勝
岩田・伊藤（大阪・ヤマト・ベテラン会）２─１

尾形・御子貝（東京・ニッタク・日本フエルト）
内山・岩瀬（茨城・日立化成）２─０

小岩・嵯峨（岩手・川徳デパート）
村上・須藤（宮城・桔梗苦羅舞）２─０

広瀬・宮下（大阪・光洋精工・青卓会）
小野・橘（岩手・川徳デパート）２─１

柳原・石田（北海道・マツダオート）
▼準決勝
岩田・伊藤	 18、15	 内山・岩瀬
村上・須藤	 -11、19、1	 小野・橘
▼決勝
岩田秀夫・伊藤和子	 6、11	 村上力・須藤美枝子

□サーティ
▼準々決勝
平松勁（東京・ベテランクラブ）２─０

米田泰也（富山・東レテキスタイル）
安部三千男（神奈川・信号器材）２─０

矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）
田中政次（京都・ユニチカ宇治）２─０

新開卓（秋田・秋田銀行）
萩原正喜（群馬・東電群馬）２─０

西幹夫（熊本・ヤマト卓球）
▼準決勝
安部	 18、-19、12	 平松
田中	 17、-16、18	 萩原
▼決勝
安部三千男	 17、10	 田中政次

□フォーティ
▼準々決勝
森操（愛知・日本碍子）２─０

平岡唯一（富山・営林局）
道上進（東京・東星会）２─０

金田義信（東京・太陽クラブ）
唐橋博（東京・東星会）２─０

桑城晋一（兵庫・神戸市役所）
辻田陽二郎（東京・東星会）２─１

濱惣六（長野・岡谷学研）
▼準決勝
道上	 -19、17、13	 森
辻田	 -13、18、20	 唐橋
▼決勝
道上進	 13、18	 辻田陽二郎

□フィフティ
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）２─０

三沢洋（茨城・卓親会）
沢崎隆夫（大阪・大阪市役所）２─０

小川恭三（兵庫・兵庫OBクラブ）
東海重雄（兵庫・マルト卓球）２─１

河田安夫（東京・三井生命）
御厨常夫（熊本・ヤマト卓球）２─１

石島喜代治（東京・ベテラン会）
▼準決勝
河野	 12、11	 沢崎
東海	 12、13	 御厨
▼決勝
河野巧	 14、9	 東海重雄

□シックスティ
▼準々決勝
福本勝正（東京・東星会）２─１

古田安道（福岡・大牟田卓協）
猪股芳三郎（宮城・笹気出版印刷）２─１

宮野只夫（宮城・八坂卓研）
田上亀四男（熊本・ニッタック）２─０

片桐太郎（東京・皐月会）
中村要蔵（東京・総理府）２─０

棟方守貞（青森・黒石卓協）
▼準決勝
福本	 9、-13、18	 猪股
中村	 4、17	 田上
▼決勝
中村要蔵	 14、-14、20	 福本勝正

昭和49年度全日本軟式選手権大会
昭和49年8月24～25日、於：中野区立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
石川一則（千葉・川崎製鉄）２─０

杉山信彦（東京・協和発酵）
阿部勝幸（東京・協和発酵）２─０

小岩勇（東京・ミツミ電機）
加持一男（東京・ミツミ電機）２─１

浜西隆重（大阪・アストールクラブ）
中村提見（東京・光信用金庫）２─１

小林敏泰（東京・シチズン時計）
▼準決勝
阿部	 5、15	 石川
中村	 12、7	 加持
▼決勝
中村提見	 10、-11、16	 阿部勝幸

□女子シングルス
▼準々決勝
山西豊子（大阪・日本生命）２─１

伊藤和子（大阪・大阪ベテラン会）
葛巻まゆみ（東京・第一勧業銀行）２─１

横沢信子（神奈川・武田薬品湘南）
長洞久美子（東京・第一勧業銀行）２─０

井沢洋子（千葉・三井生命）
小野智恵子（東京・第一勧業銀行）２─０

伊藤深雪（北海道・拓殖銀行）
▼準決勝
葛巻	 11、13	 山西
小野	 20、15	 長洞
▼決勝
葛巻まゆみ	 -8、15、6	 小野智恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
仲村渠・小林（東京・シチズン時計）キケン

西村・加藤（東京・ミツミ電機）
四日市 ･柳原（北海道 ･国鉄北海道総局 ･G4クラブ）

２─１　新開・桐野（岡山・倉敷化工）

石川・米田（千葉・川崎製鉄）２─０
郷田・外川（兵庫・ヤマト卓球・関電西宮）

桜永・阿部（東京・ミツミ電機・協和発酵）２─０
福田・佐藤（岡山・岡山市役所・岡卓クラブ）

▼準決勝
四日市・柳原	 キケン	 仲村渠・小林
石川・米田	 -15、16、21	 桜永・阿部
▼決勝
石川一則・米田豊				19、16	 四日市進・柳原正明	

□女子ダブルス
▼準々決勝
橘・嵯峨（岩手・川徳）２─０

浜内・山田（大阪・住友本社）
小野・長洞（東京・第一勧業銀行）２─０

老沼・谷（大阪・丸善石油）
伊藤・亀垣（北海道・拓殖銀行）２─０

須田・小野（東京・シチズン時計）
宇都宮・松浦（東京・第一勧業銀行）２─０

神渡・田中（香川・百十四銀行）
▼準決勝
小野・長洞	 -18、12、20	 橘・嵯峨
宇都宮・松浦	 18、11	 伊藤・亀垣
▼決勝
宇都宮公江・松浦ふみ　19、20	

小野智恵子・長洞久美子

□混合ダブルス
▼準々決勝
佐々木・高橋（宮城・沢田商事・祇園寺高職）
２─１　小川・井沢（千葉・川崎製鉄・三井生命）

阿部・葛巻（東京・協和発酵・第一勧業銀行）
２─０　荒谷・佐藤（北海道・五番館）

仲村渠・長洞（東京 ･シチズン時計 ･第一勧業銀行）
２─０　小野・橘（岩手・川徳）

小林・小野（東京 ･シチズン時計 ･第一勧業銀行）
２─０　村上・須藤（宮城・桔梗苦羅舞）

▼準決勝
阿部・葛巻	 12、14	 佐々木・高橋
小林・小野	 12、15	 仲村渠・長洞
▼決勝
阿部勝幸・葛巻まゆみ　16、-18、16	

小林敏泰・小野智恵子

□サーティ
▼準々決勝
太田貞夫（千葉・市川卓連）２─０

安部三千男（神奈川・信号器材）
内田鉄山（東京・サンフレンド）２─０

小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼）
矢吹嘉昭（東京・サンフレンド）２─１

郷田亨（兵庫・ヤマト卓球）
萩原正喜（群馬・東京電力群馬）２─０

松本益男（神奈川・東京螺子）
▼準決勝
太田	 12、16	 内田
矢吹	 18、15	 萩原
▼決勝
矢吹嘉昭	 19、20	 太田貞夫

□フォーティ
▼準々決勝
矢島儀蔵（千葉・川崎製鉄）２─０

浜田博章（兵庫・関電尼三）
斉田寛（千葉・八日市場卓協）２─０

山田侚孝（静岡・静岡卓球クラブ）
西幹夫（熊本・アストールクラブ）２─１

山田務（福井・岡安商事）
松本功（和歌山・ワカヤマクラブ）２─０

上原正男（神奈川・富士フイルム）
▼準決勝
矢島	 17、-14、16	 斉田
西	 12、10	 松本
▼決勝
西幹夫	 18、10	 矢島儀蔵
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□フィフティ
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）２─０

須田重三郎（群馬・桐栄会）
河田安夫（東京・三井生命）２─０

三浦明（宮城・仙台地方検察庁）
小川恭三（兵庫・兵庫OBクラブ）２─０

沢崎隆夫（大阪・大阪市役所）
東海重雄（兵庫・マルト卓球クラブ）２─１

高井英男（群馬・沼田クラブ）
▼準決勝
河野	 6、12	 河田
小川	 17、-15、14	 東海
▼決勝
河野巧	 2、12	 小川恭三

□シックスティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）２─０

保住幹夫（京都・百泉クラブ）
猪股芳三郎（宮城・笹気出版）２─１

乾博（大阪・大阪ベテラン会）
田上亀四郎（熊本・熊本サンフレンド）２─１

清水重則（山口・山大OB）
福本勝正（東京・東星会）２─０

紺野政男（福島・国鉄OB）
▼準決勝
中村	 14、14	 猪股
田上	 18、14	 福本
▼決勝
田上亀四郎	 19、16	 中村要蔵

□セブンティ
▼準々決勝
石井丈之助（新潟・新潟卓好）２─０

福井潤（愛知・福井病院）
▼準決勝
秋月胤雄（東京・ム）							２─０	 石井丈之助
山本弥一郎（大阪・大阪ベテラン会）２─０

岡崎進（東京・ム）
▼決勝
秋月胤雄	 11、15	 山本弥一郎

昭和50年度全日本軟式選手権大会
昭和50年8月22～24日、於：浜松市体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小川均（千葉・川鉄千葉）２─１

井上正一（長野・ミカレディー）
沢田正（宮城・沢田商事）２─０

佐藤寛（岩手・川徳デパート）
仲村渠功（東京・シチズン時計）２─１

薄衣健吾（神奈川・信号器材）
石川一則（千葉・川鉄千葉）２─１

小野豊（岩手・川徳デパート）
▼準決勝
小川	 11、18	 沢田
石川	 -19、15、16	 仲村渠
▼決勝
石川一則	 16、15	 小川均

□女子シングルス
▼準々決勝
葛巻まゆみ（東京・第一勧業銀行）２─１

板橋三恵子（宮城・宮城県庁）
大関政江（東京・三井銀行）２─０

嵯峨由美子（岩手・川徳デパート）
黒子テル子（千葉・川鉄千葉）２─０

渡辺三代子（東京・第一勧業銀行）
阿部多津子（宮城・宮城県庁）２─０

服部せつ子（茨城・三井生命）
▼準決勝
葛巻	 14、18	 大関

黒子	 17、-14、9	 阿部
▼決勝
黒子テル子	 17、14	 葛巻まゆみ

□男子ダブルス
▼準々決勝
石川・寺岡（千葉・川鉄千葉）２─１

船橋・桜永（東京・シチズン時計・ミツミ電機）
杉山・松井（東京・協和発酵）２─０

中村・荻原（北海道・国鉄北海道）
加藤・中村（東京・ミツミ電機・太陽信用金庫）

２─０　島谷・山下（大阪・光洋精工）
荒井・村上（群馬・東電群馬）２─１

仲村渠・小林（東京・シチズン時計）
▼準決勝
石川・寺岡	 15、-8、13	 杉山・松井
加藤・中村	 19、17	 荒井・村上
▼決勝
加藤優・中村提見	 -20、17、15	 石川一則・寺岡浩

□女子ダブルス
▼準々決勝
尾田・宮本（大阪・日本生命）２─１

野内・高井（大阪・日本生命）
葛巻・渡辺（東京・第一勧業銀行）２─０

上杉・佐藤（岩手・川徳デパート）
鴻野・服部（東京・三井生命）２─０

遠藤・井上（大阪・丸善石油）
小野・長洞（東京・第一勧業銀行）２─０

阿部・板橋（宮城・宮城県庁）
▼準決勝
葛巻・渡辺	 19、17	 尾田・宮本
鴻野・服部	 18、18	 小野・長洞
▼決勝
鴻野俊江・服部せつ子　13、13	
	 	 葛巻まゆみ・渡辺三代子

□混合ダブルス
▼準々決勝
芦間・服部（茨城・卓親会・三井生命）２─０

小野・佐藤（岩手・川徳デパート）
中村・鴻野（東京・太陽信用金庫・三井生命）

２─０　村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）
中野・松浦（東京・協和発酵）２─０

薄衣・小原（神奈川・信号器材・武田薬品）
小川・井沢（千葉・川鉄千葉・三井生命）２─１
仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）
▼準決勝
中村・鴻野	 -20、18、18	 芦間・服部
小川・井沢	 13、12	 中村・松浦
▼決勝
小川均・井沢洋子　11、-16、18	
	 	 中村提見・鴻野俊江

□サーティ
▼準々決勝
鈴木勝明（埼玉・川口市立高）２─０

四日市勝（北海道・国鉄北海道）
安代幸弘（京都・京都トヨタ）２─０

吉見康二（埼玉・親球会）
田中英也（岐阜・卓研クラブ）２─１

赤池貞臣（宮城・日立電子）
萩原正喜（群馬・東電群馬）２─１

小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼所）
▼準決勝
鈴木	 14、11	 安代
田中	 8、22	 萩原
▼決勝
田中英也	 13、13	 鈴木勝明

□フォーティ
▼準々決勝
宍戸信夫（東京・卓楓会）２─０

唐橋博（東京・東星会）

森操（愛知・日本碍子）２─０
河合英一（東京・サンフレンド）

桑原稔（愛知・聖カピタニオ女高）２─１
山田侚孝（静岡・静岡卓クラブ）

木村稔（兵庫・春日野クラブ）２─１
上原正男（神奈川・富士フイルム）

▼準決勝
宍戸	 15、9	 森
木村	 19、15	 桑原
▼決勝
木村稔	 14、-18、16	 宍戸信夫

□フィフティ
▼準々決勝
河野巧（広島・東洋工業）２─０

沢崎隆義（大阪・大阪市役所）
三沢洋（茨城・卓親会）２─０

浅野英雄（東京・代々木クラブ）
波部正三（大阪・大阪ベテラン会）２─０

桑原嘉夫（兵庫・兵庫OB会）
三浦明（宮城・仙台地方検察局）２─１

小川恭三（兵庫・兵庫OB会）
▼準決勝
河野	 ２─０	 三沢
三浦	 ２─１	 波部
▼決勝
河野巧	 15、-16、16	 三浦明

□シックスティ
▼準々決勝
田上亀四郎（熊本・熊本サンフレンド）２─０

乾博（大阪・大阪ベテラン会）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）２─０

倉林通雄（群馬・桐生クラブ）
川上正（大阪・大阪ベテラン会）２─０

福本勝正（東京・東星会）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）２─０

内久根聖巳（静岡・東京製紙）
▼準決勝
鳴海	 ２─０	 田上
中村	 ２─１	 川上
▼決勝
中村要蔵	 22、16	 鳴海誠二

□セブンティ
▼準々決勝
養田勝雄（群馬・前卓会）２─１
	 	福井濶（愛知・豊橋支部）
▼準決勝
井坂信太郎（東京・ベテラン会）２─０	 養田
石井丈之助（新潟・新潟卓好クラブ）２─０

岡崎進（東京）
▼決勝
井坂信太郎	 15、9	 石井丈之助

昭和51年度全日本軟式選手権大会
昭和51年6月18～20日、於：北海道名寄市スポーツセンター

□男子シングルス
▼準々決勝
古川敏明（東京・青卓会）２─０

新谷泰男（新潟・KKエドヤ）
中村豊（宮城・電電仙台）２─１

後藤孝一（神奈川・信号器材）
粂田芳孝（千葉・川鉄千葉）２─０

本多清男（群馬・利根郡信金）
小川均（千葉・川鉄千葉）２─０

今井政信（北海道・ブリヂストン）
▼準決勝
古川	 10、16	 中村
粂田	 18、-18、19	 小川
▼決勝
古川敏明	 19、16	 粂田芳孝

159



国内大会

□女子シングルス
▼準々決勝
葛巻まゆみ（東京・第一勧業銀行）２─１

伊藤和子（大阪・サンスター）
小室恵子（東京・富士短大同好会）２─０

原田真由美（東京・第一勧業銀行）
長洞久美子（東京・第一勧業銀行）２─１

千賀喜美子（北海道・丸井今井札幌）
小野智恵子（東京・第一勧業銀行）２─１

松田一三（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
葛巻	 19、17	 小室
小野	 14、-21、18	 長洞
▼決勝
葛巻まゆみ	 16、20	 小野智恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
薄衣・後藤（神奈川・信号器材）２─１

柏原・岸本（兵庫・東京リノリュ─ム）
山本・大河内（茨城・日製多賀）２─１

仲村渠・小林（東京・シチズン時計）
柳原・四日市（北海道・ヤサカ商会・国鉄札幌）

２─１　粂田・下山田（千葉・川鉄千葉）
山下・新谷（新潟・KKエドヤ新潟）２─０

三浦・安部（神奈川・信号器材）
▼準決勝
山本・大河内	 19、-14、20	 薄衣・後藤
山下・新谷	 -13、10、17	 柳原・四日市
▼決勝
山本明朗・大河内満　12、-17、18	
	 	 山下浩史・新谷泰男

□女子ダブルス
▼準々決勝
小野・長洞（東京・第一勧業銀行）２─０

田中・田中（兵庫・住友中央研究所）
沢田・高井（大阪・日本生命）２─０

宇都宮・松浦（東京・第一勧業銀行）
山西・月里（大阪・日本生命）２─１

藤原・佐藤（岩手・川徳）
小室・佐藤（東京・富士短大同好会）２─０

今野・松田（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
小野・長洞	 8、16	 沢田・高井
小室・佐藤	 16、18	 山西・月里
▼決勝
小野智恵子・長洞久美子　16、-18、9	
	 	 小室恵子・佐藤咲子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）２─１
柳原・千賀（北海道 ･ヤサカ商会 ･丸井今井札幌本店）
山本・斉藤（茨城・日製多賀）２─０
木内・渋谷（兵庫 ･東洋リノリュ─ム ･三菱電機伊丹）
仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）
２─１　渡辺・松田（東京・協和発酵・第一勧業銀行）
石川・手塚（千葉・川鉄千葉）２─１
小林・小野（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）

▼準決勝
山本・斉藤	 13、-17、16	 村上・村上
石川・手塚	 -14、16、11	 仲村渠・長洞
▼決勝
石川一則・手塚明美	 16、15	 山本明朗・斉藤孝子	

□サーティ
▼準々決勝
四日市勝（北海道・国鉄札幌）２─１

相原安雄（福岡・平和台クラブ）
安部三千男（神奈川・信号器材）２─１

広瀬進（大阪・光洋精工）
柳沢光男（長野・電電信越）２─０

松生幸一（三重・百五銀行三重）

河村洋（大分・大分女子高）２─０
萩原正喜（群馬・東京電力群馬）

▼準決勝
安部	 15、-11、18	 四日市
河村	 -16、12、13	 柳沢
▼決勝
安部三千男	 -17、19、14	 河村洋

□フォーティ
▼準々決勝
木村稔（兵庫・春日野クラブ）２─０

矢島儀蔵（千葉・川鉄千葉）
上原正男（神奈川・富士フイルム）２─１

道上進（東京・東星会）
桑原稔（愛知・聖カピタニオ女子高）２─１

唐橋博（東京・東星会）
宍戸信夫（東京・卓楓会）２─０

山田侚孝（静岡・静岡卓クラブ）
▼準決勝
木村	 17、12	 上原
宍戸	 18、11	 桑原
▼決勝
木村稔	 20、13	 宍戸信夫

□フィフティ
▼準々決勝
三浦明（宮城・仙台地方検察庁）２─０

筑前清蔵（東京・蝶友クラブ）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）２─０

須田重三郎（群馬・桐栄会）
飯田耕一（東京・暁クラブ）２─０

大橋勇（宮城・東北電力）
桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）２─０

北林六郎（東京・東星会）
▼準決勝
沢崎	 ２─０	 三浦
桑城	 ２─０	 飯田
▼決勝
桑城晋一	 19、16	 沢崎隆義

□シックスティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）２─０

河野功（青森・十和田卓協）
福本勝正（東京・東星会）２─０

小松元春（東京・八坂卓研）
野村堯（東京・サンフレンド）２─０

川上正（大阪・大阪ベテラン会）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）２─１

猪股芳三郎（宮城・笹気出版印刷）
▼準決勝
福本	 ２─１	 中村
鳴海	 ２─１	 野村
▼決勝
鳴海誠二	 -19、7、13	 福本勝正

□セブンティ
▼決勝
井坂信太郎	 13、16	 石井丈之介

昭和52年度全日本軟式選手権大会
昭和52年6月10～12日、於：山形県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
中村豊（宮城・電電仙台）２─０

斉藤仁（東京・シチズン時計）
安藤弘己（美濃加茂市役所）２─１

本多清男（群馬・利根郡信金）
加持一男（栃木・ミツミ電機）２─１

荒谷憲治（北海道・五番館）
筒井正克（大阪・清友クラブ）２─０

石丸雅行（岐阜・岐阜信金）

▼準決勝
中村	 16、-19、16	 安藤
筒井	 18、12	 加持
▼決勝
中村豊	 -20、20、16	 筒井正克

□女子シングルス
▼準々決勝
小野智恵子（東京・第一勧業銀行）２─０

島本美津子（東京・電電東京）
松田一三（東京・第一勧業銀行）２─１

川東加代子（東京・第一勧業銀行）
漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）２─０

原田真由美（東京・第一勧業銀行）
長洞久美子（東京・第一勧業銀行）２─０

三宅鈴子（東京・明治生命）
▼準決勝
小野	 17、15	 松田
漆尾	 -16、16、19	 長洞
▼決勝
漆尾珠江	 17、19	 小野智恵子

□男子ダブルス
▼準々決勝
本多・広田（群馬・利根郡信金）２─０

荒谷・林（北海道・五番館）
仲村渠・小林（東京・シチズン時計）２─１

細井・青柳（神奈川・信号器材）
杉山・松井（東京・協和発酵）２─１

岡本・柴田（三重・本田技研鈴鹿）
野口・黒沢（埼玉・埼玉県ヂーゼル機器）２─０

増田・遠山（大阪・光洋精工）
▼準決勝
仲村渠・小林	 -14、14、19	 本多・広田
杉山・松井	 24、21	 野口・黒沢
▼決勝
仲村渠功・小林敏泰　13、-15、19	
	 	 杉山信彦・松井右近	

□女子ダブルス
▼準々決勝
小野・長洞（東京・第一勧業銀行）２─０

山内・中泉（東京・三井生命）
原田・川東（東京・第一勧業銀行）キケン

石川・和田（東京・大生信用組合）
松田・漆尾（東京・第一勧業銀行）２─０

三宅・立石（東京・明治生命）
宇都宮・松浦（東京・第一勧業銀行）２─１

大石・太田（茨城・日立多賀）
▼準決勝
小野・長洞	 14、13	 原田・川東
松田・漆尾	 11、14	 宇都宮・松浦
▼決勝
小野智恵子・長洞久美子　11、20	
	 松田一三・漆尾珠江

□混合ダブルス
▼準々決勝
斉藤・小野（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）

２─０　岩下・島本（東京・電電東京）
杉山・漆尾（東京・協和発酵・第一勧業銀行）２─０
仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）
広瀬・浜口（大阪・光洋精工・日本生命）２─１
白井・川東（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）

村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）２─０
増田・宮本（大阪・光洋精工・日本生命）

▼準決勝
斉藤・小野	 11、17	 杉山・漆尾
村上・村上	 8、9	 広瀬・浜口
▼決勝
村上力・村上美枝子　-19、17、18	
	 	 斉藤仁・小野智恵子
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□サーティ
▼準々決勝
安部三千男（神奈川・信号器材）２─０

鈴木勝明（埼玉・川口市立高）
大津慶吾（香川・大倉工業）２─０

高橋孝之（千葉・松江クラブ）
細井孝一（神奈川・信号器材）２─１

田向利行（京都・ム）
中村提見（東京・太陽信金）２─０

四日市進（北海道・北海道管理局）
▼準決勝
大津	 12、16	 安部
中村	 13、16	 細井
▼決勝
中村提見	 12、20	 大津慶吾

□フォーティ
▼準々決勝
木村稔（兵庫・春日野クラブ）２─０

米田泰成（富山・東レテキスタイル）
増田和雄（新潟・新発田クラブ）２─０

山地秀樹（北海道・旭川市役所）
濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）２─１

桑原稔（愛知・聖カピタニオ女高）
北田万次郎（岩手・盛岡卓友会）２─０

伊藤哲夫（宮城・宮城県庁）
▼準決勝
木村	 9、20	 増田
北田	 24、-19、9	 濱
▼決勝
北田万次郎	 -18、18、8	 木村稔

□フィフティ
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）２─０

浅野英雄（東京・代々木クラブ）
吉田昭夫（新潟・信越化学）２─１

大塚初男（大阪・大阪ベテラン会）
矢島儀蔵（千葉・川鉄千葉）２─０

飯田耕一（東京・暁クラブ）
沢崎隆義（大阪・大阪市役所）２─１

筑前清蔵（東京・蝶友クラブ）
▼準決勝
桑城	 8、6	 吉田
矢島	 -17、18、11	 沢崎
▼決勝
矢島儀蔵	 14、14	 桑城晋一

□シックスティ
▼準々決勝
鳴海誠二（青森・黒石卓協）２─０

安達定雄（東京・皐月会）
多田義憲（香川・自営）２─１

猪股芳三郎（宮城・笹気出版印刷）
乾博（大阪・大阪ベテラン会）２─０

奥沢武（栃木・佐野クラブ）
富岡大蔵（東京・サツキ会）２─０

影山光也（宮城・影山理容店）
▼準決勝
多田	 15、17	 鳴海
富岡	 11、19	 乾
▼決勝
多田義憲	 13、13	 富岡大蔵

□セブンティ
▼準決勝
養田勝雄（群馬・前卓友）勝─負

野本昇（長野・松本ベテラン会）
石井丈之助（新潟・卓好クラブ）勝─負

長谷川梅吉（神奈川・横浜ベテラン会）
▼決勝
石井丈之助	 9、5	 養田勝男

昭和53年度全日本軟式選手権大会
昭和53年7月13～15日、於：石川県体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
中村豊（宮城・電電仙台）２─１

鈴木精一（長野・須坂高教）
小林敏泰（東京・シチズン時計）２─０

伊藤雄一（埼玉・青木信用金庫）
柴田正道（三重・本田技研鈴鹿）２─１

斉藤仁（東京・シチズン時計）
柳原正明（北海道・G4クラブ）２─０

駒木根保良（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
小林	 -13、12、14	 中村
柳原	 15、18	 柴田
▼決勝
柳原正明	 7、16	 小林敏泰

□女子シングルス
▼準々決勝
漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）２─１

渕本千代子（東京・三井銀行）
高塚よし子（長野・富士通須坂）２─１

中泉章子（東京・三井生命）
川東加代子（東京・第一勧業銀行）２─０

石川豊子（東京・大生信用組合）
長洞久美子（東京・第一勧業銀行）２─０

高橋省子（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
漆尾	 15、17	 高塚
長洞	 12、15	 川東
▼決勝
漆尾珠江	 9、17	 長洞久美子

□男子ダブルス
▼準々決勝
仲村渠・小林（東京・シチズン時計）２─０
筒井・玉正（大阪・清友クラブ・大阪卓球クラブ）

有川・大塚（東京・東京青果）２─０
高木・斉藤（東京・協和発酵工業・シチズン時計）

本多・広田（群馬・利根郡信用金庫）２─０
宮本・竹内（愛媛・松屋呉服・三島卓研）

織部・井上（東京・青卓会）２─０
山本・長谷部（茨城・日立多賀）

▼準決勝
有川・大塚	 13、20	 仲村渠・小林
織部・井上	 -19、15、15	 	本多・広田
▼決勝
織部幸治・井上武弘		-20、15、21	 有川仁・大塚弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
藤井・村上（東京・三井銀行）２─１

鈴木・内藤（岡山・山陽クラブ）
高橋・川東（東京・第一勧業銀行）２─１

森澤・森田（東京・大生信用組合）
石川・和田（東京・大生信用組合）２─０

川崎・高柳（茨城・住金鹿島）
漆尾・山之内（東京・第一勧業銀行）２─０

山内・中泉（東京・三井生命）
▼準決勝
高橋・川東	 16、19	 藤井・村上
石川・和田	 -20、16、19	 漆尾・山之内
▼決勝
高橋省子・川東加代子　17、-15、13	
	 	 石川豊子・和田ともゑ

□混合ダブルス
▼準々決勝
村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）２─０
東・新保（北海道 ･札幌鉄道管理局 ･北海道拓殖銀行）

白井・川東（東京 ･シチズン時計 ･第一勧業銀行）
２─０　外川・石原（兵庫・関電神戸）

鈴木・斉藤（長野・須坂高教・富士通須坂）２─１
仲村渠・長洞（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）
杉山・漆尾（東京・協和発酵・第一勧業銀行）２─０
今井・青塚（北海道・G4クラブ・北海道拓殖銀行）

▼準決勝
村上・村上	 19、-17、12	 白井・川東
杉山・漆尾	 14、-12、19	 鈴木・斉藤
▼決勝
村上力・村上美枝子	 12、16	 杉山信彦・漆尾珠江	

□サーティ
▼準々決勝
加藤優（東京・ミツミ電機）２─０

柳沢光男（長野・電電信越）
田向利行（京都・日立造船）２─０

菊地富士雄（石川・倉庫精練）
越野敢（北海道・小樽市役所）２─０

松生幸一（三重・百五銀行）
大津慶吾（香川・大倉工業）２─０

四日市進（北海道・札幌鉄道管理局）
▼準決勝
田向	 -19、12、16	 加藤
大津	 8、14	 越野
▼決勝
大津慶吾	 19、9	 田向利行

□フォーティ
▼準々決勝
宍戸信夫（東京・卓楓会）２─０

北田万次郎（岩手・盛岡卓友会）
赤池貞臣（宮城・東北日立電子）２─１

沢田秀夫（富山・富山地鉄）
米田泰成（富山・東レテキスタル）２─１

郷田亨（大阪・アストールクラブ）
道上進（東京・東星会）２─０

斉藤哲郎（青森・深浦卓協）
▼準決勝
赤池	 19、11	 宍戸
米田	 19、-19、13	 道上
▼決勝
米田泰成	 15、-14、21	 赤池貞臣

□フィフティ
▼準々決勝
矢島儀蔵（千葉・川鉄千葉）２─０

坂根義道（京都・綾部卓研）
飯田耕一（東京・暁クラブ）２─１

吉田昭夫（新潟・信越化学）
台高之（群馬・桐生クラブ）２─０

松浦光夫（兵庫・兵庫ベテラン会）
桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）２─０

浅野英雄（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
矢島	 18、13	 飯田
桑城	 15、12	 台
▼決勝
矢島儀蔵	 14、17	 桑城晋一

□シックスティ
▼準々決勝
中村欽雄（東京・皐月会）２─１

多田義憲（香川・仙生山クラブ）
野村堯（東京・サンフレンド）２─０

米花豊（兵庫・兵庫ベテラン会）
大西登喜男（東京・皐月会）２─０

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
奥沢武（栃木・佐野クラブ）２─１

富岡大蔵（東京・サツキ会）
▼準決勝
中村	 -12、16、18	 野村
大西	 16、17	 奥沢
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▼決勝
大西登喜男	 12、12	 中村欽雄

□セブンティ
▼準々決勝
有井住夫（大阪・大阪ベテラン会）２─０

石井丈之助（新潟・卓好クラブ）
井坂信太郎（東京・サンフレンド）２─０

本多公枝（大阪・枚方ベテラン会）
棟方守貞（青森・黒石卓協）２─０

佐竹史郎（京都・佐竹製作所）
福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）２─０

養田勝男（群馬・前卓クラブ）
▼準決勝
有井	 9、17	 井坂
福島	 19、-17、15	 棟方
▼決勝
福島徳夫	 11、-17、18	 有井住夫

昭和54年度全日本軟式選手権大会
昭和54年6月16～18日、於：香川県立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
柳原正明（北海道・G4クラブ）２─１

政本尚（大阪・清友クラブ）
小山賢二（東京・東京青果）２─０

岩田豊（静岡・富士卓球センター）
石川一則（千葉・川鉄千葉）２─０

石谷悟（東京・シチズン時計）
倉光等（東京・ミツミ電機）２─０

西飯徳康（三重・西飯スポーツ）
▼準決勝
柳原	 11、12	 小山
石川	 -17、19、18	 倉光
▼決勝
柳原正明	 13、-18、14	 石川一則

□女子シングルス
▼準々決勝
漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）２─０

川村好江（神奈川・武田薬品湘南）
石川豊子（東京・大生信用組合）２─０

高畑満裕美（香川・百十四銀行）
新保富美子（北海道・北海道拓銀）２─０

太田茂子（香川・百十四銀行）
川東加代子（東京・第一勧業銀行）２─０

高橋省子（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
漆尾	 15、14	 石川
川東	 13、8	 新保
▼決勝
漆尾珠江	 11、10	 川東加代子

□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）２─０

寺岡・下山田（千葉・川鉄千葉）
柳原・山田（北海道 ･G4クラブ ･札幌鉄道管理局）

２─０　中村・荻原（北海道・札幌鉄道管理局）
石川・粂田（千葉・川鉄千葉）２─０

森・桜田（滋賀・滋賀相互銀行）
薄衣・坊屋敷（岩手・川徳デパート）２─１

林・鈴木（神奈川・信号器材）
▼準決勝
織部・井上	 -21、8、18	 柳原・山田
石川・粂田	 15、-14、16	 薄衣・坊屋敷
▼決勝
石川一則・粂田芳孝　18、-19、19
	 	 織部幸治・井上武弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・川東（東京・第一勧業銀行）２─０
伊藤・小谷（大阪・大阪ベテラン会・サンスター）

石井・福田（千葉・川鉄千葉）２─０
広原・石川（東京・明治生命）

森澤・森田（東京・大生信用組合）２─０
橋爪・中泉（東京・三井生命）

新保・大石（北海道・北海道拓銀）２─０
村上・阿部（宮城・桔梗苦羅舞）

▼準決勝
高橋・川東	 -19、19、18	 石井・福田
森澤・森田	 14、10	 新保・大石
▼決勝
高橋省子・川東加代子　19、12
	 	 森澤幸子・森田久美子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
林・大川（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）２─０

村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）
中川・石川（東京・電電東京・大生信用組合）２─１

倉光・朝妻（東京・ミツミ電機・日本フエルト）
旅田・太田（香川・坂出卓研・百十四銀行）２─０

西飯・西飯（三重・西飯スポーツ）
柳原・古村（北海道・G4クラブ・北海道拓銀）

２─０　石川・石井（千葉・川鉄千葉）
▼準決勝
林・大川	 14、-20、6	 中川・石川
旅田・太田	 -14、12、18	 柳原・古村
▼決勝
旅田和彦・太田茂子	 17、21	 林直樹・大川百合子

□サーティ
▼準々決勝
大津慶吾（香川・大倉工業）２─０

沢田正（宮城・桔梗苦羅舞）
芦間恒夫（茨城・葵クラブ）２─１

加藤優（東京・ミツミ電機）
細井孝一（神奈川・信号器材）２─１

栗原久男（茨城・球友クラブ）
荒谷憲治（北海道・五番館）２─０

安部三千男（神奈川・信号器材）
▼準決勝
大津	 -17、16、13	 芦間
荒谷	 24、-19、10	 細井
▼決勝
大津慶吾	 22、-15、16	 荒谷憲治

□フォーティ
▼準々決勝
唐橋博（東京・代々木クラブ）２─０

平井光男（神奈川・東芝柳町工場）
中山和英（徳島・東邦レーヨン）２─０

内田鉄山（東京・サンフレンド）
木村稔（兵庫・長田クラブ）２─０

神野熊寿（大阪・大阪ベテラン会）
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）２─０

長谷川次彦（東京・皐月会）
▼準決勝
中山	 10、14	 唐橋
渡辺	 14、9	 木村
▼決勝
渡辺鍈一	 -19、17、21	 中山和英

□フィフティ
▼準々決勝
矢島儀蔵（千葉・川鉄千葉）２─０

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
飯田耕一（東京・暁クラブ）２─０

高井英男（群馬・沼田教育クラブ）
辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）２─０

望月進（静岡・静卓クラブ）
桑城晋一（兵庫・神戸北区民センター）２─１

小泉治人（東京・ノースクラブ）

▼準決勝
飯田	 16、17	 矢島
桑城	 19、20	 辻田
▼決勝
桑城晋一	 19、17	 飯田耕一

□シックスティ
▼準々決勝
沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）２─０

古田安道（福岡・自営）
多田義憲（香川・仙生山クラブ）２─０

保住弥基夫（京都・田坂卓研）
野村堯（東京・サンフレンド）２─１

東海重雄（兵庫・マルトスポーツ）
鳴海誠二（青森・黒石卓研）２─０

中村欽雄（東京・電機大）
▼準決勝
沢崎	 15、20	 多田
鳴海	 15、-7、18	 野村
▼決勝
沢崎隆義	 12、15	 鳴海誠二

□セブンティ
▼準々決勝
福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）２─０

築山一郎（東京・皐月会）
佐竹史郎（京都・京都OB会）２─１

石井丈之助（新潟・新潟卓好）
本多公枝（大阪・枚方ベテラン会）キケン

坂口友吉（鳥取・東郷愛球クラブ）
住野直春（東京・ベテランクラブ）キケン

棟方守貞（青森・黒石卓協）
▼準決勝
福島	 18、-16、15	 佐竹
住野	 6、16	 本多
▼決勝
福島徳夫	 21、17	 住野直春

昭和55年度全日本軟式選手権大会
昭和55年6月21～23日、於：秋田県立体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
西飯徳康（三重・自営）２─１

柳原正明（北海道・G4クラブ）
林直樹（東京・シチズン時計）２─１

安藤弘己（岐阜・美濃加茂市役所）
草彅正俊（群馬・桐生信用金庫）２─０

織部幸治（東京・青卓会）
星野一朗（東京・代々木クラブ）２─０

稲原英一（愛知・新日鐵名古屋）
▼準決勝
西飯	 14、13	 林
星野	 17、16	 草彅
▼決勝
星野一朗	 17、9	 西飯徳康

□女子シングルス
▼準々決勝
漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）２─０

秋葉昌枝（神奈川・武田薬品湘南）
新保富美子（北海道・北海道拓銀）２─０

川野洋子（東京・明治生命）
高橋省子（東京・第一勧業銀行）２─１

中泉章子（東京・三井生命）
川東加代子（東京・第一勧業銀行）２─０

佐藤隆子（東京・大生信用組合）
▼準決勝
漆尾	 19、-19、12	 新保
高橋	 -9、17、9	 川東
▼決勝
漆尾珠江	 9、11	 高橋省子
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□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）２─０

岩下・中川（東京・電電東京）
斉藤・林（東京・シチズン時計）２─０

林・鈴木（神奈川・信号器材）
安藤・土井（岐阜 ･美濃加茂市役所 ･多治見クラブ）

２─０
柳原・山田（北海道 ･G4クラブ ･札幌鉄道管理局）
坊屋敷・薄衣（岩手・川徳）２─１

森・桜田（滋賀・滋賀相互銀行）
▼準決勝
織部・井上	 -5、16、9	 斉藤・林
安藤・土井	 20、21	 坊屋敷・薄衣
▼決勝
織部幸治・井上武弘	 12、9	 安藤弘己・土井利夫	

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・川東（東京・第一勧業銀行）２─０

古村・大浦（北海道・北海道拓銀）
森永・浜本（山口・日立柳井）２─１

川村・岡田（神奈川・武田薬品湘南）
広原・石川（東京・明治生命）２─０

村上・阿部（宮城・桔梗苦羅舞）
新保・大石（北海道・北海道拓銀）２─０

山崎・大川（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
高橋・川東	 9、17	 森永・浜本
広原・石川	 11、10	 新保・大石
▼決勝
高橋省子・川東加代子		13、8	 広原弓子・石川紀子

□混合ダブルス
▼準々決勝
林・大川（東京・シチズン時計・第一勧業銀行）２─０

渡部・新富（北海道・クワザワ・北海道拓銀）
秋元・佐藤（神奈川・日本通運・武田薬品湘南）

２─１　西飯・西飯（三重・自営）
村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）２─０

湯原・川村（神奈川・日本通運・武田薬品湘南）
浜口・中泉（東京・三井生命）２─０

稲葉・遠藤（静岡・富士宮信用金庫・リコー）
▼準決勝
林・大川	 17、14	 秋元・佐藤
浜口・中泉	 15、-10、21	 村上・村上
▼決勝
林直樹・大川百合子　-15、17、18	

浜口正人・中泉章子

□サーティ
▼準々決勝
松田秋男（東京・サンフレンド）２─０

安部三千男（神奈川・信号器材）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）２─０

岩坂達哉（神奈川・鎌倉アジア石油）
古賀法男（福岡・ヤマト卓球）２─０

細井孝一（神奈川・信号器材）
荒谷憲治（北海道・北海道アストール）２─１

小林敏泰（東京・シチズン時計）
▼準決勝
村上	 20、8	 松田
古賀	 17、16	 荒谷
▼決勝
古賀法男	 12、12	 村上力

□フォーティ
▼準々決勝
渡辺鍈一（福岡・住友金属）２─０

長谷川次彦（東京・淡青会）
北田万次郎（岩手・都南体協）２─１

内田鉄山（東京・サンフレンド）
木村稔（兵庫・長田クラブ）２─１

山田務（福井・福井クラブ）

米田泰成（富山・自営）２─０
猿田和男（秋田・猿田商店）

▼準決勝
渡辺	 12、11	 北田
米田	 13、10	 木村
▼決勝
渡辺鍈一	 16、17	 米田泰成

□フィフティ
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・北区民センター）２─０

森操（愛知・日本碍子）
望月進（静岡・静卓クラブ）２─０

高井英男（群馬・沼田教育クラブ）
米川良一（三重・自営）２─０

小泉治人（東京・ノースクラブ）
飯田耕一（東京・暁クラブ）２─１

台高之（群馬・桐生市役所）
▼準決勝
望月	 15、17	 桑城
米川	 -19、18、17	 飯田
▼決勝
米川良一	 -15、20、10	 望月		進

□シックスティ
▼準々決勝
鈴木敬美（東京・皐月会）２─０

北林六郎（東京・東星会）
中村欽雄（東京・電機大）２─０

奥沢武（東京・皐月会）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）２─０

河野功（青森・十和田市）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）２─０

大西登喜男（東京・皐月会）
▼準決勝
鈴木	 -5、8、15	 中村欽
鳴海	 12、10	 中村要
▼決勝
鈴木敬美	 12、10	 鳴海誠二

□セブンティ
▼準々決勝
住野直春（東京・ベテランクラブ）２─０

真壁酉明（北海道）
築山一郎（東京・皐月会）２─０

川上正（大阪・大阪ベテラン会）
中川直次（新潟・北陸地建）２─０

渡辺留雄（北海道）
清水重則（山口・山口大OB）２─０

庭山久作（新潟・白根クラブ）
▼準決勝
住野	 9、11	 築山
清水	 11、13	 中川
▼決勝
清水重則	 15、16	 住野直春

昭和56年度全日本軟式選手権大会
昭和56年6月12～14日、於：福岡市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
星野一朗（東京・代々木クラブ）２─１

笠原鉄男（東京・シチズン時計）
旅田和彦（香川・坂出卓研）２─０

武田秀人（岡山・三菱自工）
織部幸治（東京・青卓会）２─０

草彅正俊（群馬・桐生信用金庫）
元田明人（東京・朝日生命）２─０

斉藤仁（東京・シチズン時計）
▼準決勝
星野	 15、13	 旅田
元田	 15、12	 織部
▼決勝
星野一朗	 12、8	 元田明人

□女子シングルス
▼準々決勝
漆尾珠江（東京・第一勧業銀行）２─０

秋葉昌枝（東京・武田薬品湘南）
高木たか子（神奈川・武田薬品湘南）２─０

山之内みほ子（東京・第一勧業銀行）
新保富美子（北海道・北海道拓銀）２─０

宇田川準子（神奈川・藤沢信用金庫）
岡田珠枝（神奈川・武田薬品湘南）２─０

福田陽登美（滋賀・松下電工）
▼準決勝
漆尾	 12、13	 高木
新保	 10、13	 岡田
▼決勝
新保富美子	 -20、11、20	 	漆尾珠江

□男子ダブルス
▼準々決勝
林・赤羽（神奈川・信号器材）２─０

林・柳田（北海道・自営・丸三両角）
安嶋・高橋（神奈川・藤沢信用金庫）２─０
柳原・山田（北海道・G4クラブ・札幌鉄道管理局）
斉藤・林（東京・シチズン時計）２─０

三上・藤川（北海道・士別信用金庫）
加藤・倉光（東京・ミツミ電機）２─０

安藤・土井（岐阜・美濃加茂市・多治見クラブ）
▼準決勝
林・赤羽	 20、17	 安嶋・高橋
斉藤・林	 16、15	 加藤・倉光
▼決勝
斉藤仁・林直樹					10、19	 林喜代治・赤羽芳彦

□女子ダブルス
▼準々決勝
漆尾・山之内（東京・第一勧業銀行）２─０

福間・神谷（福岡・九州松下電器）
平田・福田（滋賀・松下電工彦根）２─０

村上・桜井（宮城・桔梗苦羅舞・松山卓協）
山崎・大川（東京・第一勧業銀行）２─０

高木・秋葉（神奈川・武田薬品湘南）
猪狩・野村（東京・朝日生命）２─１

足立・大槻（京都・ユニチカ宇治）
▼準決勝
漆尾・山之内	 19、12	 平田・福田
猪狩・野村	 -16、19、20	 山崎・大川
▼決勝
猪狩美紀子・野村裕子　18、12	
	 	 漆尾珠江・山之内みほ子

□混合ダブルス
▼準々決勝
柳原・吉村（北海道・G4クラブ・北海道拓銀）
２─０　篠原・深沢（静岡・富士信用金庫・リコー）
星野・大岩（東京・代々木クラブ・第一勧業銀行）２─０

葛西・水口（東京・学習研究社・武蔵野クラブ）
西飯・西飯（三重・自営）２─１
加藤・山之内（東京・ミツミ電機・第一勧業銀行）

渡部・新保（北海道・クワサワ・北海道拓銀）
２─０　草彅・青木（群馬・桐生信用金庫）

▼準決勝
星野・大岩	 -9、18、17	 柳原・吉村
西飯・西飯	 -19、16、13	 渡部・新保
▼決勝
星野一朗・大岩裕美子　24、10	
	 	 西飯徳康・西飯幸子	

□サーティ
▼準々決勝
古賀法男（福岡・ヤマト卓球）２─０

本多清男（群馬・利根信用金庫）
伊藤誠一（静岡・浜松市役所）２─１

筒井正克（大阪・清友クラブ）
宮崎明道（大阪・清友クラブ）２─１

細井孝一（神奈川・信号器材）
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村上力（宮城・桔梗苦羅舞）２─０
小林敏泰（東京・シチズン時計）

▼準決勝
古賀	 19、19	 伊藤
村上	 18、15	 宮崎
▼決勝
古賀法男	 10、-8、17	 村上力

□フォーティ
▼準々決勝
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）２─１

中尾幹彦（広島・呉卓好会）
中野輝二（大阪・明星金属）２─１

清水徳良（東京・卓精会）
伊藤和子（三重・サンスター）２─１

宍戸信夫（東京・卓楓会）
米田泰成（富山・自営）２─０

八丁辰生（福岡・国鉄小倉）
▼準決勝
渡辺	 14、12	 中野
米田	 19、15	 伊藤
▼決勝
渡辺鍈一	 19、18	 米田泰成

□フィフティ
▼準々決勝
森操（愛知・日本碍子）２─０

上原正男（神奈川・富士フイルム小田原）
桑城晋一（兵庫・北区民センター）２─０

吉田昭夫（新潟・信越化学）
辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）２─１

秋山新次（宮城・自営）
望月進（静岡・静卓クラブ）２─０

小泉治人（東京・ノースクラブ）
▼準決勝
桑城	 13、15	 森
望月	 18、18	 辻田
▼決勝
桑城晋一	 15、13	 望月進

□シックスティ
▼準々決勝
須田重三郎（群馬・桐栄会）２─１

鈴木敬美（東京・皐月会）
大西登喜男（東京・皐月会）２─０

乾博（大阪・大阪ベテラン会）
沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）２─０

桑原嘉夫（兵庫・兵庫ベテラン会）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）２─１

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
▼準決勝
須田	 5、12	 大西
沢崎	 -21、17、18	 多田
▼決勝
沢崎隆義	 20、17	 須田重三郎

□セブンティ
▼準々決勝
清水重則（山口・山口大OB）２─０

井坂信太郎（東京・サンフレンド）
砥上元記（福岡・大牟田卓協）２─０

野上令介（東京・蝶友クラブ）
築山一郎（東京・皐月会）２─０

国広末夫（福岡・フジタクシー）
和泉武男（熊本・和泉商事）２─０

住野直春（東京・ベテランクラブ）
▼準決勝
清水	 -13、19、17	 砥上
和泉	 6、16	 築山
▼決勝
和泉武男	 18、14	 清水重則

昭和57年度全日本軟式選手権大会
昭和57年6月11～13日、於：豊橋市体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
星野一朗（東京・代々木クラブ）２─１

柳原正明（北海道・G4クラブ）
井上武弘（東京・青卓会）２─０

高橋誠（岡山・三菱自工）
武田秀人（岡山・三菱自工）２─１

村上恭和（和歌山・和歌山相銀）
秋山科素巳（福岡・南福岡クラブ）２─０

藤田和士（北海道・札幌東星会）
▼準決勝
井上	 13、11	 星野
秋山	 -20、14、16	 武田
▼決勝
井上武弘	 -14、15、15	 秋山科素巳

□女子シングルス
▼準々決勝
新保富美子（北海道・北海道拓銀）２─０

大川百合子（東京・第一勧業銀行）
川東加代子（東京・第一勧業銀行）２─０

岡田珠枝（神奈川・武田薬品）
福士時子（神奈川・武田薬品）２─０

武藤光子（神奈川・武田薬品）
神谷佳子（福岡・九州松下電器）２─０

森澤幸子（神奈川・武田薬品）
▼準決勝
川東	 18、12	 新保
福士	 12、14	 神谷
▼決勝
川東加代子	 6、7	 福士時子

□男子ダブルス
▼準々決勝
斉藤・林（東京・シチズン時計）２─０

元田・中山（東京・朝日生命）
湯田・片山（東京・電電東京）２─０

広田・深津（群馬・利根信用金庫）
井上・宮崎（大阪・清友クラブ）２─１

加藤・倉光（東京・ミツミ電機）
織部・井上（東京・青卓会）２─１

渡辺・長田（宮城・宮城トヨタ）
▼準決勝
斉藤・林	 13、15	 湯田・片山
織部・井上	 8、8	 井上・宮崎
▼決勝
斉藤仁・林直樹	 15、12	 織部幸治・井上武弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
大休寺・本門（愛知・日清紡名古屋）２─０

山崎・大川（東京・第一勧業銀行）
新保・畑毛（北海道・北海道拓銀）２─０

古岡・橋本（富山・大門卓協・加越能鉄道）
川東・大岩（東京・第一勧業銀行）２─０

福士・長谷川（神奈川・武田薬品）
高木・秋葉（神奈川・武田薬品）２─１

山本・山内（東京・富士短大同好会・旺文社）
▼準決勝
新保・畑毛	 15、-18、5	 大休寺・本間
川東・大岩	 18、15	 高木・秋葉
▼決勝
川東加代子・大岩裕美子　18、19	
	 	 新保富美子・畑毛美佳

□混合ダブルス
▼準々決勝
安藤・福留（岐阜・美濃加茂市役所・十六銀行）２─０
星野・大岩（東京・代々木クラブ・第一勧業銀行）

佐藤・伊藤（三重・三重県庁・サンスター）２─０
草彅・青木（群馬・桐生信金）

山田・大西（北海道・札幌鉄道・北海道拓銀）
２─０　林・秋葉（神奈川・信号器材・武田薬品）

安嶋・岡田（神奈川・藤沢信金・武田薬品）２─０
辻本・西川（兵庫・住友金属）

▼準決勝
佐藤・伊藤	 12、22	 安藤・福留
山田・大西	 -7、11、15	 安嶋・岡田
▼決勝
山田和彦・大西三佳子		19、21	 佐藤政博・伊藤和子	

□サーティ
▼準々決勝
加藤敏一（北海道・新日鐵室蘭）２─０

細井孝一（神奈川・信号器材）
小林敏泰（東京・シチズン時計）２─１

大塩定男（奈良・オオシオクラブ）
猪木宗器（愛媛・新卓会）２─０

伊藤誠一（静岡・浜松市役所）
道広正（岡山・青卓会）２─０

政本尚（大阪・清友クラブ）
▼準決勝
加藤	 17、-16、17	 小林
猪木	 17、10	 道広
▼決勝
加藤敏一	 15、-11、20	 猪木宗器

□フォーティ
▼準々決勝
渡辺鍈一（福岡・住金小倉）２─０

宍戸信夫（東京・卓楓会）
赤池貞臣（宮城・日立電子）２─１

沢田秀夫（富山・富山地鉄）
中野輝二（大阪・明星金属）２─１

八丁辰生（福岡・国鉄小倉）
清水徳良（東京・卓精会）２─１

白木栄一（三重・三菱モンサント化成）
▼準決勝
渡辺	 15、9	 赤池
中野	 9、16	 清水
▼決勝
渡辺鍈一	 14、12	 中野輝二

□フィフティ
▼準々決勝
藤本昭義（愛知・愛知県庁）２─１

桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）
山田務（福井・福井ベテラン会）２─１

辻田陽二郎（福岡・博多ベテラン会）
森操（愛知・日本碍子）２─０

小泉治人（東京・ノースクラブ）
道上進（東京・東星会）２─０

望月進（静岡・静卓クラブ）
▼準決勝
山田	 -18、18、18	 藤本
森	 16、キケン	 道上
▼決勝
山田務	 9、15	 森操

□シックスティ
▼準々決勝
出崎金蔵（東京・皐月会）２─０

小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）
中村慶雄（東京・皐月会）２─０

大西登喜男（東京・皐月会）
鈴木敬美（東京・皐月会）２─１

森沢行人（熊本・荒尾）
須田重三郎（群馬・桐栄会）勝─負

北林六郎（東京・東星会）
▼準決勝
中村	 15、10	 出崎
須田	 17、16	 鈴木
▼決勝
中村慶雄	 15、11	 須田重三郎

164



全日本軟式卓球選手権大会

□セブンティ
▼準々決勝
宮野只夫（長崎）２─０

清水重則（山口・山口大OB）
中村要蔵（東京・総理府賞勲局）勝─負

福島徳夫（大阪・大阪ベテラン会）
本多公枝（大阪・枚方ベテラン会）キケン

小比賀敏政（香川・自営）
砥上元記（福岡・大牟田市卓協）２─０

内田雪枝（熊本・東部クラブ）
▼準決勝
中村	 11、11	 宮野
砥上	 4、5	 本多
▼決勝
中村要蔵	 22、18	 砥上元記

昭和58年度全日本軟式選手権大会
昭和58年6月3～5日、於：川崎製鉄体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
井上武弘（東京・青卓会）２─０

元田明人（東京・朝日生命）
武田秀人（岡山・三菱自工）２─０

深浦正勝（福岡・福岡日産）
星野一朗（東京・代々木クラブ）２─０

佐藤啓二（三重・本田技研鈴鹿）
織部幸治（東京・青卓会）２─０

黒羽隆二（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
井上	 10、17	 武田
星野	 13、-18、19	 織部
▼決勝
星野一朗	 16、17	 井上武弘

□女子シングルス
▼準々決勝
川東加代子（東京・第一勧業銀行）２─０

川森みゆき（神奈川・武田薬品）
畑毛笑佳（北海道・たくぎん）２─１

秋葉昌枝（神奈川・武田薬品）
山崎温子（東京・第一勧業銀行）２─０

大岩裕美子（東京・第一勧業銀行）
石田久美子（東京・サンフレンド）２─０

丸山順子（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
川東	 19、16	 畑毛
山崎	 11、7	 石田
▼決勝
山崎温子	 20、9	 川東加代子

□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）２─１

棚町・潮田（茨城・住金鹿島）
三浦・勝山（熊本・寿屋）２─０

村松・吉開（神奈川・信号器材）
村上・佐々木（宮城・桔梗苦羅舞）２─０

元田・中山（東京・朝日生命）
斉藤・永福（東京・シチズン時計）２─１

古谷・秋本（山口・徳山曹達）
▼準決勝
織部・井上	 19、19	 三浦・勝山
斉藤・永福	 18、11	 村上・佐々木
▼決勝
織部幸治・井上武弘			8、-17、8	 斉藤仁・永福則人

□女子ダブルス
▼準々決勝
野村・川森（神奈川・武田薬品）２─１

善田・吉田（岐阜・十六銀行）
安藤・内藤（福島・トーアエイヨー）２─１

黒須・五月女（東京・三共）

山之内・山崎（東京・第一勧業銀行）２─０
中泉・前田（東京・代々木クラブ）

高木・秋葉（神奈川・武田薬品）２─１
村上・日暮（千葉・千城クラブ・逆井クラブ）

▼準決勝
安藤・内藤	 17、19	 野村・川森
高木・秋葉	 8、9	 山之内・山崎
▼決勝
高木たか子・秋葉昌枝　11、11	

安藤ひとみ・内藤由里子

□混合ダブルス
▼準々決勝
西飯・西飯（三重・旭ヶ丘クラブ）２─０

山田・大西（北海道・札幌）
勝山・山本（熊本・寿屋）２─１

野村・安嶋（神奈川・武田薬品・藤沢信金）
生田・山下（熊本・寿屋）２─１
星野・大岩（東京・代々木クラブ・第一勧業銀行）

奥山・畑毛（北海道・札幌）２─０
深浦・松井（福岡・福岡日産）

▼準決勝
西飯・西飯	 18、19	 勝山・山本
生田・山下	 18、16	 奥山・畑毛
▼決勝
生田一義・山下小百合　12、-17、18	
	 	 西飯徳康・西飯幸子

□サーティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）勝─負

加藤優（北海道・新日鉄）
横田貞義（山口・三井石油）勝─負

中村提見（東京・太陽信用金庫）
小林敏泰（東京・シチズン時計）勝─負

松尾三明（愛知・名卓クラブ）
片山哲郎（東京・電電東京）勝─負

猪木宗器（愛媛・新卓会）
▼準決勝
村上	 11、11	 横田
片山	 18、14	 小林
▼決勝
村上力	 17、9	 片山哲郎

□フォーティ
▼準々決勝
和田紘一（神奈川・藤沢市役所）勝─負

渡辺鍈一（福岡・住友金属小倉）
安部實（兵庫・ATC）勝─負

山内昭司（静岡・静卓クラブ）
広瀬進（大阪・光洋精工）勝─負

赤池貞臣（宮城・日立電子）
宇佐美一雄（秋田・秋田銀行）勝─負

小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼）
▼準決勝
和田	 13、16	 安部
宇佐美	 16、9	 広瀬
▼決勝
宇佐美一雄	 14、-19、19	 和田紘一

□フィフティ
▼準々決勝
唐橋博（東京・代々木クラブ）勝─負

上原正男（神奈川・富士フイルム小田原）
平山繁（東京・中野クラブ）勝─負

岸川秋良（福岡・折尾ク）
道上進（東京・東星会）勝─負

守護克博（京都・京都貯金事務センター）
濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）勝─負

藤本昭義（愛知・愛知県庁）
▼準決勝
唐橋	 14、13	 平山
道上	 17、18	 濱
▼決勝
唐橋博	 18、9	 道上進

□シックスティ
▼準々決勝
中村慶雄（東京・皐月会）勝─負

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
横沢才吉（岩手・盛岡卓友会）勝─負

近藤雪松（東京・皐月会）
河野巧（広島・東洋工業OB）勝─負

森沢行人（熊本・荒尾）
須田重三郎（群馬・桐栄会）勝─負

大西登喜男（東京・皐月会）
▼準決勝
横沢	 -19、13、12	 中村
河野	 12、9	 須田
▼決勝
横沢才吉	 14、9	 河野巧

□セブンティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・皐月会）勝─負

住野直春（東京・ベテランクラブ）
古田安道（福岡・大牟田市卓協）勝─負

乾博（大阪・ベテラン会）
猪股芳三郎（宮城・笹気出版）勝─負

築山一郎（東京・皐月会）
今中安直（神奈川・横浜ベテラン会）勝─負

砥上元記（福岡・大牟田市卓協）
▼準決勝
中村	 -14、10、13	 古田
猪股	 16、-21、14	 今中
▼決勝
中村要蔵	 -16、11、17	 猪股芳三郎

昭和59年度全日本軟式選手権大会
昭和59年6月29日～7月1日、於：苫小牧市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
星野一朗（東京・代々木クラブ）３─０

川田雄二（東京・朝日生命）
福田可信（東京・三井生命）３─０

井上武弘（東京・青卓会）
織部幸治（東京・青卓会）３─０

桑原要勝（東京・シチズン時計）
下山田守一（福島・アルプス電気小名浜工場）

３─１　藤田和士（北海道・東星会）
▼準決勝
福田	 7、7、9	 星野
織部	 10、-5、12、3	 下山田
▼決勝
織部幸治	 6、-9、2、-8、6	 福田可信

□女子シングルス
▼準々決勝
畑毛笑佳（北海道・たくぎん）３─２

高木早苗（神奈川・武田薬品）
安部光子（兵庫・卓研兵庫）３─０

佐藤美佐子（東京・大生信用組合）
長峰美由紀（東京・大生信用組合）３─２

篠原千恵（神奈川・武田薬品）
川森みゆき（神奈川・武田薬品）３─０

山本悦子（熊本・寿屋）
▼準決勝
安部	 3、5、8	 畑毛
川森	 6、-5、-8、9、3	 長峰
▼決勝
安部光子	 6、6、9	 川森みゆき

□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）３─０

磯野・山田（北海道・札鉄・東星会）
橋本・尾留川（東京・三立梱包）３─０

村上・佐々木（宮城・桔梗苦羅舞）
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柳原・吉田（北海道・G4クラブ・尚志クラブ）
勝─負　元田・中山（東京・朝日生命）

桑原・永福（東京・シチズン時計）勝─負
長原・白川部（北海道・旭鉄）

▼準決勝
織部・井上	 -6、-8、10、2、5	 橋本・尾留川
桑原・永福	 3、5、3	 柳原・吉田
▼決勝
織部幸治・井上武弘	 7、2、5	 桑原要勝・永福則人

□女子ダブルス
▼準々決勝
佐藤・長峰（東京・大生信用組合）３─１

古籏・原（長野・富士通須坂）
高瀬・篠原（神奈川・武田薬品）３─１

山本・後藤（熊本・寿屋）
大西・福井（北海道・たくぎん）３─０

杉山・佐藤（福岡・九州松下電器）
大森・柿沼（東京・大生信用組合）勝─負

畑中・坂本（東京・三井生命）
▼準決勝
佐藤・長峰	 8、-6、8、9	 高瀬・篠原
大西・福井	 6、3、-8、8	 大森・柿沼
▼決勝
大西三佳子・福井美香　-9、3、3、4	
	 	 佐藤美佐子・長峰美由紀	

□混合ダブルス
▼準々決勝
西飯・西飯（三重・21クラブ）勝─負

望月・高木（神奈川・藤沢信用金庫・武田薬品）
勝山・山本（熊本・寿屋）３─２

四日市・森田（北海道・札鉄・中央クラブ）
山田・大西（北海道・札鉄・たくぎん）３─１

山崎・川森（神奈川・藤沢信用金庫・武田薬品）
細川・八尾（岩手・都南体協・川徳）３─１

安嶋・鈴木（神奈川・藤沢信用金庫・武田薬品）
▼準決勝
西飯・西飯	 9、5、8	 勝山・山本
山田・大西	 -9、6、7、7	 細川・八尾
▼決勝
西飯徳康・西飯幸子　8、8、-7、7	
	 	 山田和彦・大西三佳子

□サーティ
▼準々決勝
秋山科素巳（福岡・博多ベテラン会）３─２

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）
大津慶吾（香川・健勝苑）勝─負

野呂講三（埼玉・春日部卓連）
横田貞義（山口・三井石油化学）勝─負

井上明吉（茨城・専売水戸）
佐々木庸光（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

鈴木豊（愛知・日本電装西尾）
▼準決勝
秋山	 -5、4、10、9	 大津
佐々木	 8、1、-7、3	 横田
▼決勝
秋山科素巳	 12、5、5	 佐々木庸光

□フォーティ
▼準々決勝
斉藤孝（静岡・静卓クラブ）勝─負

萩原正喜（群馬・東電群馬）
赤池貞臣（宮城・日立電子）勝─負

小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼所）
内田鉄山（東京・サンフレンド）勝─負

松尾三明（愛知・名卓ク）
中野輝二（大阪・明星金属）勝─負

清水昭次（東京・卓竜会）
▼準決勝
赤池	 9、8、-10、-8、8	 斉藤
内田	 9、8、-6、8	 中野
▼決勝
内田鉄山	 4、6、-5、1	 赤池貞臣

□フィフティ
▼準々決勝
唐橋博（東京・代々木クラブ）３─１

守護克博（京都・京都貯金事務センター）
濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）３─０

河合英一（東京・サンフレンド）
藤本昭義（愛知・愛知県庁）３─０

平山繁（東京・中野クラブ）
道上進（東京・東星会）３─２

桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）
▼準決勝
濱	 10、5、-9、6	 唐橋
藤本	 14、-8、-6、8、9	 道上
▼決勝
藤本昭義	 7、9、-8、6	 濱惣六

□シックスティ
▼準々決勝
横沢才吉（岩手・盛岡卓友会）勝─負

三沢洋（茨城・卓親会）
小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）勝─負

出崎金蔵（東京・皐月会）
中村欽雄（東京・東京電気大学）勝─負

古山榮助（福島・総合職業訓練所）
三浦明（宮城・サンフレンド）勝─負

須田重三郎（群馬・桐栄会）
▼準決勝
横沢	 5、5、6	 小川
中村	 8、-7、8、9	 三浦
▼決勝
横沢才吉	 7、8、5	 中村欽雄

□セブンティ
▼準々決勝　記録不明
▼準決勝
中村要蔵（東京・皐月会）6、7、8
	 	 奥沢武（東京・皐月会）
猪股芳三郎（宮城・笹気出版印刷）7、4、9

後藤篤（北海道・札幌支部）
▼決勝
中村要蔵	 -4、3、9、2	 猪股芳三郎

昭和60年度全日本軟式選手権大会
昭和60年6月28～30日、於：姫路市総合スポーツ会館

□男子シングルス
▼準々決勝
山田翔之（和歌山・和歌山相互銀行）３─０

織部幸治（東京・青卓会）
丹藤貴（東京・シチズン時計）３─２

村上恭和（和歌山・和歌山相互銀行）
元田明人（東京・朝日生命）３─１

井上武弘（東京・青卓会）
中村晃三（和歌山・和歌山相互銀行）３─２

林直樹（東京・シチズン時計）
▼準決勝
山田	 10、-6、6、7	 丹藤
元田	 10、8、10	 中村
▼決勝
元田明人	 -7、-8、8、8、8	 山田翔之

□女子シングルス
▼準々決勝
安部光子（兵庫・兵庫卓研）３─０

船越谷結花（東京・丸紅）
古岡美保子（富山・古岡商店）３─２

高木早苗（神奈川・武田薬品工業）
古岡美貴子（富山・南星中学校）３─１

長峰美由紀（東京・大生信用組合）
伊藤和子（三重・サンスター）３─０

川島久美子（神奈川・日本電気相模原）
▼準決勝
古岡美保子	 5、5、5	 安部
伊藤	 11、-5、9、1	 古岡美貴子

▼決勝
伊藤和子	 6、5、7	 古岡美保子

□男子ダブルス
▼準々決勝
織部・井上（東京・青卓会）３─０

村上・佐々木（宮城・桔梗苦羅舞）
柳原・吉田（北海道・G4クラブ・尚志クラブ）

３─２　間鍋・小松（神奈川・富士通）
橋本・尾留川（東京・三立梱包）３─２

元田・中山（東京・朝日生命）
村上・山田（和歌山・和歌山相互銀行）３─１

桑原・永福（東京・シチズン時計）
▼準決勝
織部・井上	 11、9、-9、5	 柳原・吉田
村上・山田	 5、-8、3、1	 橋本・尾留川
▼決勝
村上恭和・山田翔之　9、-9、13、-1、4	
	 	 織部幸治・井上武弘

□女子ダブルス
▼準々決勝
大西・福井（北海道・北海道拓殖銀行）３─２

鈴木・高木（神奈川・武田薬品湘南）
畑中・坂本（東京・三井生命）３─０

安藤・柴田（北海道・北海道拓殖銀行）
伊藤・西飯（三重・サンスター・21クラブ）３─１

古岡・古岡（富山・古岡商店・南星中学校）
大森・柿沼（東京・大生信用組合）３─２

平田・田端（北海道・北海道拓殖銀行）
▼準決勝
畑中・坂本	 -10、5、5、-5、7	 大西・福井
伊藤・西飯	 10、2、9	 大森・柿沼
▼決勝
伊藤和子・西飯幸子　9、10、-8、2	
	 	 畑中宏美・坂本純子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
金山・安部（兵庫・二葉クラブ・兵庫卓研）３─１

増山・吉田（群馬・桐生信用金庫）
藤田・福井（北海道・東星会・北海道拓銀）３─０
望月・高木（神奈川・藤沢信用金庫・武田薬品湘南）
東・大西（北海道・札鉄・北海道拓銀）３─１

堀・平田（北海道・サンフレンド・北海道拓銀）
吉田・柴田（北海道・尚志クラブ・北海道拓銀）
３─０　岡本・奥本（兵庫・新日鉄広畑・酔陽クラブ）
▼準決勝
金山・安部	 -10、7、-5、9、7	 藤田・福井
東・大西	 5、10、2	 吉田・柴田
▼決勝       
東隆・大西三佳子				8、8、4	 金山鳳植・安部光子

□男子サーティ
▼準々決勝
秋山科素巳（大阪・健勝苑）３─１

芦間恒夫（茨城・水戸葵クラブ）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─２

横田貞義（山口・三井三池化学）
野呂講三（埼玉・春日部卓協）３─２

筒井正克（大阪・清友クラブ）
佐々木庸光（宮城・桔梗苦羅舞）３─１

山根紳護（岡山・岡山卓友会）
▼準決勝
村上	 -6、-10、4、7、8	 秋山
佐々木	 -8、9、7、8	 野呂
▼決勝
佐々木庸光	 9、8、-9、9	 村上力

□女子サーティ
▼準々決勝
伊藤恵美子（福島・すみれクラブ）３─０

村上小枝子（千葉・四街道クラブ）
加藤政好（埼玉・朝霞クラブ）３─０

中桐幸子（兵庫・兵庫卓研）
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日暮正子（千葉・逆井クラブ）３─０
村上美枝子（宮城・桔梗苦羅舞）

中山幸子（東京・代々木クラブ）３─２
橋村三枝（兵庫・阪神 FTC）

▼準決勝
伊藤	 4、8、-4、6	 加藤
日暮	 12、-7、9、10	 中山
▼決勝
伊藤恵美子	 7、9、6	 日暮正子

□男子フォーティ
▼準々決勝
内田鉄山（東京・サンフレンド）３─１

松尾三明（愛知・名卓クラブ）
和田紘一（神奈川・藤沢市役所）３─０

針谷正紀（群馬・藤岡クラブ）
安田憲二（福井・福井ベテラン会）３─２

萩原正喜（群馬・東電群馬）
岡本善章（秋田・TDK）３─０

横山広昭（福島・カノー商会）
▼準決勝
内田	 6、10、-6、10	 和田
安田	 8、8、7	 岡本
▼決勝
内田鉄山	 8、4、5	 安田憲二

□女子フォーティ
▼準々決勝
浜幸子（長野・岡谷レディース）３─０

池田順子（大阪・北摂クラブ）
鵜木栄子（大阪・大阪卓球クラブ）３─０

河路悦子（愛知・明誠クラブ）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）３─２

中富久（大阪・個人）
藁田昭代（大阪・大阪市役所）３─１

北山紀子（兵庫・卓研）
▼準決勝
鵜木	 8、8、3	 浜
藁田	 6、7、6	 長瀬
▼決勝
藁田昭代	 5、13、-5、6	 鵜木栄子

□男子フィフティ
▼準々決勝
宍戸信夫（東京・卓桐会）３─０

藤本昭義（愛知・愛知県庁）
木村稔（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

河合英一（東京・サンフレンド）
伊藤博之（三重・カシハラ卓球）３─１

小泉治人（東京・ノースクラブ）
濱惣六（長野・四谷ベテラン会）３─０

中村忠良（滋賀・個人）
▼準決勝
宍戸	 7、6、10	 木村
伊藤	 7、5、-5、10	 濱
▼決勝
宍戸信夫	 5、6、6	 伊藤博之

□女子フィフティ
▼準々決勝
仲塚美恵子（兵庫・神戸卓友会）３─１

田坂清子（山口・岩国クラブ）
横山幸子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

岩田初美（東京・練馬クラブ）
矢野志のぶ（大阪・高槻クラブ）３─１

大森絹子（神奈川・茅ヶ崎卓球クラブ）
庄司美智子（埼玉・吹上卓連）３─０

岸ひろみ（福島・福島クラブ）
▼準決勝
横山	 -7、5、12、-8、9	 仲塚
矢野	 1、4、7	 庄司
▼決勝
横山幸子	 7、8、8	 矢野志のぶ

□男子シックスティ
▼準々決勝
横沢才吉（岩手・卓友会）３─０

吉木正之（京都・洛友クラブ）
三沢洋（茨城・卓親会）３─１

森沢行人（熊本・荒尾）
波部正三（大阪・大阪ベテラン会）３─１

桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）
河野巧（広島・マツダOB）３─０

田中忠（広島・広島ベテラン会）
▼準決勝
横沢	 3、2、-9、5	 三沢
河野	 9、6、5	 波部
▼決勝
横沢才吉	 8、5、9	 河野巧

□男子セブンティ
▼準々決勝
中村要蔵（東京・皐月会）３─０

鎌倉章（兵庫・兵庫ベテラン会）
古田安道（福岡・大牟田市卓協）３─０

後藤篤（北海道・札幌）
多田義憲（香川・仙生山クラブ）３─２

鳴海誠二（青森・黒石卓球協会）
猪股芳三郎（宮城・サンフレンド）３─１

矢尾板弘（東京・東星会）
▼準決勝
中村	 -5、9、6、7	 古田
多田	 5、4、6	 猪股
▼決勝
多田義憲	 10、8、7	 中村要蔵

昭和61年度全日本軟式選手権大会
昭和61年7月4～6日、於：仙台市体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
平田正昭（和歌山・和歌山相互銀行）３─１

伊藤則和（秋田・大曲農高教員）
織部幸治（東京・青卓会）３─１

福田可信（東京・三井生命）
野尻俊宣（神奈川・富士通）３─０

徐向東（東京・サンリツ）
山田翔之（和歌山・和歌山相互銀行）３─０

川田雄二（東京・朝日生命）
▼準決勝
平田	 8、12、7	 織部
野尻	 8、10、-3、5	 山田
▼決勝
平田正昭	 7、-3、5、10	 野尻俊宣

□女子シングルス
▼準々決勝
小林幸子（長野・富士通須坂）３─１

五月女清子（東京・三共）
古岡美貴子（富山・高陵中学教員）３─０

長峰美由紀（東京・大生信用組合）
仙葉光代（東京・三井生命）３─２

小田和恵（青森・みちのく銀行）
古岡美保子（富山・古岡商店）３─０

福井美香（北海道・札幌たくぎん）
▼準決勝
古岡美貴子	 6、4、5	 小林
古岡美保子	 6、6、4	 仙葉
▼決勝
古岡美貴子	 9、7、3	 古岡美保子

□男子ダブルス
▼準々決勝
村上・山田（和歌山・和歌山相互銀行）３─１

三上・渡部（東京・朝日生命）
徐・山形（東京・サンリツ）３─０

浜口・北原（東京・三井生命）

橋本・尾留川（東京・サンリツ）３─０
原・井上（東京・NTT東京）

織部・井上（東京・青卓会）３─１
福田・森川（東京・三井生命）

▼準決勝
村上・山田	 -8、4、7、3	 徐・山形
橋本・尾留川	 5、12、9	 織部・井上
▼決勝
村上恭和・山田翔之　9、-9、8、7	
	 	 橋本貢・尾留川一仁	

□女子ダブルス
▼準々決勝
伊藤・西飯（三重・上野クラブ・21クラブ）３─２

平田・梅根（北海道・札幌たくぎん）
古村・斉藤（青森・みちのく銀行）３─０

白石・塩澤（東京・NTTクラブ）
古岡・古岡（富山・古岡商店・高陵中学）３─０

村上・竹内（宮城・桔梗苦羅舞）
根岸・仙葉（東京・三井生命）３─０
福原・小山内（北海道・札幌クワサワ・札幌セブン）
▼準決勝
古村・斉藤	 4、7、5	 伊藤・西飯
古岡・古岡	 6、9、4	 根岸・仙葉
▼決勝
古村加代子・斉藤美香子　13、9、-8、9	
	 	 古岡美保子・古岡美貴子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
柳原･田端（北海道･札幌G4クラブ ･札幌たくぎん）

３─０　原・船越谷（東京・NTT東京・丸紅）
徐・五月女（東京・サンリツ・三共）３─０

佐々木・竹内（宮城・桔梗苦羅舞）
松下・福井（北海道・札鉄・札幌たくぎん）３─１

渡辺・前田（宮城・宮城トヨタ・サンフレンド）
吉田･柴田（北海道･札幌尚志クラブ･札幌たくぎん）

３─２　村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）
▼準決勝
徐・五月女	 9、-2、12、3	 柳原・田端
吉田・柴田	 -9、-7、6、8、8	 松井・福井
▼決勝
徐向東・五月女清子		6、9、12	 吉田隆・柴田恵子

□男子サーティ
▼準々決勝
三上勝幸（青森・黒石卓協）３─０

秋山雅彦（静岡・日産吉原）
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）３─０

芦間恒夫（茨城・水戸葵クラブ）
野呂講三（埼玉・春日部卓連）３─１

畑中悟（茨城・住金鹿島）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

大阿久和男（栃木・国鉄栃木）
▼準決勝
柳原	 -10、4、3、3	 三上
村上	 6、9、9	 野呂
▼決勝
柳原正明	 9、6、8	 村上力

□女子サーティ
▼準々決勝
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）３─０

門田みどり（広島・府桜会）
伊藤恵美子（北海道・釧路富士クラブ）３─２

村木妙子（埼玉・所沢けやき）
村上美枝子（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

加藤政好（埼玉・朝霞クラブ）
中山幸子（東京・代々木クラブ）３─０

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）
▼準決勝
伊藤（福島）	 2、7、2	 伊藤（北海道）
村上	 -5、10、2、8	 中山
▼決勝
村上美枝子	 3、-7、4、8	 伊藤恵美子
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□男子フォーティ
▼準々決勝
広瀬進（大阪・光洋精工）３─０

田中昇（神奈川・富士フイルム）
佐々木秀男（北海道・室蘭市役所）３─０

藤田正澄（愛知・名卓クラブ）
赤池貞臣（宮城・日立電子仙台工場）３─１

松尾三明（愛知・名卓クラブ）
柳川常寿（神奈川・関西ペイント）３─２

萩原正喜（群馬・東電群馬）
▼準決勝
広瀬	 -5、6、-10、7、2	 佐々木
赤池	 3、5、-9、4	 柳川
▼決勝
広瀬進	 8、9、7	 赤池貞臣

□女子フォーティ
▼準々決勝
藁田昭代（大阪・大阪市役所）３─２

長谷川喜恵子（千葉・翠耀会卓球クラブ）
土肥妙子（千葉・千葉市レディース）３─１

村上タツ子（埼玉・鳩ヶ谷クラブ）
松渕宗子（秋田・秋田卓球会館）３─０

池田順子（大阪・北摂クラブ）
鵜木栄子（大阪・大阪卓球クラブ）３─０

横山由起子（埼玉・ファイナル）
▼準決勝
藁田	 8、7、2	 土肥
松渕	 -8、10、6、4	 鵜木
▼決勝
松渕宗子	 9、8、7	 藁田昭代

□男子フィフティ
▼準々決勝
宍戸信夫（東京・卓楓会）３─１

小泉治人（東京・ノースクラブ）
藤本昭義（愛知・愛知県庁）３─０

濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）
寺井璣（千葉・コスモスポーツクラブ）３─０

道上進（東京・東星会）
北田万次郎（岩手・都南村体協）３─０

河合英一（東京・サンフレンド）
▼準決勝
宍戸	 -5、7、5、11	 藤本
北田	 -7、6、5、13	 寺井
▼決勝
宍戸信夫	 7、5、-11、-8、7	 北田万次郎

□女子フィフティ
▼準々決勝
横山幸子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

増田ワカ（東京・大田クラブ）
大友芳子（宮城・STCクラブ）３─２

浜幸子（長野・岡谷レディース）
阿部照代（北海道・札幌グリーンクラブ）３─２

仲塚美恵子（兵庫・神戸卓友会）
矢野志のぶ（大阪・高槻クラブ）３─０

黒川初子（東京・練馬クラブ）
▼準決勝
大友	 5、6、4	 横山
矢野	 13、6、4	 阿部
▼決勝
矢野志のぶ	 5、9、3	 大友芳子

□男子シックスティ
▼準々決勝
沢崎隆義（大阪・大阪ベテラン会）３─０

西林吉一（愛知・本城クラブ）
桑城晋一（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

吉木正之（京都・洛友クラブ）
古山栄助（福島・全総訓）３─０

三沢洋（茨城・卓親会）
河野巧（広島・マツダOB）３─０

大塚初男（大阪・大阪ベテラン会）

▼準決勝
桑城	 5、8、4	 沢崎
河野	 7、4、-7、2	 古山
▼決勝
桑城晋一	 7、-10、6、8	 河野巧

□男子セブンティ
▼準々決勝
多田義憲（香川・仏生山クラブ）３─０

小中新一郎（北海道・函館卓栄会）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）３─０

矢尾板弘（東京・東星会）
木村正七（青森・黒石卓協）３─１

猪股芳三郎（宮城・サンフレンド）
中村要蔵（東京・皐月会）３─１

奥沢武（東京・皐月会）
▼準決勝
多田	 8、4、5	 鳴海
木村	 -5、9、-8、7、9	 中村
▼決勝
多田義憲	 11、2、5	 木村正七
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□男子シングルス
▼準々決勝
野尻俊宣（神奈川・富士通）勝─負

尾留川一仁（東京・サンリツ）
福田可信（東京・三井生命）３─１

目加田詩生（東京・朝日生命）
山田和彦（北海道・美唄支部）３─２

徐向東（東京・サンリツ）
大谷孝雄（北海道・旭川富士信組）３─１

磯野正利（北海道・東星会）
▼準決勝
福田	 ３─０	 野尻
山田	 ３─０	 大谷
▼決勝
福田可信	 9、-7、8、-7、7	 山田和彦

□女子シングルス
▼準々決勝
古岡美貴子（富山・高陵中教）３─２

斉藤美香子（青森・みちのく銀行）
伊藤恵（秋田・TDK）３─２

川島久美子（神奈川・日本電気相模原）
小林幸子（長野・富士通須坂）勝─負

安永二三代（東京・第一勧業銀行）
柳田貴子（東京・第一勧業銀行）３─２

大川孝子（富山・北陸電力）
▼準決勝
古岡	 ３─０	 伊藤
柳田	 ３─０	 小林
▼決勝
柳田貴子	 6、-9、-7、6、8	 古岡美貴子

□男子ダブルス
▼準々決勝
橋本・尾留川（東京・サンリツ）勝─負

川田・元田（東京・朝日生命）
松下・吉田（北海道・札幌支部・尚志クラブ）

３─２　片山・中田（東京・NTT東京）
福田・森川（東京・三井生命）勝─負

徐・宮内（東京・サンリツ）
井上・織部（東京・青卓会）勝─負

酒井・黒下（静岡・日産吉原）
▼準決勝
橋本・尾留川	 ３─０	 松下・吉田
福田・森川	 ３─１	 井上・織部
▼決勝
橋本貢・尾留川一仁　-6、10、-6、7、9	

福田可信・森川博秋

□女子ダブルス
▼準々決勝
古岡・古岡（富山・古岡商店・高陵中教）勝─負

田端・梅根（北海道・たくぎん）
船越谷・鈴木（東京・丸紅）勝─負

泉山・松村（静岡・静岡クラブ）
安部・柴野（兵庫・兵庫卓研）勝─負

岸本・加藤（埼玉・埼玉銀行・朝霞クラブ）
五月女・綱島（東京・三共）勝─負

平田・安田（北海道・たくぎん）
▼準決勝
古岡・古岡	 ３─２	 船越谷・鈴木
安部・柴野	 ３─２	 五月女・綱島
▼決勝
古岡美保子・古岡美貴子　-12、6、10、7	

安部光子・柴野敦子

□混合ダブルス
▼準々決勝
徐・五月女（東京・サンリツ・三共）３─２

尾留川・松下（東京・サンリツ）
西飯・西飯（三重・クラブ三重）３─２

堀・平田（北海道・札幌支部・たくぎん）
柳原・柴田（北海道・G4クラブ・たくぎん）勝─負

渡部・柳（東京・朝日生命・第一勧業銀行）
原・船越谷（東京・NTT東京・丸紅）勝─負

中山・安永（東京・朝日生命・第一勧業銀行）
▼準決勝
徐・五月女	 ３─０	 西飯・西飯
柳原・柴田	 ３─０	 原・船越谷
▼決勝
柳原正明・柴田恵子　9、-8、8、-8、7	

徐向東・五月女清子

□男子サーティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・G4クラブ）勝─負

田住五次（神奈川・富士フイルム小田原）
佐々木康光（宮城・桔梗苦羅舞）勝─負

八尾正博（福井・教職員連盟）
秋山科嘉己（福岡・博多ベテラン会）３─２

三上勝幸（青森・黒石卓協）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）勝─負

甚野道雄（福島・トーアエイヨー）
▼準決勝
柳原	 ３─１	 佐々木
村上	 ３─２	 秋山
▼決勝
村上力	 -6、5、-7、5、9	 柳原正明

□女子サーティ
▼準々決勝
山口洋子（千葉・袖ヶ浦クラブ）３─１

清水真理（大阪・ポパイ）
伊藤恵美子（北海道・釧路富士クラブ）勝─負

上島恵子（富山・富山ベテラン会）
内田順子（愛知・豊田グリンクラブ）３─２

三橋葉子（富山・富山ベテラン会）
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）勝─負

松村和代（大阪・ポパイ）
▼準決勝
伊藤（北海道）	 ３─１	 山口
伊藤（福島）	 ３─０	 内田
▼決勝
伊藤恵美子（福島）	7、-7、7、7	
	 	 伊藤恵美子（北海道）

□男子フォーティ
▼準々決勝
広瀬進（大阪・光洋精工）勝─負

小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼）
内田鉄山（東京・サンフレンド）勝─負

萩原正喜（群馬・東電群馬）
佐々木秀男（北海道・室蘭市役所）３─２

田中昇（神奈川・富士フイルム）
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中村提見（東京・太陽信用金庫）勝─負
遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）

▼準決勝
広瀬	 ３─２	 内田
中村	 ３─２	 佐々木
▼決勝
広瀬進	 9、8、11	 中村提見

□女子フォーティ
▼準々決勝
松渕宗子（秋田・秋田卓球会）３─２

近沢明美（千葉・翠曜会卓球クラブ）
加藤政好（埼玉・朝霞クラブ）３─１

坂本トキ子（東京・調布卓連）
大西多美江（北海道・札幌すずらん）勝─負

土肥妙子（千葉・卓愛会）
北山紀子（兵庫・兵庫卓研）勝─負

戸田光子（愛知・サンクラブ）
▼準決勝
加藤	 ３─０	 松渕
北山	 ３─０	 大西
▼決勝
加藤政好	 -5、13、5、6	 北山紀子

□男子フィフティ
▼準々決勝
花田守（大阪・阪急卓協）勝─負

宍戸信夫（東京・卓楓会）
寺井璣（千葉・コスモスポーツ）勝─負

伊藤博之（三重・名張ショッピングクラブ）
沢田秀夫（富山・富山地鉄）勝─負

道上進（東京・東星会）
北田万次郎（岩手・都南卓協）勝─負

小泉治人（東京・ノースクラブ）
▼準決勝
花田	 ３─２	 寺井
北田	 ３─０	 沢田
▼決勝
北田万次郎	 6、8、-9、10	 花田守

□女子フィフティ
▼準々決勝
増田ワカ（東京・NTT東京・中電）３─２

矢野志のぶ（大阪・高槻クラブ）
松山美真子（東京・個人）勝─負

浜幸子（長野・岡谷ママサンクラブ）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）勝─負

池田順子（大阪・北摂クラブ）
中野秀子（福岡・健勝苑）勝─負

仲塚美恵子（兵庫・チャレンジャー）
▼準決勝
松山	 ３─０	 増田
中野	 ３─０	 長瀬
▼決勝
中野秀子	 7、4、9	 松山美真子

□男子シックスティ
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）勝─負

長谷川実（三重・友和会）
中村康雄（東京・皐月会）勝─負

吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）
飯田耕一（東京・暁クラブ）勝─負

辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）
河野巧（広島・マツダOB）３─２

吉本正之（京都・洛友クラブ）
▼準決勝
桑城	 ３─２	 中村
河野	 ３─０	 飯田
▼決勝
桑城晋一	 11、4、9	 河野巧

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）勝─負

大沼かほる（宮城・レジャーセンター）
高尾八重子（徳島・むらさきクラブ）勝─負

山田ミヤ（東京・幡谷クラブ）
武田キヨ（東京・卓令）勝─負

池野紀美子（北海道・小樽支部）
錦見ふみ子（愛知・みなと）勝─負

佐藤かね子（東京・芙蓉）
▼準決勝
田坂	 ３─２	 高尾
武田	 ３─０	 錦見
▼決勝
田坂清子	 9、9、-3、3	 武田キヨ

□男子セブンティ
▼準々決勝
多田義憲（香川・仏生山クラブ）勝─負

江口龍夫（神奈川・横浜ベテラン会）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）勝─負

奥沢武（東京・皐月会）
中村要蔵（東京・皐月会）勝─負

安達定雄（東京・皐月会）
堀源明（岡山・岡山ベテラン会）勝─負

菅原多津雄（岩手・大船渡卓会）
▼準決勝
多田	 ３─０	 鳴海
堀	 ３─２	 中村
▼決勝
多田義憲	 6、6、8	 堀源明

□女子セブンティ
▼準々決勝
香川利（東京・個人）３─０

本多公枝（大阪・枚方ベテラン会）
吉田八重子（香川・丸亀フラワーズ）勝─負

諏訪部綾子（島根・松江卓友会）
溝口京子（愛知・東海渡内クラブ）３─１

千葉キン子（東京・皐月会）
内田雪江（熊本・銀杏クラブ）勝─負

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
▼準決勝
吉田	 ３─０	 香川
溝口	 ３─２	 内田
▼決勝
溝口京子	 7、6、4	 吉田八重子
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□男子シングルス
▼準々決勝
西飯徳康（三重・21クラブ）３─１

細川康生（岩手・都南卓協）
徐向東（東京・サンリツ）３─０

渡辺満（青森・日専連青森会）
尾留川一仁（東京・サンリツ）３─１

井上博茂（東京・NTT東京）
山田和彦（北海道・美唄市役所）３─０

瓜生勝己（福井・福井クラブ）
▼準決勝
徐	 3、1、-8、12	 西飯
尾留川	 6、6、5	 山田
▼決勝
徐向東	 7、3、6	 尾留川一仁

□女子シングルス
▼準々決勝
松川隆子（北海道・たくぎん）３─０

柳田貴子（東京・第一勧業銀行）
斎藤富美子（北海道・札幌）３─０

斉藤美香子（青森・みちのく銀行）

安永二三代（東京・第一勧業銀行）３─０
堀川千亜紀（東京・第一勧業銀行）

橋本央子（愛知・卓伸会）３─２
奥本睦美（石川・鳥屋卓協）

▼準決勝
斎藤	 6、9、11	 松川
安永	 7、5、3	 橋本
▼決勝
安永二三代	 12、-5、-7、9、9	 斎藤富美子

□男子ダブルス
▼準々決勝
橋本・尾留川（東京・サンリツ）３─０

原・田子（福島・東京電力・いわき卓球）
宮内・栗原（東京・サンリツ）３─１

磯野・藤田（北海道・東星会）
徐・青柳（東京・サンリツ）３─１

工藤・渡辺（青森・日専連青森会）
福田・森川（東京・三井生命）３─０

原・井上（東京・NTT東京）
▼準決勝
橋本・尾留川	 6、8、-10、8	 宮内・栗原
福田・森川	 7、6、7	 徐・青柳
▼決勝
福田可信・森川博秋　6、-6、10、-8、4	
	 	 橋本貢・尾留川一仁

□女子ダブルス
▼準々決勝
五月女・奥原（東京・三共）３─２

伊藤・今野（秋田・TDK）
柴田・安田（北海道・たくぎん）３─２

斉藤・中林（青森・みちのく銀行）
増田・星野（東京・三井生命）３─１

福井・梅根（北海道・たくぎん）
斎藤・松川（北海道・たくぎん）３─０

田渡・徳永（茨城・住金鹿島）
▼準決勝
柴田・安田	 8、9、-10、-2、2	 五月女・奥原
斎藤・松川	 -13、6、7、8	 増田・星野
▼決勝
柴田恵子・安田美香　7、-6、5、6	
	 	 斎藤富美子・松川隆子

□混合ダブルス
▼準々決勝
浜口・久保（東京・三井生命）３─２
渡辺・斉藤（青森・日専連青森会・みちのく銀行）

西飯・西飯（三重・21クラブ）３─０
堀・斉藤（北海道・サンフレンド・札幌）

松下・福井（北海道・サンフレンド・たくぎん）
３─１　西谷・白石（東京・NTT東京）

徐・五月女（東京・サンリツ・三共）３─１
吉田・安田（北海道・尚志クラブ・たくぎん）

▼準決勝
浜口・久保	 8、-3、5、-9、6	 西飯・西飯
徐・五月女	 6、-7、4、11	 松下・福井
▼決勝
徐向東・五月女清子	 7、2、4	 浜口正人・久保照子

□男子サーティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

中川敬一郎（東京・NTT東京）
川田雄二（東京・朝日生命）３─１

加藤敏一（北海道・新日鉄室蘭）
勝英雄（大阪・清友クラブ）３─２

政本尚（奈良・王寺工高職員）
柳原正明（北海道・すすきの商事）３─２

黒沢健宴（埼玉・ヂーゼル）
▼準決勝
川田	 -9、5、7、-8、7	 村上
柳原	 4、-8、6、5	 勝
▼決勝
柳原正明	 2、-9、10、10	 川田雄二
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□女子サーティ
▼準々決勝
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）３─２

中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
村上美枝子（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

玉崎真理子（福井・竹内卓研）
日暮正子（千葉・逆井クラブ）３─１

内田順子（愛知・豊田グリーン）
杉原淳子（広島・福山レディース）３─２

荒木久美子（兵庫・西宮卓研）
▼準決勝
村上	 7、8、6	 伊藤
日暮	 7、5、5	 杉原
▼決勝
日暮正子	 11、-11、-9、2、6	 村上美枝子

□男子フォーティ
▼準々決勝
太田英一（北海道・江別市役所）３─１

多々良満（東京・向島クラブ）
芦間恒夫（茨城・水戸葵クラブ）３─０

佐々木秀男（北海道・室蘭市役所）
岡本善章（秋田・TDK）３─２

斉藤孝（静岡・静岡卓球クラブ）
中村提見（東京・太陽信用金庫）３─１

小浜豊喜（兵庫・神鋼加古川）
▼準決勝
芦間	 12、10、10	 太田
中村	 4、9、7	 岡本
▼決勝
中村提見	 9、6、9	 芦間恒夫

□女子フォーティ
▼準々決勝
中桐幸子（兵庫・兵庫卓研）３─２

土肥妙子（千葉・卓愛会）
河村泰子（山口・周南クラブ）３─０

水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）
中富久（大阪・卓星会）３─１

河路悦子（愛知・明誠クラブ）
笹村美智代（神奈川・横内クラブ）３─０

小金丸明子（北海道・キャッスル）
▼準決勝
河村	 8、15、8	 中桐
中	 9、9、6	 笹村
▼決勝
中富久	 -9、-8、9、7、7	 河村泰子

□男子フィフティ
▼準々決勝
北田万次郎（岩手・都南卓協）３─２

山田務（福井・福井ベテラン会）
中野輝二（大阪・明星金属）３─０

中矢昭（三重・名張シビック）
赤池貞臣（宮城・日立電子）３─１

佐生陽右（大阪・大阪交通局）
道上進（東京・東星会）３─１

広田勝一（愛知・豊橋支部）
▼準決勝
中野	 -8、7、9、7	 北田
赤池	 0、3、3	 道上
▼決勝
中野輝二	 4、-7、8、8	 赤池貞臣

□女子フィフティ
▼準々決勝
川野明子（東京・大田クラブ）３─２

中野秀子（福岡・健勝苑）
浜幸子（長野・岡谷レディース）３─２

奥田美奈子（奈良・三友クラブ）
鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）３─０

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
渡辺芳枝（神奈川・高倉クラブ）３─０

林明美（大阪・羽曳野たちばな）

▼準決勝
川野	 4、5、5	 浜
鵜飼	 4、9、-7、8	 渡辺
▼決勝
鵜飼圭子	 7、3、7	 川野明子

□男子シックスティ
▼準々決勝
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）３─１

吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）
矢島儀蔵（千葉・千葉市）３─１

飯田耕一（東京・暁クラブ）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）３─１

吉木正之（京都・洛友クラブ）
中村慶雄（東京・皐月会）３─２

菅沢修一（京都・嵯峨野卓研）
▼準決勝
矢島	 8、-6、7、9	 桑城
辻田	 4、6、7	 中村
▼決勝
矢島儀蔵	 7、-10、8、-7、9	 辻田陽二郎

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）３─０

赤塚純子（東京・皐月会）
池野紀美子（北海道・小樽）３─１

大沼かほる（宮城・レジャーセンター同好会）
佐藤かね子（東京・皐月会）３─１

岡本尚子（福井・ベストカード）
大塚徳子（大阪・大阪卓球ベテラン会）３─１

高尾八重子（徳島・むらさきクラブ）
▼準決勝
田坂	 7、5、6	 池野
佐藤	 10、5、6	 大塚
▼決勝
田坂清子	 6、6、-6、8	 佐藤かね子

□男子セブンティ
▼準々決勝
多田義憲（香川・仏生山クラブ）３─０

保住弥基夫（京都・田阪卓研）
菅原多津夫（岩手・大船渡卓協）３─１

中村要蔵（東京・皐月会）
影山光也（宮城・サンフレンド）３─１

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
堀源明（岡山・岡山ベテラン会）３─０

岡保典（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
多田	 5、8、12	 菅原
堀	 -5、10、-7、8、8	 影山
▼決勝
多田義憲	 -9、6、12、9	 堀源明

□女子セブンティ
▼１試合目
吉田八重子（香川・フラワー）３─０

山田清子（個人・東京）
▼２試合目
長谷川花子（新潟・卓好クラブ）				３─１	 吉田②
▼３試合目
①長谷川	 ３─２	 山田③

平成元年度全日本軟式選手権大会
平成元年6月16～18日

於：山梨県小瀬スポーツ公園体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
尾留川一仁（東京・サンリツ）３─２

井上琢浩（東京・ITS 三鷹）
元田明人（東京・朝日生命）３─２

井上博茂（東京・NTT東京）

原晃（福島・東電第二）３─２
山田和彦（北海道・美唄市役所）

西飯徳康（三重・21クラブ）３─１
馬場寧（愛知・東海クラブ）

▼準決勝
尾留川	 9、5、-4、7	 元田
西飯	 5、-6、-2、11、12	 原
▼決勝
西飯徳康	 4、-6、8、6	 尾留川一仁

□女子シングルス
▼準々決勝
安永二三代（東京・第一勧業銀行）３─１

仙葉光代（東京・三井生命）
秋山真樹子（東京・第一勧業銀行）３─１

斉藤美香子（青森・みちのく銀行）
安田美香（北海道・たくぎん）３─０

山谷弘子（東京・第一勧業銀行）
齋藤富美子（北海道・個人）３─０

福井美香（北海道・たくぎん）
▼準決勝
秋山	 7、-4、-6、6、1	 安永
安田	 -3、3、10、7	 齋藤
▼決勝
秋山真樹子	 8、10、-6、6	 安田美香

□男子ダブルス
▼準々決勝
福田・森川（東京・三井生命）３─０

村上・佐々木（宮城・桔梗苦羅舞）
南中・金村（兵庫 ･シャルレ ･フォセコジャパン）
３─２　江浜・中澤（神奈川・日産自動車・関東自工）
元田・中山（東京・朝日生命）３─１
松下・山田（北海道・ニッタククラブ・クワザワ）

西谷・菅野（東京・NTT東京）３─０
石本・後藤（大阪・住金大阪）

▼準決勝
福田・森川	 3、6、-9、8	 南中・金村
西谷・菅野	 -5、4、4、-5、6	 元田・中山
▼決勝
西谷仁・菅野保　-7、13、-4、9、3	
	 	 福田可信・森川博秋

□女子ダブルス
▼準々決勝
齋藤・松川（北海道・個人・たくぎん）３─１

玉崎・川畑（福井・竹内卓球研究会）
安部・柴野（兵庫・兵庫卓研）３─２

斉藤・原田（青森・みちのく銀行）
内宮・山下（東京・サンリツ）３─１

福井・梅根（北海道・たくぎん）
星・石川（徳島・トーアエイヨー）３─２

山谷・一ノ瀬（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
安部・柴野	 7、9、-9、-10、9	 齋藤・松川
内宮・山下	 11、3、6	 星・石川
▼決勝
内宮良枝・山下マユミ　6、8、-8、4	
	 	 安部光子・柴野敦子	

□混合ダブルス
▼準々決勝
西飯・西飯（三重・21クラブ）３─２

目加田・山谷（東京・朝日生命・第一勧業銀行）
堀・齋藤（北海道・ニッタククラブ・個人）３─０

森岡・伊藤（三重・名張シビッククラブ）
渡辺・斉藤（青森 ･日専連青森会 ･みちのく銀行）

３─０　薫・木谷（埼玉・自動車機器）
松下・福井（北海道 ･ニッタククラブ ･たくぎん）

３─０　中村・原田（青森・みちのく銀行）
▼準決勝
西飯・西飯	 7、8、-2、11	 堀・齋藤
渡辺・斉藤	 -9、9、5、3	 松下・福井
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▼決勝
渡辺満・斉藤美香子　-7、5、9、8	
	 	 西飯徳康・西飯幸子

□男子サーティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・個人）３─０

中井明（三重・上野クラブ）
長田善行（宮城・桔梗苦羅舞）３─１

石本佳功（大阪・住金大阪）
村上力（宮城・宮城トヨタフォークリフト）３─１

佐野秀雄（神奈川・中原クラブ）
川田雄二（東京・朝日生命）３─２

三上勝幸（青森・黒石卓協）
▼準決勝
柳原	 6、3、5	 長田
川田	 7、9、8	 村上
▼決勝
川田雄二	 4、-7、9、-6、8	 柳原正明

□女子サーティ
▼準々決勝
竹内澄子（宮城・桔梗苦羅舞）３─２

筒井京子（愛知・刈谷レディース）
有田広美（大阪・枚方卓球センター）３─１

柳原恵子（北海道・札幌カトレア）
玉崎真理子（福井・竹内卓球研究会）３─０

杉原淳子（広島・福山レディース）
村上美枝子（宮城・桔梗苦羅舞）３─１

菅淳子（愛知・豊田市）
▼準決勝
有田	 2、5、6	 竹内
村上	 2、4、9	 玉崎
▼決勝
村上美枝子	 -6、5、-6、4、4	 有田広美

□男子フォーティ
▼準々決勝
時岡重信（京都・日東精工）３─２

遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）
大熊敏実（東京・江古田クラブ）３─０

松生幸一（三重・百五銀行）
広瀬進（大阪・光洋精工）３─０

富岡成一（東京・西東京クラブ）
芦間恒夫（茨城・水戸葵クラブ）３─１

山内正範（宮城・東北卓球C&C）
▼準決勝
時岡	 2、2、-17、3	 大熊
芦間	 7、7、9	 広瀬
▼決勝
芦間恒夫	 -5、-4、9、10、7	 時岡重信

□女子フォーティ
▼準々決勝
大倉勝子（東京・卓令）３─１

城戸孝子（滋賀・彦卓会）
伊藤恵美子（福島・三本松毛晒）３─０

戸田光子（愛知・サンクラブ）
水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）３─１

山口洋子（千葉・袖ヶ浦クラブ）
河村泰子（山口・周南クラブ）３─２

小金丸朋子（北海道・札幌キャッスル）
▼準決勝
伊藤	 5、4、0	 大倉
水口	 13、-3、-9、11、不明	 河村
▼決勝
伊藤恵美子	 6、-9、8、9	 水口美穂子

□男子フィフティ
▼準々決勝
中野輝二（大阪・明星金属）３─１

竹内俊一（福井・福井ベテラン会）
小寺征四郎（大阪・松下電器）３─０

月崎昇（宮城・東部市民センター）

北田万次郎（岩手・都南卓協）３─０
内田鉄山（東京・サンフレンド）

有森仁志（神奈川・逗子クラブ）３─０
宍戸信夫（東京・卓楓会）

▼準決勝
中野	 6、-9、-8、4、6	 小寺
有森	 10、7、7	 北田
▼決勝
中野輝二	 4、-6、8、10	 有本仁志

□女子フィフティ
▼準々決勝
鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）３─１

大塚勝子（東京・板橋クラブ）
浜幸子（長野・岡谷レディース）３─０

河路悦子（愛知・明誠クラブ）
伊藤和子（三重・大金製作所）３─０

渡辺芳枝（神奈川・高倉クラブ）
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）３─１

川野明子（東京・大田クラブ）
▼準決勝
浜	 10、6、10	 鵜飼
伊藤	 3、4、6	 長瀬
▼決勝
伊藤和子	 4、7、4	 浜幸子

□男子シックスティ
▼準々決勝
永安一郎（愛知・本城クラブ）３─２

矢島儀蔵（千葉・八洲クラブ）
長谷川実（三重・鈴鹿協会）キケン

波部正三（大阪・大阪ベテラン会）
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）３─０

小泉治人（東京・ノースクラブ）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）３─１

米川良一（三重・スカイラーク）
▼準決勝
永安	 5、11、6	 長谷川
辻田	 9、8、4	 桑城
▼決勝
永安一郎	 7、5、5	 辻田陽二郎

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）３─０

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）３─０

松田きみ子（愛知・愛豊クラブ）
武田キヨ（東京・卓令）３─１

朝倉すみ子（福井・福井ベテラン会）
高槻昭子（東京・ファイナル）３─０

佐藤かね（東京・皐月会）
▼準決勝
田坂	 3、3、3	 大塚
武田	 4、2、-4、7	 高槻
▼決勝
田坂清子	 -12、3、-8、6、4	 武田キヨ

□男子セブンティ
▼準々決勝
多田義憲（香川・仏生山クラブ）３─０

安原正茂（東京・ベテランクラブ）
富岡大蔵（東京・皐月会）３─０

服部辰雄（埼玉・TTC）
小田島俊二（新潟・糸魚川クラブ）３─２

宮本泰臣（千葉・市川市）
鳴海誠二（青森・黒石卓協）３─２

堀源明（岡山・岡山ベテラン会）
▼準決勝
多田	 3、2、3	 富岡
鳴海	 5、9、7	 小田島
▼決勝
多田義憲	 -9、6、5、-6、6	 鳴海誠二

□女子セブンティ
▼準々決勝
吉田八重子（香川・フラワーズ）３─２

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
溝口京子（愛知・東海支部）３─１

山田シヤ（東京・皐月会）
岡本尚子（福井・ベストカード）３─０

香川利（東京・個人）
内田雪江（熊本・銀杏クラブ）３─０

山田清子（東京・個人）
▼準決勝
溝口	 8、4、6	 吉田
岡本	 8、-9、5、不明	 内田
▼決勝
溝口京子	 7、8、5	 岡本尚子

平成2年度全日本軟式選手権大会
平成2年6月15～17日、於：岡山市総合文化体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
徐向東（東京・サンリツ）３─０

西谷仁（東京・NTT東京）
元田明人（東京・朝日生命）３─２

清水栄治（神奈川・藤沢信用）
井上琢浩（東京・ITS	三鷹）３─０

原晃（福島・東電第二）
中澤肇（神奈川・関東自動車）３─０

宇佐見真（愛知・新日鉄名古屋）
▼準決勝
徐	 5、4、3	 元田
中澤	 14、-8、-4、8、6	 井上
▼決勝
徐向東	 5、-8、6、7	 中澤肇

□女子シングルス
▼準々決勝
秋山真樹子（東京・第一勧業銀行）３─０

福井美香（北海道・たくぎん）
齋藤富美子（北海道・札幌 TSS）３─１

梅根千恵（北海道・たくぎん）
松川隆子（北海道・たくぎん）３─１

斉藤美香子（青森・みちのく銀行）
山谷弘子（東京・第一勧業銀行）３─２

前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
▼準決勝
齋藤	 5、-6、10、7	 秋山
松川	 10、4、8	 山谷
▼決勝
齋藤富美子	 9、4、6	 松川隆子

□男子ダブルス
▼準々決勝
中澤・江浜（神奈川・関東自動車・日産自動車）

３─１　山本・桜井（石川・七塚町卓協）
徐・尾留川（東京・サンリツ）３─０

黒下・横山（静岡・日産自動車吉原）
渡辺・北山（青森・日専連青森会）３─２

長久保・岡野（千葉・市川市役所）
原・井上（東京・NTT東京）３─１

横山・渡辺（岡山・倉敷化工）
▼準決勝
中澤・江浜	 -9、4、10、-4、8	 徐・尾留川
渡辺・北山	 5、8、8	 原・井上
▼決勝
中澤肇・江浜勲		8、-9、9、-7、8	 渡辺満・北山友幸

□女子ダブルス
▼準々決勝
内宮・山下（東京・サンリツ）３─１

広戸・谷川（山口・徳山曹達）
齋藤・松川（北海道・札幌 TSS・たくぎん）３─０

長野・蒲生（東京・第一勧業銀行）
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福井・上ヶ島（北海道・たくぎん）３─１
斉藤・原田（青森・みちのく銀行）

秋山・山谷（東京・第一勧業銀行）３─２
安部・柴野（兵庫・兵庫卓研）

▼準決勝
齋藤・松川	 5、7、9	 内宮・山下
秋山・山谷	 9、8、5	 福井・上ヶ島
▼決勝
秋山真樹子・山谷弘子　10、9、7	
	 	 齋藤富美子・松川隆子

□混合ダブルス
▼準々決勝
尾留川・山下（東京・サンリツ）３─２

村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）
目加田・山谷（東京・朝日生命・第一勧業銀行）

３─０　湯浅・旭谷（埼玉・所沢まさるク）
松下・福井（北海道・札幌ニッタク・たくぎん）
３─１　原・蒲生（東京・NTT東京・第一勧業銀行）
徐・内宮（東京・サンリツ）３─２

西飯・西飯（三重・21クラブ）
▼準決勝
目加田・山谷	 10、10、2	 尾留川・山下
徐・内宮	 -6、-8、7、7、6	 松下・福井
▼決勝
目加田詩生・山谷弘子　8、-3、13、8	

徐向東・内宮良枝

□男子サーティ
▼準々決勝
川田雄二（東京・朝日生命）３─２

白井正典（香川・健勝苑）
三田村則明（東京・卓楓会）３─０

片山哲郎（東京・NTT東京）
坂本憲一（神奈川・日産自動車）３─０

池田昭弘（東京・NTT東京）
五百崎平（富山・いおさき印刷）３─１

田住五次（神奈川・富士フイルム）
▼準決勝
川田	 8、-8、8、6	 三田村
坂本	 10、5、6	 五百崎
▼決勝
坂本憲一	 8、-10、-9、6、10	 川田雄二

□女子サーティ
▼準々決勝
村上美枝子（宮城・桔梗苦羅舞）３─２

中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
宮川かづよ（岡山・五月会）３─０

柳原恵子（北海道・札幌カトレア）
池田由美子（東京・NTT東京）３─０

杉原淳子（広島・福山レディスクラブ）
有田広美（大阪・枚方卓球センター）３─０

岡本和子（北海道・札幌北斗クラブ）
▼準決勝  
宮川	 ３─２	 村上
池田	 ３─０	 有田
▼決勝
池田由美子	 4、6、2	 宮川かづよ

□男子フォーティ
▼準々決勝
中村提見（東京・個人）３─０

田中昇（神奈川・富士フイルム）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─１

勝英雄（大阪・大経法大教員）
多々良満（東京・向島クラブ）３─１

山内正範（宮城・東北卓球C&C）
柳原正明（北海道・札幌 TSS）３─１

池田彰（神奈川・高倉クラブ）
▼準決勝
村上	 12、5、5	 中村
柳原	 2、-6、6、5	 多々良
▼決勝
柳原正明	 7、-8、10、9	 村上力

□女子フォーティ
▼準々決勝
伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）３─０

宮沢喜美子（東京・文化学園）
小金丸明子（北海道・札幌キャッスル）３─１

加納静子（岡山・ひまわり）
大西多美江（北海道・札幌すずらん）３─０

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）
中桐幸子（兵庫・兵庫卓研）３─１

水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
伊藤	 ３─０	 小金丸
中桐	 ３─１	 大西
▼決勝
伊藤恵美子	 4、8、12	 中桐幸子

□男子フィフティ
▼準々決勝
萩原正喜（群馬・東電群馬）３─０

岩野耕三（東京・横河電機）
内田鉄山（東京・サンフレンド）３─１

月崎昇（宮城・宮城野クラブ）
田中鍛（東京・代々木クラブ）３─０

山城義憲（北海道・札幌球友会）
高橋基道（奈良・学園前クラブ）３─１

有本仁志（神奈川・逗子クラブ）
▼準決勝
萩原	 -7、13、5、5	 内田
田中	 6、-9、6、7	 高橋
▼決勝
萩原正喜	 5、9、10	 田中鍛

□女子フィフティ
▼準々決勝
山田千代子（埼玉・浦和レディース）３─０

黒川初子（東京・オーロラ）
池田章子（大阪・星野クラブ）３─０

金子郁子（愛知・豊橋卓協）
城戸孝子（滋賀・彦卓会）３─１

松山美真子（東京・友クラブ）
鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）３─１

大谷恵美子（京都・紫クラブ）
▼準決勝
池田	 ３─０	 山田
鵜飼	 ３─１	 城戸
▼決勝
池田章子	 9、8、8	 鵜飼圭子

□男子シックスティ
▼準々決勝
永安一郎（愛知・本城クOB）３─１

田中五郎（東京・ベテランクラブ）
長谷川実（三重・鈴鹿協会）３─２

藤岡正夫（京都・個人）
津田三雄（東京・皐月会）３─０

米川良一（三重・スカイラーク）
辻田陽二郎（大阪・大阪ベテラン会）３─２

森操（愛知・卓研会）
▼準決勝
永安	 13、6、-6、5	 長谷川
津田	 7、2、9	 辻田
▼決勝
津田三雄	 5、1、7	 永安一郎

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）３─０

谷川いく子（兵庫・兵庫卓研）
朝倉すみ子（福井・福井ベテラン会）３─０

岡野和代（岡山・平成クラブ）
大野敏子（東京・北葉会）３─１

安彦よし子（東京・ファイナル）
高槻明子（東京・ファイナル）３─０

池野紀美子（北海道・小樽ファミリー）

▼準決勝
田坂	 ３─０	 朝倉
高槻	 ３─０	 大野
▼決勝
田坂清子	 4、9、5	 高槻明子

□男子セブンティ
▼準々決勝
石橋寛（熊本・荒尾）３─２

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
江口龍夫（神奈川・横浜ベテラン会）３─１

堀源明（岡山・岡山ベテラン会）
関元蔵（群馬・前卓友）３─１

笹原孝蔵（滋賀・瀬田卓好会）
須田重三郎（群馬・桐栄会）３─０

鳴海誠二（青森・黒石卓協）
▼準決勝
石橋	 ３─１	 江口
須田	 ３─１	 関
▼決勝
須田重三郎	 8、5、6	 石橋寛

□女子セブンティ
▼準々決勝
溝口京子（愛知・東海支部）３─０

小松せつ（東京・八坂卓研）
千葉キン子（埼玉・健卓会）３─０

小林久子（広島・福山レディスクラブ）
松川テルノ（岡山・平成クラブ）３─１

香川利子（東京・個人）
吉田八重子（香川・フラワーズ）３─２

島トシ子（岩手・花巻市卓協）
▼準決勝
溝口	 ３─０	 千葉
松川	 ３─０	 吉田
▼決勝
松川テルノ	 7、-3、11、-7、8	 溝口京子

平成3年度全日本軟式選手権大会
平成3年3月14～16日

於：京都府福知山市三段池公園総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
徐向東（東京・サンリツ）３─１

津田常徳（宮城・東北電力）
原晃（福島・東京電力）３─１

深津修（群馬・利根郡信金）
鷲見剛（東京・朝日生命）３─１

山崎卓己（宮城・トーキン）
斉藤修（東京・卓楓会）３─１

塩田晋宏（栃木・卓心会）
▼準決勝
徐	 5、5、10	 原
鷲見	 8、-9、-6、8、4	 斉藤
▼決勝
徐向東	 5、4、7	 鷲見剛

□女子シングルス
▼準々決勝
齋藤富美子（北海道・TSS）３─０

蒲生涼子（東京・第一勧業銀行）
今井美恵（神奈川・日電相模原）３─１

堀越芳江（東京・三井生命）
石岡昭子（青森・みちのく銀行）３─２

秋山真樹子（東京・第一勧業銀行）
松川隆子（北海道・たくぎん）３─０

長野麻子（東京・第一勧業銀行）
▼準決勝
齋藤	 -5、6、-8、8、8	 今井
石岡	 4、-10、8、11	 松川
▼決勝
石岡昭子	 7、-6、-11、6、6	 齋藤富美子
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□男子ダブルス
▼準々決勝
村上・清水（神奈川・藤沢信用金庫）３─０

江浜・中澤（神奈川・日産追浜・関東自工）
阿部・清水（香川・四国化成）３─２

原・井上（東京・NTT東京）
原・金村（福島・東京電力・フォセコジャパン）

３─０　長尾・小嶋（京都・京都中央信金）
菅野・西谷（東京・NTT東京）３─１

渡辺・北山（青森・日専連青森会）
▼準決勝
阿部・清水	 3、2、6	 村上・清水
原・金村	 5、10、10	 菅野・西谷
▼決勝
阿部博幸・清水正夫				6、9、9	 原晃・金村功作

□女子ダブルス
▼準々決勝
秋山・山谷（東京・第一勧業銀行）３─０

上ヶ島・高瀬（北海道・たくぎん）
竹越・堀越（東京・三井生命）３─０

梅根・桜井（北海道・たくぎん）
沢田・竹田（富山・北陸銀行）３─０

古川・雑賀（神奈川・日電相模原）
齋藤・松川（北海道・TSS）３─０

原田・石岡（青森・みちのく銀行）
▼準決勝
秋山・山谷	 9、2、9	 竹越・堀越
齋藤・松川	 8、5、2	 沢田・竹田
▼決勝
秋山真樹子・山谷弘子　5、-6、5、8	
	 	 齋藤富美子・松川隆子

□混合ダブルス
▼準々決勝
小籏・堀越（東京・三井生命）３─２

目加田・山谷（東京・朝日生命・第一勧業銀行）
須貝・柴野（兵庫・川西クラブ・兵庫卓研）３─２

池田・栗谷（東京・三井生命）
渡部・秋山（東京・朝日生命）３─２

堀・斉藤（北海道・ニッタククラブ・TSS）
徐・笹尾（東京・サンリツ）３─０
津田・笹本（宮城・東北電力・日立計測サービス）

▼準決勝
小籏・堀越	 3、5、4	 須貝・柴野
渡部・秋山	 8、6、6	 徐・笹尾
▼決勝
小籏聡・堀越芳江	 8、4、8	 渡部淳・秋山真樹子	

□男子サーティ
▼準々決勝
坂本憲一（神奈川・日産追浜）３─０

渡辺敏雄（宮城・青葉クラブ）
白井正典（香川・健勝苑）３─０

小林秀則（群馬・からっ風）
西飯徳康（三重・21クラブ）キケン

粕谷不二夫（埼玉・所沢市役所）
長田善行（宮城・宮城トヨタフォークリフト）

３─１　林太郎（東京・友卓会）
▼準決勝
坂本	 -6、8、-9、8、5	 白井
長田	 -4、8、9、-9、6	 西飯
▼決勝
坂本憲一	 7、7、-10、2	 長田善行

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）３─１

西飯幸子（三重・21クラブ）
中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─２

柳原恵子（北海道・カトレア）
塚田妙子（長野・富士通須坂）３─０

有田広美（大阪・枚方クラブ）
須貝葉子（兵庫・卓愛フレッシュ）３─０

多田成子（大阪・畷クラブ）

▼準決勝
和田	 9、9、11	 中山
須貝	 -9、8、8、4	 塚田
▼決勝
和田温子	 4、2、7	 須貝葉子

□男子フォーティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・TSS）３─１

勝英雄（大阪・大経法大教員）
本多清男（群馬・利根郡信金）３─１

遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）
中村提見（東京・個人）３─１

山内正範（宮城・東北卓球C&C）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

池田彰（神奈川・高倉クラブ）
▼準決勝
柳原	 12、2、7	 本多
村上	 5、6、4	 中村
▼決勝
村上力	 7、9、-10、-9、8	 柳原正明

□女子フォーティ
▼準々決勝
今田幹子（大阪・高槻クラブ）３─２

伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）
加藤政好（埼玉・朝霞クラブ）３─１

岡村美恵子（北海道・個人）
大倉勝子（東京・卓令）３─０

高橋邦子（岡山・山陽クラブ）
小林正子（茨城・水戸葵クラブ）３─２

伊藤恵美子（北海道・十条クラブ）
▼準決勝
今田	 7、8、6	 加藤
大倉	 4、-9、9、7	 小林
▼決勝
大倉勝子	 7、-8、-9、12、6	 今田幹子

□男子フィフティ
▼準々決勝
萩原正喜（群馬・東京電力）３─２

寺井璣（千葉・コスモスポーツ）
白木栄一（三重・三菱ポリテック）３─０

小寺征四郎（大阪・松下電器）
中野輝二（大阪・明星金属）３─１

山田務（福井・福井ベテラン会）
安部實（兵庫・西宮ガーデン）３─１

田中鍛（東京・代々木クラブ）
▼準決勝
白木	 8、5、6	 萩原
安部	 6、7、-9、8	 中野
▼決勝
安部實	 5、5、5	 白木栄一

□女子フィフティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）３─０

神保和子（東京・イーグルス）
土屋慶子（東京・卓美会）３─１

万濃昌子（岡山・玉島クラブ）
河路悦子（愛知・明誠クラブ）３─１

岸和子（新潟・新潟クラブ）
伊藤和子（三重・大金製作所）３─０

鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）
▼準決勝
池田	 5、3、3	 土屋
伊藤	 4、10、4	 河路
▼決勝
伊藤和子	 14、7、-6、6	 池田章子

□男子シックスティ
▼準々決勝
山根将美（大阪・大阪ベテランクラブ）３─０

門阪博次（京都・西京卓研）

森操（愛知・卓研会）３─１
桑城晋一（兵庫・兵庫卓研）

矢島儀蔵（千葉・八州クラブ）３─０
藤本昭義（愛知・愛知県庁）

永安一郎（愛知・本城QB）３─２
小泉治人（東京・ノースクラブ）

▼準決勝
森	 -9、6、6、-8、8	 山根
矢島	 -12、-10、10、8、キケン	 永安
▼決勝
森操	 9、10、-6、4	 矢島儀蔵

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）３─１

安彦よし子（東京・ファイナル）
岩田初美（東京・練馬クラブ）３─２

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
朝倉すみ子（福井・福井ベテラン会）３─２

武田キヨ（東京・卓令）
高槻昭子（東京・個人）３─１

松田きみ子（愛知・豊橋愛豊クラブ）
▼準決勝
田坂	 3、8、-9、7	 岩田
高槻	 2、7、6	 朝倉
▼決勝
田坂清子	 7、5、6	 高槻昭子

□男子セブンティ
▼準々決勝
須田重三郎（群馬・桐栄会）３─２

小田島俊二（新潟・糸魚川クラブ）
多田義憲（香川・仏生山クラブ）３─０

江口龍夫（神奈川・横浜ベテラン会）
関元蔵（群馬・前卓友クラブ）３─０

堀源明（岡山・岡山ベテラン会）
出崎金蔵（埼玉・三郷卓連）３─２

中村欽雄（東京・錦クラブ）
▼準決勝
須田	 6、10、-7、7	 多田
出崎	 10、5、2	 関
▼決勝
須田重三郎	 7、-10、9、9	 出崎金蔵

□女子セブンティ
▼準々決勝
大沼かほる（宮城・レジャーセンター同好会）

３─１　松川テルノ（岡山・平成クラブ）
吉村位子（茨城・大塚卓友）３─１

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
吉田八重子（香川・フラワーズ）３─２

平田操（岡山・平成クラブ）
岩崎歌子（東京・京友クラブ）３─０

溝口京子（愛知・東海支部）
▼準決勝
大沼	 5、5、3	 吉村
岩崎	 4、7、6	 吉田
▼決勝
大沼かほる	 5、8、3	 岩崎歌子

平成4年度全日本軟式選手権大会
平成4年7月3～5日、於：函館市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
徐向東（東京・サンリツ）３─２

八代泰伸（東京・ITS 三鷹）
原雅浩（東京・NTT東京）３─１

菅弘志（神奈川・青嵐クラブ）
井上博茂（東京・NTT東京）３─１

北山友幸（青森・日専連青森会）
横山敬民（大阪・近大職員）３─１

中澤肇（神奈川・関東自動車工業）
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▼準決勝
徐	 -5、6、4、5	 原
横山	 4、1、6	 井上
▼決勝
横山敬民	 6、11、9	 徐向東

□女子シングルス
▼準々決勝
松井玲子（神奈川・日本電気相模原）３─２

石岡昭子（青森・みちのく銀行）
松川隆子（北海道・札幌たくぎん）３─０

堀越芳江（東京・三井生命）
陶海東（東京・サンリツ）３─０

渡辺順子（東京・三井生命）
勝野幸美（愛知・豊田自動織機）３─１

杉山礼子（東京・三井生命）
▼準決勝
松川	 3、8、6	 松井
陶	 7、4、3	 勝野
▼決勝
陶海東	 7、10、2	 松川隆子

□男子ダブルス
▼準々決勝
阿部・清水（香川・四国化成）３─０

目加田・鷲見（東京・朝日生命）
徐・工藤（東京・サンリツ）３─０

菅野・西谷（東京・NTT東京）
原・井上（東京・NTT東京）３─１

村上・中村（千葉・松戸市役所・市川市役所）
渡辺・北山（青森・日専連青森会）３─０

八代・冨沢（東京・ITS 三鷹）
▼準決勝
阿部・清水	 8、-9、-12、8、8	 徐・工藤
渡辺・北山	 10、6、6	 原・井上
▼決勝
阿部博幸・清水正夫　10、-9、9、10	

渡辺満・北山友幸

□女子ダブルス
▼準々決勝
齋藤・松川（北海道 ･札幌 TSS･ 札幌たくぎん）

３─１　野尻・小野（東京・第一勧業銀行）
陶・高橋（東京・サンリツ）３─１

桜井・高橋（北海道・札幌たくぎん）
杉本・和田（東京・第一勧業銀行）３─１

石岡・木村（青森・みちのく銀行）
平田・今井（神奈川・日本電気相模原）３─１

竹越・堀越（東京・三井生命）
▼準決勝
齋藤・松川	 7、8、6	 陶・高橋
平田・今井	 -8、7、7、-8、10	 杉本・和田
▼決勝
平田光代・今井美恵　4、-5、10、-9、8	
	 	 齋藤富美子・松川隆子

□混合ダブルス
▼準々決勝
横井・菊池（愛知・豊田自動織機）３─０
津田・笹本（宮城・東北電力山形・日立計測サービス）
面・松川（北海道 ･札幌 JR北海道 ･札幌たくぎん）
３─０　池山・松井（神奈川・青嵐クラブ・日電相模原）
徐・陶（東京・サンリツ）３─１
堀・斉藤（北海道・ニッタククラブ・札幌 TSS）

渡辺・石岡（青森 ･日専連青森会 ･みちのく銀行）
３─１　林・小泉（東京・友卓会・NTクラブ）

▼準決勝
面・松川	 9、5、-8、-9、9	 	横井・菊池
徐・陶	 5、-9、4、3	 渡辺・石岡
▼決勝
徐向東・陶海東	 4、7、3	 面俊己・松川隆子

	

□男子サーティ
▼準々決勝
林朋実（北海道・まるだいクラブ）３─１

長崎静男（愛知・名古屋鉄道）
黒羽隆二（東京・唐橋卓球クラブ）３─１

佐野秀雄（神奈川・中原クラブ）
佐々木信之（北海道・G4クラブ）３─０

林太郎（東京・友卓会）
李鵬（香川・四国化成）３─０

長田善行（宮城・トヨタフォークリフト）
▼準決勝
黒羽	 8、3、8	 林
李	 6、7、-11、4	 佐々木
▼決勝
李鵬	 6、9、6	 黒羽隆二

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）３─２

前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
柳原恵子（北海道・札幌カトレア）３─１

有田広美（大阪・枚方クラブ）
表原清美（北海道・札幌カトレア）３─２

中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
塚田妙子（長野・富士通須坂）３─０

小林妙子（北海道・室蘭住生）
▼準決勝
和田	 5、6、5	 柳原
表原	 -4、3、5、7	 塚田
▼決勝
和田温子	 10、8、8	 表原清美

□男子フォーティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

多々良満（東京・錦クラブ）
福本秀夫（千葉・袖ヶ浦クラブ）３─２

三田村則明（東京・卓楓会）
中村芳則（北海道・JR北海道）３─２

津久井利和（群馬・卓竜会）
柳原正明（北海道・札幌 TSS）３─０

小倉剛（埼玉・自動車機器）
▼準決勝
村上	 6、4、5	 福本
柳原	 10、6、-10、3	 中村
▼決勝
村上力	 9、9、7	 柳原正明

□女子フォーティ
▼準々決勝
阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）３─０

安村千恵子（岐阜・新生クラブ）
高橋邦子（岡山・山陽クラブ）３─２

伊藤恵美子（福島・三本松毛晒工業）
伊藤恵美子（北海道・釧路十条クラブ）３─０

橋本和子（神奈川・高倉クラブ）
小林正子（茨城・水戸葵クラブ）３─１

河本美代子（滋賀・びわこ卓研）
▼準決勝
高橋	 9、8、7	 阿久津
小林	 5、8、-3、-9、7	 伊藤
▼決勝
高橋邦子	 10、9、4	 小林正子

□男子フィフティ
▼準々決勝
高橋基道（奈良・大和銀行）３─０

赤池貞臣（宮城・日立電子）
内田鉄山（山形・べにはなクラブ）３─１

萩原正喜（群馬・東京電力）
中野輝二（大阪・明星金属）３─１

寺井璣（千葉・コスモスポーツ）
小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼）３─１

田中鍛（東京・代々木クラブ）

▼準決勝
高橋	 -10、5、9、6	 内田
小浜	 5、11、6	 中野
▼決勝
小浜豊喜	 8、4、-8、7	 高橋基道

□女子フィフティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・大金製作所）キケン

鵜木栄子（大阪・大阪卓球クラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）３─０

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
神保和子（東京・イーグルス）３─１

河路悦子（愛知・明誠クラブ）
西口祥子（愛知・豊川支部）３─２

池田章子（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
伊藤	 5、-8、4、-2、6	 土屋
神保	 17、9、5	 西口
▼決勝
伊藤和子	 6、-10、9、9	 神保和子

□男子シックスティ
▼準々決勝
森操（愛知・卓研会）３─０

津田三雄（大阪・大阪ベテラン会）
藤本昭義（愛知・愛知県庁）３─２

小泉治人（東京・ノースクラブ）
濱惣六（長野・岡谷ベテラン会）３─１

山口満男（埼玉・越谷クラブ）
山田務（福井・福井ベテラン会）３─０

矢島儀蔵（千葉・千葉市）
▼準決勝
森	 7、6、-10、3	 藤本
濱	 9、8、-6、9	 山田
▼決勝
森操	 -8、-5、11、5、10	 濱惣六

□女子シックスティ
▼準々決勝
田坂清子（山口・岩国クラブ）３─２

松居喜美子（東京・大田クラブ）
岩田初美（東京・練馬クラブ）３─０

松田きみ子（愛知・愛豊クラブ）
鯨井かね子（東京・皐月会）３─２

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
高槻昭子（東京・京光会）３─０

大野敏子（東京・まどかクラブ）
▼準決勝 
田坂	 6、6、-9、8	 岩田
高槻	 6、4、7	 鯨井
▼決勝
田坂清子	 -6、-11、5、10、10	 高槻昭子

□男子セブンティ
▼準々決勝
須田重三郎（群馬・桐栄会）３─０

河野力（青森・十和田熟年）
中村慶雄（東京・皐月会）３─０

堀源明（岡山・岡山ベテラン会）
中村欽雄（東京・錦クラブ）３─１

小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）
吉木正之（京都・洛友会）３─１

鈴木敬美（東京・皐月会）
▼準決勝
須田	 -3、3、-5、4、10	 中村慶
吉木	 5、5、6	 中村欽
▼決勝
須田重三郎	 6、8、8	 吉木正之

□女子セブンティ
▼準々決勝
吉村位子（茨城・大塚卓友）３─０

佐々木みよ子（東京・八坂卓研）
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溝口京子（愛知・東海支部）３─０
小松せつ（東京・八坂卓研）

中村静代（新潟・信濃クラブ）キケン
平田操（岡山・ジョイ卓）

佐藤トヨ（北海道・札幌球友会）３─０
反町浩子（東京・ひよこクラブ）

▼準決勝
吉村	 -7、8、10、9	 溝口
佐藤	 10、8、-8、-12、6	 中村
▼決勝
佐藤トヨ	 4、4、8	 吉村位子

平成5年度全日本軟式選手権大会
平成5年7月8～11日、於：鳥取市民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
渡辺満（青森・日専連青森会）３─２

鷲見剛（東京・朝日生命）
原晃（福島・東京電力）３─２

中田博文（鳥取・鳥取トクオカ）
井上博茂（東京・NTT東京）３─１

谷田勝之（神奈川・高倉クラブ）
徐向東（東京・サンリツ）３─０

中田雅和（東京・NTT東京）
▼準決勝
渡辺	 -10、9、8、5	 原
徐	 -8、2、-10、2、5	 井上
▼決勝
徐向東	 4、8、9	 渡辺満

□女子シングルス
▼準々決勝
陶海東（東京・サンリツ）３─２

齋藤富美子（北海道・G4クラブ）
石岡昭子（青森・みちのく銀行）３─１

高橋陽子（北海道・札幌たくぎん）
池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）３─０

浜崎純子（石川・富樫クラブ）
松川隆子（北海道・たくぎん）３─１

松川薫子（北海道・ちゅうしん）
▼準決勝
陶	 1、6、4	 石岡
松川	 9、9、8	 池田
▼決勝
陶海東	 5、4、5	 松川隆子

□男子ダブルス
▼準々決勝
阿部・清水（香川・四国化成）３─１
加藤・駒瀬（岐阜 ･鶯谷女子教員 ･美濃加茂市役所）
原・金村（福島・東京電力・フォセコジャパン）

３─０　門脇・高橋（北海道・JR北海道）
中川・高美（大阪・光洋化学）３─１

横井・阿部（愛知・豊田自動織機）
北山・渡辺（青森・日専連青森会）３─２

田村・久保（東京・太陽信用金庫）
▼準決勝
阿部・清水	 4、7、7	 原・金村
中川・高美	 -6、-4、11、9、9	 北山・渡辺
▼決勝
阿部博幸・清水拡嗣	 3、7、4	 中川太・高美龍太	

□女子ダブルス
▼準々決勝
齋藤・松川（北海道・G4クラブ・たくぎん）３─０

沖・入江（北海道・ちゅうしん・たくぎん）
上ヶ島・高瀬（北海道・たくぎん）３─２
池田・伊藤（埼玉・小江戸クラブ・青木信用金庫）

伊藤・松原（三重・大金製作所）３─２
堤・中沢（東京・明治生命）

石岡・木村（青森・みちのく銀行）３─１
真崎・藤田（秋田・田沢湖卓球クラブ・秋田銀行）

▼準決勝
齋藤・松川	 11、4、3	 上ヶ島・高瀬
石岡・木村	 8、5、7	 伊藤・松原
▼決勝
齋藤富美子・松川隆子		3、4、6	石岡昭子・木村優子

□混合ダブルス
▼準々決勝
徐・陶（東京・サンリツ）３─０

井上・片岡（岡山・トマト銀行）
村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞・仙台第２中）

３─１　横井・菊池（愛知・豊田織機）
渡辺・石岡（青森 ･日専連青森会 ･みちのく銀行）
３─２　久保・堤（東京・太陽信用金庫・明治生命）
青柳・笹尾（東京・サンリツ）３─０

長縄・和田（岐阜・富卓会）
▼準決勝
徐・陶	 -9、2、2、7	 村上・村上
渡辺・石岡	 4、7、9	 青柳・笹尾
▼決勝
徐向東・陶海東	 7、4、4	 渡辺満・石岡昭子

□男子サーティ
▼準々決勝
李鵬（香川・四国化成）３─０

久保定道（東京・太陽信用金庫）
新貝博（宮城・東北電力）キケン

青柳次郎（山形・NEC山形）
高木和正樹（東京・千代田クラブ）３─１

柿沼直樹（埼玉・電元オートメーション）
江浜勲（神奈川・日産自動車）３─０

深津修（群馬・利根信金）
▼準決勝
新貝	 -7、9、-11、6、8	 李
高木和	 8、10、-8、-9、6	 江浜
▼決勝
高木和正樹	 7、10、9	 新貝博

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）３─１

多田成子（大阪・畷クラブ）
佐藤章子（茨城・水戸葵クラブ）３─２

中山幸子（東京・ぴんぽんクラブ）
有田広美（大阪・枚方クラブ）３─１

飯田智代美（群馬・卓龍会）
矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）３─０

鈴木佳子（茨城・雅クラブ）
▼準決勝
和田	 10、4、6	 佐藤
矢澤	 8、6、-3、8	 有田
▼決勝
矢澤玉華	 9、-4、6、10	 和田温子

□男子フォーティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）
多々良満（東京・錦クラブ）３─２

下田一十四（静岡・日産自動車）
政本尚（奈良・北和女子教員）３─０

福本秀夫（千葉・袖ヶ浦クラブ）
横田貞義（山口・三井石化）３─０

柳原正明（北海道・札幌 TSS）
▼準決勝
村上	 7、7、-9、9	 多々良
政本	 9、12、5	 横田
▼決勝
政本尚	 8、-5、-10、5、9	 村上力

□女子フォーティ
▼準々決勝
高橋邦子（岡山・山陽クラブ）３─０

村木妙子（埼玉・所沢）

阿久津しげ子（茨城・双葉台クラブ）３─０
水口美穂子（東京・武蔵野クラブ）

伊藤恵美子（北海道・釧路十条クラブ）３─１
小枝陽子（岡山・岡山ベテラン会）

小林正子（茨城・水戸葵クラブ）３─０
原田かづ子（東京・武蔵野クラブ）

▼準決勝
高橋	 3、6、2	 阿久津
伊藤	 13、4、6	 小林
▼決勝
高橋邦子	 9、12、10	 伊藤恵美子

□男子フィフティ
▼準々決勝
小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼）３─１

嶋田俊（大阪・大阪ベテラン会）
広瀬進（大阪・光洋精工）３─０

竹原稔雅（岡山・倉敷化工）
中野輝二（大阪・明星金属）３─１

田中鍛（東京・代々木クラブ）
萩原正喜（群馬・東京電力）３─２

高橋基道（奈良・大和銀行）
▼準決勝
小浜	 -3、8、-6、6、8	 広瀬
中野	 -12、4、9、6	 萩原
▼決勝
中野輝二	 -8、12、-9、10、9	 小浜豊喜

□女子フィフティ
▼準々決勝
伊藤和子（岡山・大金クラブ）３─１

長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）
西口祥子（愛知・豊川支部）３─０

鵜木栄子（大阪・大阪卓球クラブ）
河路悦子（愛知・明誠クラブ）３─０

土屋慶子（東京・卓美会）
神保和子（東京・イーグルス）３─１

林明美（大阪・大阪ベテラン会）
▼準決勝
伊藤	 5、2、9	 西口
神保	 6、10、7	 河路
▼決勝
伊藤和子	 7、-9、7、2	 神保和子

□男子シックスティ
▼準々決勝
森操（愛知・卓研会）３─０

宍戸信夫（東京・卓楓会）
山田務（福井・福井ベテラン会）３─２

正野素行（大阪・大阪ベテラン会）
藤本昭義（愛知・愛知県庁）３─１

長谷川実（三重・鈴鹿協会）
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）３─２

月崎昇（宮城・宮城野クラブ）
▼準決勝
山田	 13、12、11	 森
濱	 -8、5、6、3	 藤本
▼決勝
山田務	 -12、11、6、8	 濱惣六

□女子シックスティ
▼準々決勝
西村キヨ子（長野・岡谷市役所）３─０

山崎季久子（神奈川・相卓会）
宮川禮子（東京・卓令）３─０

梅林千勢（兵庫・カトレヤ）
金子郁子（愛知・豊橋卓球協会）３─０

浅野秀子（新潟・桜球クラブ）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）３─０

高槻昭子（東京・京光会）
▼準決勝
宮川	 6、9、10	 西村
金子	 3、-4、8、-1、7	 土佐
▼決勝
金子郁子	 8、5、4	 宮川禮子
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□男子セブンティ
▼準々決勝
須田重三郎（群馬・桐栄会）３─２

鈴木敬美（東京・皐月会）
河野巧（広島・マツダOB）３─０

中村欽雄（東京・錦クラブ）
小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

高木実（北海道・函館卓栄会）
吉木正之（京都・洛友クラブ）３─１

多田義憲（香川・仏生山クラブ）
▼準決勝
河野	 3、3、10	 須田
吉木	 7、6、4	 小川
▼決勝
河野巧	 8、4、6	 吉木正之

□女子セブンティ
▼準々決勝
山田ミヤ（東京・皐月会）３─０

佐々木みよ子（東京・八坂卓研）
佐藤良子（東京・芙蓉）３─０

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
中村静代（新潟・信濃クラブ）３─１

池野紀美子（北海道・小樽ファミリー）
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─０

赤塚純子（東京・皐月会）
▼準決勝
佐藤	 5、5、9	 山田
中村	 -4、7、8、4	 橋本
▼決勝
中村静代	 5、3、7	 佐藤良子

平成6年度全日本軟式選手権大会
平成6年7月7～10日、於：金沢市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
徐向東（東京・サンリツ）３─１

道広直行（東京・サンリツ）
中澤肇（神奈川・関東自動車工業）３─０

岩崎章行（大阪・住友金属大阪）
中田博文（鳥取・鳥取トクオカ）３─２

井上博茂（東京・NTT東京）
山崎一也（東京・サンリツ）３─１

勝田信幸（京都・京都中央信金）
▼準決勝
中澤	 7、2、-2、8	 徐
山崎	 -9、6、6、12	 中田
▼決勝
山崎一也	 -6、-4、9、11、10	 中澤肇

□女子シングルス
▼準々決勝
陶海東（東京・サンリツ）３─０

堤陽子（東京・明治生命）
桜井聖子（北海道・札幌たくぎん）３─０

笹尾良枝（東京・サンリツ）
齋藤富美子（北海道・札幌ニッタククラブ）３─１

石岡昭子（青森・みちのく銀行）
藤森隆子（北海道・札幌たくぎん）３─１

小林みちる（岩手・宮古漁協）
▼準決勝
陶	 6、6、6	 桜井
齋藤	 5、-9、6、9	 藤森
▼決勝
陶海東	 7、5、4	 齋藤富美子

□男子ダブルス
▼準々決勝
原・井上（東京・NTT東京）３─０

岩崎・大下本（大阪・住友金属大阪）
勝田・芝（京都・京都中央信金）３─１

柳原・佐々木（北海道・札幌G4クラブ）

徐・工藤（東京・サンリツ）３─０
三野・青井（石川・鳥屋町卓協）

北山・渡辺（青森・日専連青森会）３─１
門脇・高橋（北海道・JR北海道）

▼準決勝
原・井上	 8、3、-5、6	 勝田・芝
徐・工藤	 9、8、-6、12	 北山・渡辺
▼決勝
徐向東・工藤芽	 7、11、9	 原雅浩・井上博茂	

□女子ダブルス
▼準々決勝
陶・柳沢（東京・サンリツ）３─２

石岡・木村（青森・みちのく銀行）
堤・中沢（東京・明治生命）３─０

遠藤・早川（東京・丸紅）
竹田・紙井（富山・北陸銀行）３─２

斉藤・松川（北海道・G4クラブ・たくぎん）
高瀬・佐々木（北海道・札幌たくぎん）３─０

池西・入山（東京・丸紅）
▼準決勝
堤・中沢	 2、7、-8、-8、9	 陶・柳沢
竹田・紙井	 4、-7、7、15	 高瀬・佐々木
▼決勝
堤陽子・中沢麻紀子　9、-7、-9、3、6	

竹田真智子・紙井恭子

□混合ダブルス
▼準々決勝
徐・陶（東京・サンリツ）３─０

尾関・水野（愛知・三菱重工）
門脇・高瀬（北海道・札幌 JR・札幌たくぎん）

３─０　青柳・笹尾（東京・サンリツ）
吉田・小林（富山・北陸銀行）３─２

藤井・鈴木（茨城・日立電線・雅クラブ）
渡辺・石岡（青森 ･日専連青森会 ･みちのく銀行）
３─１		高橋・高橋（北海道･札幌 JR･札幌たくぎん）
▼準決勝
徐・陶	 6、11、7	 門脇・高瀬
吉田・小林	 11、-8、-6、7、3	 渡辺・石岡
▼決勝
徐向東・陶海東　3、-7、2、-7、10	
	 	 吉田真博・小林巳佐代

□男子サーティ
▼準々決勝
山平直衛（青森・浪岡卓協）３─１

小嶋佳人（京都・京都中央信金）
松村直幸（岩手・川徳百貨店）３─１

黒下繁（静岡・日産自動車）
五百崎平（富山・いおさき印刷）３─０

池田昭弘（埼玉・小江戸クラブ）
大内雅之（福島・県信用保証協会）３─１

松本直也（愛媛・松山大学職員）
▼準決勝
松村	 8、-10、6、6	 山平
五百崎	 -6、6、9、9	 大内
▼決勝
松村直幸	 4、-6、10、-9、6	 五百崎平

□女子サーティ
▼準々決勝
矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）３─０

飯田智代美（群馬・卓龍会）
佐藤章子（茨城・水戸葵クラブ）３─０

渡辺悦子（福島・三浦卓球クラブ）
前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─１

有田広美（大阪・枚方クラブ）
和田温子（岐阜・富卓会）３─２

大嶋由美（大阪・大阪ひまわり）
▼準決勝
矢澤	 4、4、8	 佐藤
和田	 9、-7、9、9	 前田

▼決勝
和田温子	 6、12、-4、-9、2	 矢澤玉華

□男子フォーティ
▼準々決勝
外賀久雄（和歌山・和歌山第二工業高）３─１

畠山講史郎（東京・都庁）
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）３─０

筒井正克（大阪・清友クラブ）
横田貞義（山口・三井石化）３─０

外川博（兵庫・関西電力）
佐藤政博（三重・上野クラブ）３─１

川原清（富山・小杉卓友会）
▼準決勝
柳原	 2、7、4	 外賀
横田	 -10、7、4、7	 佐藤
▼決勝
柳原正明	 4、8、-10、-6、10	 横田貞義

□女子フォーティ
▼準々決勝
日下部鈴子（神奈川・逗子クラブ）３─０

池田好恵（広島・福山レディース）
中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─２

花村快子（奈良・生駒卓球）
大坪佳美（愛知・ポピンズ）３─２

伊藤恵美子（福島・千本松毛晒）
伊藤恵美子（北海道・釧路十条クラブ）３─０

戸田光子（愛知・サンクラブ）
▼準決勝
中山	 10、-6、10、-17、6	 日下部
大坪	 8、-7、8、7	 伊藤
▼決勝
中山幸子	 9、9、-4、5	 大坪佳美

□男子フィフティ
▼準々決勝
中野輝二（大阪・明星金属）３─０

斉藤孝（静岡・安倍川クラブ）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）３─０

渡辺一治郎（新潟・川西クラブ）
和田紘一（神奈川・藤沢市役所）３─１

稲垣英喜（静岡・清水国際高職員）
小浜豊喜（兵庫・神戸製鋼）３─１

柳川常寿（神奈川・関西ペイント）
▼準決勝
中野	 6、-8、6、3	 鈴木
小浜	 6、11、7	 和田
▼決勝
小浜豊喜	 8、-6、6、4	 中野輝二

□女子フィフティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・大金製作所）３─１

土屋慶子（東京・卓美会）
河路悦子（愛知・明誠クラブ）キケン

鵜木栄子（大阪・個人）
大倉勝子（東京・卓令）３─２

西口祥子（愛知・豊川支部）
神保和子（東京・イーグルス）３─２

池田章子（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
伊藤	 5、4、-4、9	 河路
大倉	 6、3、6	 神保
▼決勝
大倉勝子	 -2、5、11、11	 伊藤和子

□男子シックスティ
▼準々決勝
奥原靖夫（山口・下関ベテラン会）３─１

山田務（福井・福井ベテラン会）
藤本昭義（愛知・AFクラブ）３─０

小泉治人（東京・ノースクラブ）
万力悦雄（富山・和合クラブ）３─２

森操（愛知・卓研クラブ）
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濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）３─０
長谷川実（三重・鈴鹿協会）

▼準決勝
奥原	 15、-2、-8、6、5	 藤本
濱	 1、-5、8、5	 万力
▼決勝
濱惣六	 -11、7、5、キケン	 奥原靖夫

□女子シックスティ
▼準々決勝
大和桂子（北海道・グリーンクラブ）３─０

大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）
高槻昭子（東京・京光会）３─２

横山幸子（兵庫・チャレンジャー）
土佐昭子（神奈川・浜卓会）３─０

矢野志のぶ（大阪・高槻クラブ）
宮川禮子（東京・卓令）３─１

浅野秀子（新潟・桜球クラブ）
▼準決勝
大和	 -7、8、6、6	 高槻
土佐	 -8、4、-8、7、9	 宮川
▼決勝
土佐昭子	 10、-9、-2、6、5	 大和桂子

□男子セブンティ
▼準々決勝
河野巧（広島・マツダOB）３─０

小中新一郎（北海道・函館卓栄会）
中村欽雄（東京・錦クラブ）３─１

高井英男（群馬・沼田卓球）
三浦明（宮城・萩クラブ）３─１

鈴木敬美（東京・皐月会）
吉木正之（京都・洛友クラブ）３─０

村上四郎（青森・黒石卓協）
▼準決勝
河野	 3、3、6	 中村
三浦	 6、10、8	 吉木
▼決勝
河野巧	 8、11、8	 三浦明

□女子セブンティ
▼準々決勝
中村静代（新潟・信濃クラブ）３─１

中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）
生野雅（大分・さざんかクラブ）３─０

溝口京子（愛知・東海支部）
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─０

赤塚純子（東京・皐月会）
池野紀美子（北海道・小樽個人）キケン

松川テルノ（岡山・ジョイ卓）
▼準決勝
生野	 8、8、-9、6	 中村
橋本	 4、8、-1、10	 池野
▼決勝
橋本紀美子	 9、10、4	 生野雅

平成7年度全日本軟式選手権大会
平成7年6月22～25日

於：青森県総合運動公園県民体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
原晃（福島・東京電力）３─１

船山裕二（東京・太陽信用金庫）
佐藤茂伸（千葉・卓修会）３─１

芝雅人（京都・京都中央信金）
徐向東（東京・サンリツ）３─１

清水栄治（神奈川・高倉クラブ）
門脇宏幸（北海道・札幌 JR）３─２

南博行（大阪・光洋精工）
▼準決勝
原	 -9、6、4、5	 佐藤
徐	 3、7、7	 門脇

▼決勝
徐向東	 9、10、9	 原晃

□女子シングルス
▼準々決勝
李進（青森・みちのく銀行）３─２

川崎小巻（滋賀・松下電工彦根）
藤森隆子（北海道・札幌たくぎん）３─１

高瀬朋美（北海道・札幌たくぎん）
石岡昭子（青森・みちのく銀行）３─０

片岡範江（東京・明治生命）
室重明世（東京・サンリツ）３─１

呉蓉（三重・大金製作所）
▼準決勝
李	 9、-10、7、9	 藤森
室重	 8、9、9	 石岡
▼決勝
李進	 4、6、5	 室重明世

□男子ダブルス
▼準々決勝
徐・工藤（東京・サンリツ）３─０

岩崎・大下本（大阪・住友金属大阪）
高橋・門脇（北海道・札幌 JR）３─２

勝田・芝（京都・京都中央信金）
澤畑・津田（宮城・青葉クラブ・東北電力）３─２

道広・渡辺（東京・サンリツ）
久保・船山（東京・太陽信用金庫）３─１

藤井・佐藤（茨城・日立電線土浦）
▼準決勝
徐・工藤	 -8、5	、10、-9、8	 高橋・門脇
久保・船山	 8、-6、5、8	 澤畑・津田
▼決勝
徐向東・工藤芽　12、4、-8、3	
	 	 久保定道・船山裕二

□女子ダブルス
▼準々決勝
高橋・入江（北海道・札幌たくぎん）３─０

石岡・木村（青森・みちのく銀行）
室重・下岡（東京・サンリツ）３─０

小林・三橋（富山・北陸銀行）
齋藤・藤森（北海道 ･ニッタククラブ ･たくぎん）

３─０　陶・柳沢（東京・サンリツ）
村川・川崎（滋賀・松下電工彦根）３─２

池西・入山（東京・丸紅）
▼準決勝
高橋・入江	 4、5、2	 室重・下岡
齋藤・藤森	 9、5、4	 村川・川崎
▼決勝
齋藤富美子・藤森隆子	8、6、7	高橋陽子・入江香里

□混合ダブルス
▼準々決勝
徐・陶（東京・サンリツ）３─０

高橋・高橋（北海道・札幌 JR・札幌たくぎん）
藤森・藤森（北海道・札幌市交通局・たくぎん）

３─１　渡辺・下岡（東京・サンリツ）
北山・李（青森・日専連青森会・みちのく銀行）
３─０　門脇・高瀬（北海道・札幌 JR・たくぎん）
吉田・小林（富山・北陸銀行）３─０

棟方・入江（北海道・札幌 JR・札幌たくぎん）
▼準決勝
徐・陶	 5、5、4	 藤森・藤森
北山・李	 8、11、9	 吉田・小林
▼決勝
徐向東・陶海東	 9、7、7	 北山友幸・李進

□男子サーティ
▼準々決勝
松村直幸（岩手・川徳百貨店）３─１

弘光利之（東京・友卓会）
林太郎（東京・友卓会）３─１

榎並昭一（栃木・JT北関東）

久保定道（東京・太陽信用金庫）３─０
岡野淳一（千葉・市川市役所）

長尾達治（京都・京都中央信金）３─０
長田善行（宮城・宮城トヨタフォークリフト）

▼準決勝
林	 10、11、-11、11	 松村
長尾	 -12、6、5、8	 久保
▼決勝
長尾達治	 6、11、7	 林太郎

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）３─０

青山成美（千葉・市川市レディースクラブ）
村上るり子（青森・青森フェニックス）キケン

佐藤章子（茨城・水戸葵クラブ）
前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─０

上原直美（千葉・キャロットクラブ）
葛貫良枝（神奈川・高倉クラブ）３─０

西村千加子（大分・速見クラブ）
▼準決勝
和田	 6、8、7	 村上
前田	 1、5、5	 葛貫
▼決勝
和田温子	 5、-9、6、5	 前田幸子

□男子フォーティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）３─０

平井千民（東京・NTT通研）
畠山講史郎（東京・東京都庁）３─２

遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

千葉平（東京・JR東日本東京）
三田村則明（東京・卓楓会）３─２

横田貞義（山口・三井石油化学）
▼準決勝
柳原	 7、6、7	 畠山
三田村	 -8、10、10、-10、6	 村上
▼決勝
柳原正明	 5、1、6	 三田村則明

□女子フォーティ
▼準々決勝
中田文子（青森・青森フェニックス）３─０

中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
有田広美（大阪・枚方クラブ）３─０

高橋邦子（岡山・山陽クラブ）
花村快子（奈良・生駒卓協）３─１

伊藤恵美子（北海道・函館アスビア化粧品）
小林幸子（東京・ホークス）３─２

柳原恵子（北海道・札幌カトレア）
▼準決勝
有田	 8、8、5	 中田
花村	 10、7、6	 小林
▼決勝
有田広美	 8、6、3	 花村快子

□男子フィフティ
▼準々決勝
小浜豊喜（兵庫・神戸クラブ）３─０

柳沢光男（長野・NTT信越）
富岡成一（福島・いわき卓球）３─０

広瀬進（大阪・光洋精工）
萩原正喜（群馬・東京電力）３─１

高橋基道（奈良・大和銀行）
中野輝二（大阪・明星金属）３─０

小倉剛（埼玉・自動車機器）
▼準決勝
小浜	 7、8、5	 富岡
中野	 1、7、-10、11	 萩原
▼決勝
中野輝二	 7、4、5	 小浜豊喜
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□女子フィフティ
▼準々決勝
長瀬ちづ子（愛知・明誠クラブ）３─２

大倉勝子（東京・卓令）
池田章子（大阪・星野クラブ）３─１

白倉明子（新潟・青陵クラブ）
神保和子（東京・イーグルス）３─１

河村泰子（山口・周南クラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）３─０

河路悦子（愛知・明誠クラブ）
▼準決勝
池田	 4、4、7	 長瀬
神保	 8、-11、9、5	 土屋
▼決勝
池田章子	 6、9、-10、9	 神保和子

□男子シックスティ
▼準々決勝
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）３─０

月崎昇（宮城・宮城野クラブ）
岩野耕三（東京・萩中クラブ）３─２

藤本昭義（愛知・AFクラブ）
永安一郎（愛知・本城フェニックス）３─１

横山武利（北海道・室蘭NTC）
鵜鷹茂（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

都野実（群馬・伊勢崎クラブ）
▼準決勝
濱	 4、-5、-6、5、10	 岩野
永安	 10、7、-10、-3、7	 鵜鷹
▼決勝
濱惣六	 2、3、4	 永安一郎

□女子シックスティ
▼準々決勝
土佐昭子（神奈川・浜卓会）３─１

佐藤和恵（北海道・札幌すみれ）
高槻昭子（東京・京光会）３─２

大塚徳子（大阪・大阪ベテラン会）
伊藤和子（三重・大金製作所）３─０

菅沢文子（埼玉・鳩ヶ谷クラブ）
金子郁子（愛知・豊卓レディース）３─２

大和桂子（北海道・札幌グリーンクラブ）
▼準決勝
土佐	 9、2、3	 高槻
伊藤	 7、4、11	 金子
▼決勝
伊藤和子	 6、6、-10、6	 土佐昭子

□男子セブンティ
▼準々決勝
河野巧（広島・マツダOB）３─０

高木実（北海道・函館卓栄会）
吉木正之（大阪・大阪ベテラン会）３─０

鈴木敬美（東京・皐月会）
高井英男（群馬・沼田卓球）３─０

工藤裕三（青森・青森ベテラン会）
古山榮助（福島・福島サンクラブ）３─２

三浦明（宮城・萩クラブ）
▼準決勝
河野	 9、6、8	 吉木
高井	 -8、13、10、9	 古山
▼決勝
河野巧	 7、10、8	 高井英男

□女子セブンティ
▼準々決勝
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─１

佐藤トシ（青森・青森ママ卓球）
田坂清子（山口・岩国クラブ）３─０

松田きみ子（愛知・愛豊クラブ）
池野紀美子（北海道・小樽個人）３─２

大野敏子（東京・まどかクラブ）
岩崎歌子（東京・京友クラブ）３─１

生野雅（大分・さざんかクラブ）

▼準決勝
田坂	 2、6、9	 橋本
池野	 8、-8、7、6	 岩崎
▼決勝
田坂清子	 1、3、-9、4	 池野紀美子

□男子エイティ
▼準々決勝
宮野馨次郎（東京・皐月会）３─１

小中新一郎（北海道・函館卓栄会）
奥沢武（東京・皐月会）３─１

真壁酉明（北海道・函館卓栄会）
林田正浩（東京・皐月会）３─２

真嶋利夫（大阪・大阪ベテラン会）
菊池修四郎（北海道・稚内球友クラブ）３─２

渡部繁治（東京・西東京クラブ）
▼準決勝
奥沢	 -6、-7、7、8、10	 宮野
菊池	 1、8、6	 林田
▼決勝
奥沢武	 4、-4、4、-8、7	 菊池修四郎

□女子エイティ
▼準々決勝
宇都かおる（鹿児島・わかな）３─０

香川利子（東京・八坂卓研）
吉田八重子（香川・丸亀フラワーズ）３─２

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
山田清子（東京・こだまクラブ）３─１

小坂君子（広島・わかばクラブ）
内田雪江（熊本・愛球クラブ）３─１

千葉キン子（埼玉・健卓会）
▼準決勝
吉田	 10、4、9	 宇都
内田	 3、5、1	 山田
▼決勝
内田雪江	 8、3、-8、10	 吉田八重子

平成8年度全日本軟式選手権大会
平成8年7月12～14日

於：青森県黒石市スポカルイン黒石

□男子シングルス
▼準々決勝
徐向東（東京・サンリツ）３─１

小林伸好（京都・京都中央信金）
小田桐憲仁（岩手・富士大学教員）３─２

船山裕二（東京・太陽信用金庫）
道広直行（東京・サンリツ）３─２

富樫孝之（東京・ITS 三鷹）
芝雅人（京都・京都中央信金）３─０

山田和彦（北海道・美唄市役所）
▼準決勝
徐	 9、3、9	 小田桐
芝	 -11、8、9、6	 道広
▼決勝
徐向東	 7、5、-11、-9、6	 芝雅人

□女子シングルス
▼準々決勝
李進（青森・みちのく銀行）３─０

猪俣圭子（東京・東芝メディカル）
陶海東（東京・サンリツ）３─０

土川麻子（東京・個人）
石岡昭子（青森・みちのく銀行）３─２

呉蓉（三重・エクセディ上野事業所）
川崎小巻（滋賀・松下電工彦根）３─２

室重明世（東京・サンリツ）
▼準決勝
李	 -6、-10、3、8、8	 陶
川崎	 6、7、8	 石岡
▼決勝
李進	 6、5、3	 川崎小巻

□男子ダブルス
▼準々決勝
渡辺・北山（青森・日専連青森会）３─１

長尾・小嶋（京都・京都中央信金）
藤井・佐藤（茨城・日立電線）３─１

津田・澤畑（宮城・東北電力・青葉クラブ）
道広・渡辺（東京・サンリツ）３─２

原・井上（東京・NTT東京）
岡野・蛭田（千葉・市川市役所・川鉄）３─０

久保・船山（東京・太陽信用金庫）
▼準決勝
藤井・佐藤	 -8、3、6、-4、9	 渡辺・北山
岡野・蛭田	 3、6、4	 道広・渡辺
▼決勝
藤井慎一・佐藤勝彦　11、-4、-5、11、7

岡野淳一・蛭田浩文

□女子ダブルス
▼準々決勝
齋藤・藤森（北海道・札幌ニッタククラブ）３─０

中田・赤石（青森・青森フェニックス）
竹田・三橋（富山・北陸銀行）３─０

室重・下岡（東京・サンリツ）
石岡・李（青森・みちのく銀行）３─０

陶・柳沢（東京・サンリツ）
笹尾・土川（東京・サンリツ・個人）３─１

村川・川崎（滋賀・松下電工彦根）
▼準決勝
齋藤・藤森	 3、8、11	 竹田・三橋
石岡・李	 5、5、4	 笹尾・土川
▼決勝
齋藤富美子・藤森隆子				9、9、7	 石岡昭子・李進	

□混合ダブルス
▼準々決勝
徐・陶（東京・サンリツ）３─０

中村・小澤（千葉・卓修会・花野井クラブ）
工藤・室重（東京・サンリツ）３─０

藤森・藤森（北海道・札幌市役所・札幌）
津田・津田（宮城・東北電力・中央クラブ）３─２

渡辺・下岡（東京・サンリツ）
北山・李（青森・日専連・みちのく銀行）３─０

藤井・藤井（茨城・日立電線・雅クラブ）
▼準決勝
徐・陶	 9、-11、-9、8、8	 工藤・室重
津田・津田	 8、-4、-4、11、9	 北山・李
▼決勝
徐向東・陶海東				8、7、7	 津田常徳・津田かおり

□男子サーティ
▼準々決勝
津田常徳（宮城・東北電力）３─１

横山敬民（大阪・近大職員）
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）３─０

宇佐見真（愛知・新日鉄名古屋）
蛭田浩文（千葉・川崎製鉄千葉）キケン

冨士井聡（兵庫・ウエダ TTC）
塩田晋宏（栃木・卓心会）３─１

工藤幸雄（青森・日専連青森会）
▼準決勝
津田	 8、-8、5、6	 江浜
蛭田	 10、7、6	 塩田
▼決勝
津田常徳	 8、8、6	 蛭田浩文

□女子サーティ
▼準々決勝
和田温子（岐阜・富卓会）３─１

矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）
池田孝江（静岡・リコー沼津）３─０

池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）
村上るり子（青森・青森フェニックス）３─２

石川智子（愛知・栄卓クラブ）
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前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─０
大野理知子（大阪・枚方クラブ）

▼準決勝
池田	 -5、8、8、8	 和田
前田	 -7、-12、7、8、8	 村上
▼決勝
前田幸子	 10、9、-10、9	 池田孝江

□男子フォーティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・G4クラブ）３─０

水田清（山口・柳井市役所）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─１

坂本利章（兵庫・三菱重工神戸）
新貝博（宮城・東北電力）３─０

中村孝太郎（東京・神馬クラブ）
三田村則明（東京・卓楓会）３─１

藤原昇（東京・友卓会）
▼準決勝
柳原	 4、8、-6、8	 村上
新貝	 -9、7、8、4	 三田村
▼決勝
柳原正明	 9、6、9	 新貝博

□女子フォーティ
▼準々決勝
西村律子（千葉・個人）３─１

北島よし子（東京・つばさクラブ）
小林正子（茨城・双葉台クラブ）３─０

高橋邦子（岡山・山陽クラブ）
中田文子（青森・青森フェニックス）３─２

伊藤恵美子（北海道・函館アスビア化粧品）
中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─０

花村快子（奈良・生駒卓協）
▼準決勝
小林	 -6、6、7、9	 西村
中田	 -7、6、7、5	 中山
▼決勝
中田文子	 6、9、-6、-4、7	 小林正子

□男子フィフティ
▼準々決勝
柳川常寿（神奈川・関西ペイント）３─１

柳沢光男（長野・NTT信越）
松生幸一（三重・百五銀行）３─１

和田紘一（神奈川・藤沢市役所）
金田勉（新潟・新潟卓成会）３─２

郷野実（東京・東京ベテラン）
萩原正喜（群馬・東京電力）３─２

清水昭次（千葉・個人）
▼準決勝
松生	 1、10、5	 柳川
金田	 7、9、11	 萩原
▼決勝
松生幸一	 3、9、9	 金田勉

□女子フィフティ
▼準々決勝
池田章子（大阪・星野クラブ）３─０

馬場孝恵（千葉・市川市レディース）
関根芳子（千葉・市川市レディース）３─２

土井友子（滋賀・つつじクラブ）
大掛まさ美（東京・イーグルス）３─０

赤堀智恵子（東京・卓美会）
神保和子（東京・イーグルス）３─１

西口祥子（愛知・豊川レディース）
▼準決勝
関根	 -8、9、8、7	 池田
神保	 7、7、-9、6	 大掛
▼決勝
関根芳子	 9、-8、9、-3、7	 神保和子

□男子シックスティ
▼準々決勝
北田万次郎（岩手・紫波クラブ）３─１

濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）
平井建昭（東京・太陽クラブ）３─０

奥野智（大阪・松下電工）
森操（愛知・卓研会）３─２

奥原靖夫（山口・下関ベテラン会）
花田守（大阪・個人）３─１

由井和雄（神奈川・横浜ベテラン会）
▼準決勝
北田	 9、-9、10、9	 平井
花田	 10、-8、10、10	 森
▼決勝
北田万次郎	 7、-9、6、-8、5	 花田守

□女子シックスティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・エクセディ上野事業所）３─０

濱幸子（長野・岡谷レディース）
前川キミ子（埼玉・熊谷卓連）３─０

金子昭子（東京・卓志）
田辺倫子（愛知・わかくさ）３─１

野沢のぶ（愛知・豊川レディース）
金子郁子（愛知・豊卓レディース）３─０

佐藤和恵（北海道・札幌すみれ）
▼準決勝
伊藤	 4、7、6	 前川
田辺	 10、-7、8、9	 金子郁
▼決勝
伊藤和子	 5、2、5	 田辺倫子

□男子セブンティ
▼準々決勝
大橋勇（宮城・サンフレンド）３─１

谷村誠（青森・十和田熟年）
古山栄助（福島・福島サンクラブ）３─２

小川恭三（兵庫・兵庫ベテラン会）
三浦明（宮城・萩クラブ）３─０

飯田耕一（東京・暁クラブ）
高井英男（群馬・沼田卓球）３─１

中村欽雄（東京・錦クラブ）
▼準決勝
古山	 9、9、7	 大橋
三浦	 -8、-9、7、4、4	 高井
▼決勝
三浦明	 -7、8、8、-8、8	 古山栄助

□女子セブンティ
▼準々決勝
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

武田キヨ（東京・卓令）
中村静代（新潟・信濃クラブ）３─０

岩崎歌子（東京・京友クラブ）
松田きみ子（愛知・豊橋愛豊）３─２

佐藤かね子（東京・皐月会）
中村千代子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─１

伊藤キヌ（岩手・釜石婦人）
▼準決勝
橋本	 8、-9、4、-9、8	 中村
松田	 -8、-7、6、9、10	 中村
▼決勝
橋本紀美子	 5、11、6	 松田きみ子

□男子エイティ
▼準々決勝
奥沢武（東京・皐月会）３─０

渋谷正博（北海道・稚内卓球協会）
藤川民三郎（宮城・サンフレンド）３─１

菅原多津雄（岩手・大船渡金曜クラブ）
宮野馨次郎（東京・皐月会）３─１

小林武（宮城・サンフレンド）
菊池修四郎（北海道・稚内球友クラブ）３─１

木村正士（青森・黒石卓球協会）

▼準決勝
奥沢	 -8、2、5、5	 藤川
菊池	 7、9、11	 宮野
▼決勝
奥沢武	 4、10、-8、6	 菊池修四郎

□女子エイティ
▼１試合目
内田雪江（熊本・愛球クラブ）7、7、6

宇都かおる（鹿児島・わかなクラブ）
香川利子（東京・八坂卓研）6、4、8

宇都宮サキコ（大分・Kサポート）
▼２試合目
内田	 5、1、6	 香川
宇都	 -8、4、-6、2、9	 宇都宮
▼３試合目
①内田	 キケン	 宇都宮④
②香川	 9、-7、-9、6、9	 宇都③

平成9年度全日本軟式選手権大会
平成9年7月4～6日、於：グリーンアリーナ神戸

□男子シングルス
▼準々決勝
藤本武司（東京・太陽信用金庫）３─０

土肥良圭（三重・百五銀行）
小塩浩（福島・須賀川信金）３─２

戸堀敏孝（秋田・秋田市役所）
中村宏（千葉・卓修会）３─１

渡辺敬文（東京・NTT東京）
高飛（東京・卓楓会）３─１

渡辺満（青森・日専連青森会）
▼準決勝
小塩	 -9、9、8、4	 藤本
高	 6、7、8	 中村
▼決勝
小塩浩	 8、-7、10、-8、8	 高飛

□女子シングルス
▼準々決勝
李進（青森・みちのく銀行）３─０

吉村由香里（富山・北陸銀行）
曹艶霞（兵庫・小浜クラブ）３─０

呉蓉（三重・エクセディ）
張洋（石川・大宗）３─０

須田圭子（東芝メディカル）
蘇迎学（東京・鴨台クラブ）３─１

小泉晶子（東京・サンリツ）
▼準決勝
李	 -9、-8、5、7、6	 曹
蘇	 5、8、5	 張
▼決勝
蘇迎学	 11、11、6	 李進

□男子ダブルス
▼準々決勝
馬場・渡辺（東京・NTT東京）３─１

木林・関（北海道・北見北電・札幌北電）
森田・沖園（三重・本田技研）３─０

門脇・高橋（北海道・札幌 JR北海道）
原・井上（東京・NTT東京）３─２

芝・小林（京都・京都中央信金）
津田・澤畑（宮城・東北電力・青葉クラブ）３─０

蛭田・岡野（千葉・川鉄クラブ・市川市役所）
▼準決勝
馬場・渡辺	 -9、4、10、3	 森田・沖園
津田・澤畑	 -9、6、9、1	 原・井上
▼決勝
馬場健一・渡辺敬文	 9、3、7	 津田常徳・澤畑和宏	

□女子ダブルス
▼準々決勝
石岡・李（青森・みちのく銀行）３─０

須田・木之内（東京・東芝メディカル）
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釜田・吉村（富山・北陸銀行）３─２
田辺・清水（東京・ITS 三鷹・浜町卓研）

平原・福島（東京・日清紡東京）３─２
東海・村上（大阪・日本ペイント）

伊藤・呉（三重・エクセディ）３─２
笹尾・土川（東京・サンリツ・さくら TTC）

▼準決勝
釜田・吉村	 12、-8、5、10	 石岡・李
伊藤・呉	 7、6、-9、9	 平原・福島
▼決勝
釜田貴子・吉村由香里　-7、4、7、10

伊藤和子・呉蓉

□混合ダブルス
▼準々決勝
津田・津田（宮城・東北電力・中央クラブ）３─１

木林・今野（北海道・北見北電・旭川ツルハ）
渡辺・石岡（青森・日専連青森・みちのく銀行）

３─２　南・東海（光洋精工・日本ペイント）
馬庭・村野（大阪・大阪市役所・日本ペイント）

３─０　土肥・福井（三重・百五銀行）
北山・李（青森・日専連青森会・みちのく銀行）

３─０　三村・曹（兵庫・小浜クラブ）
▼準決勝
津田・津田	 -9、-13、7、3、8	 渡辺・石岡
北山・李	 -10、5、3、9	 馬庭・村野
▼決勝
津田常徳・津田かおり　-11、10、6、6
	 	 北山友幸・李進

□男子サーティ
▼準々決勝
津田常徳（宮城・東北電力）３─１

成田清重（東京・卓精会）
塩田晋宏（栃木・卓心会）３─０

細川康生（岩手・水曜会）
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）３─１

岡野淳一（千葉・市川市役所）
松本直也（愛媛・松山大職員）３─１

佐々木信之（北海道・札幌G4クラブ）
▼準決勝
塩田	 -6、5、-4、7、9	 津田
江浜	 6、-6、8、8	 松本
▼決勝
塩田晋宏	 8、12、5	 江浜勲

□女子サーティ
▼準々決勝
前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─０

西川里美（兵庫・プリズム）
矢澤玉華（千葉・我孫子レディース）３─０

及川陽子（宮城・東北卓球C&C）
和田温子（岐阜・富卓会）３─２

西沢まゆ美（長野・たくせん）
池田孝江（静岡・リコー沼津）３─０

中田早苗（大阪・アゼリア）
▼準決勝
前田	 -10、8、8、9	 矢澤
池田	 6、-8、2、5	 和田
▼決勝
池田孝江	 10、8、-8、-9、9	 前田幸子

□男子フォーティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）３─１

小川謙二（愛知・明誠クラブ）
山平直衛（青森・浪岡卓球協会）３─１

横田貞義（山口・三井石油化学）
竹田和晃（大阪・住金大阪）３─１

広田康弘（群馬・利根信金）
外賀久雄（和歌山・那賀高校教員）３─０

世界章彦（愛知・本城クラブ）
▼準決勝
山平	 -7、-9、4、11、3	 柳原

竹田	 5、5、8	 外賀
▼決勝
竹田和晃	 6、4、-5、8	 山平直衛

□女子フォーティ
▼準々決勝
橋井伸子（愛知・明誠クラブ）３─１

村上美枝子（宮城・桔梗苦羅舞）
池田信子（北海道・札幌すずらん）３─０

西村律子（千葉・個人）
高橋邦子（岡山・山陽クラブ）３─１

伊藤恵美子（北海道・函館アスビア化粧品）
中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─０

北島よし子（東京・ファーストクラブ）
▼準決勝
池田	 9、-12、5、9	 橋井
高橋	 7、8、9	 中山
▼決勝
高橋邦子	 4、7、-6、-11、9	 池田信子

□男子フィフティ
▼準々決勝
小浜豊喜（兵庫・小浜クラブ）３─２

松生幸一（三重・百五銀行）
多々良満（東京・オールパワフル）３─０

吉川明義（大分・速見クラブ）
川添恒幸（埼玉・一番星クラブ）３─１

郷野実（東京・東京ベテラン）
鈴木和久（神奈川・逗子クラブ）３─１

金田勉（新潟・卓成会）
▼準決勝
多々良	 6、9、1	 小浜
鈴木	 9、6、5	 川添
▼決勝
多々良満	 8、2、10	 鈴木和久

□女子フィフティ
▼準々決勝
嘉藤文代（大阪・吹田レディース）３─１

志水小夜子（埼玉・駒場クラブ）
大掛まさ美（東京・イーグルス）３─１

坂本トキ子（東京・すばる）
戸田光子（愛知・サンクラブ）３─２

土井友子（滋賀・つつじクラブ）
神保和子（東京・イーグルス）３─１

安村千恵子（岐阜・新生クラブ）
▼準決勝
嘉藤	 7、2、-6、8	 大掛
戸田	 9、8、-12、5	 神保
▼決勝
嘉藤文代	 -9、1、-11、5、9	 戸田光子

□男子シックスティ
▼準々決勝
杉本泰成（富山・星球会）３─１

有本仁志（神奈川・逗子クラブ）
添田光男（神奈川・横浜ベテラン会）３─１

奥原靖夫（山口・下関ベテラン会）
森操（愛知・卓研会）３─２

安永精一（福岡・安永卓球クラブ）
井上仁一（神奈川・藤沢卓ピン会）３─１

鵜鷹茂（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
杉本	 8、9、-7、-8、9	 添田
井上	 7、8、9	 森
▼決勝
杉本泰成	 9、5、-7、11	 井上仁一

□女子シックスティ
▼準々決勝
伊藤和子（三重・エクセディ）３─０

川野明子（東京・大田クラブ）
大和桂子（北海道・札幌グリーンクラブ）３─１

横山幸子（兵庫・チャレンジャー）

前川キミ子（埼玉・熊谷卓連）３─０
佐藤和恵（北海道・札幌すみれ）

土屋慶子（東京・卓美会）３─０
黒川初子（東京・オーロラ）

▼準決勝
伊藤	 4、5、3	 大和
土屋	 	9、9、4	 前川
▼決勝
土屋慶子	 9、7、-6、10	 伊藤和子

□男子セブンティ
▼準々決勝
吉田昭夫（新潟・直江津クラブ）３─２

長谷川実（三重・鈴鹿協会）
矢島儀蔵（静岡・個人）３─０	小林稔（大阪・個人）
河野巧（広島・マツダOB）３─２

菅沢修一（京都・西京卓研）
古山栄助（福島・福島サンクラブ）３─０

桑城晋一（兵庫・神戸卓研）
▼準決勝
吉田	 5、7、-6、-3、7	 矢島
古山	 5、-10、5、9	 河野
▼決勝
吉田昭夫	 -8、11、7、11	 古山栄助

□女子セブンティ
▼準々決勝
高尾八重子（徳島・城山クラブ）３─１

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
池田文子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

小坂なぎ子（愛知・岡崎NSクラブ）
武田キヨ（東京・卓令）３─０

中村静代（新潟・信濃クラブ）
田坂清子（山口・岩国クラブ）３─０

上田要（兵庫・若草クラブ）
▼準決勝
高尾	 3、7、-8、5	 池田
田坂	 7、-6、8、9	 武田
▼決勝
田坂清子	 8、10、1	 高尾八重子

□男子エイティ
▼準々決勝
奥沢武（東京・皐月会）３─１

小林武（宮城・サンフレンド）
宮野馨次郎（東京・皐月会）３─１

清水博（茨城・下妻卓球協会）
藤川民三郎（宮城・サンフレンド）３─０

渡辺繁治（東京・西東京クラブ）
菊池修四郎（北海道・稚内球友）３─２

井手勲夫（神奈川・横浜ベテラン会）
▼準決勝
奥沢	 3、5、-10、6	 宮野
菊池	 4、10、7	 藤川
▼決勝
奥沢武	 4、-9、13、7	 菊池修四郎

□女子エイティ
▼１試合目
内田雪江（熊本・愛球クラブ）8、7、9

宮川信子（大分・日田あやめクラブ）
香川利子（東京・八坂卓研）4、9、5

反町浩子（東京・ひよこクラブ）
▼２試合目
反町	 -3、-9、9、6、9	 宮川
内田		5、1、4		宇都かおる（鹿児島・わかなクラブ）
▼３試合目
宇都	 2、5、10	 反町
宮川	 2、3、-3、-8、9	 香川
▼４試合目
宇都	 7、9、-5、7	 香川
内田	 2、5、5	 反町⑤
▼５試合目
①内田	 5、-5、4、1	 香川③
②宇都	 -9、10、7、10	 宮川④
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平成10年度全日本軟式選手権大会
平成10年7月3～5日、於：高崎市浜川体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
小塩浩（福島・須賀川信用金庫）３─１

久家稔弘（群馬・富士重工）
中澤肇（神奈川・関東自動車工業）３─１

棟方雅弘（北海道・札幌 JR北海道）
船山裕二（東京・太陽信用金庫）３─０

富樫孝之（東京・ITS 三鷹）
三島崇明（北海道・旭川自衛隊）３─１

藤本武司（東京・太陽信用金庫）
▼準決勝
小塩	 8、-5、-7、10、10	 中澤
船山	 8、8、11	 三島
▼決勝
小塩浩	 8、6、-10、-10、10	 船山裕二

□女子シングルス
▼準々決勝
古月里沙（青森・みちのく銀行）３─０

田辺美穂（東京・ITS 三鷹）
広瀬晃子（三重・百五銀行）３─２

平原由美子（東京・さくら TTクラブ）
小畑小巻（京都・一条クラブ）３─１

高谷朱美（青森・みちのく銀行）
石岡昭子（青森・みちのく銀行）３─１

須田圭子（東京・東芝メディカル）
▼準決勝
古月	 6、4、1	 広瀬
石岡	 -15、-9、12、10、2	 小畑
▼決勝
古月里沙	 7、4、6	 石岡昭子

□男子ダブルス
▼準々決勝
津田・澤畑（宮城・東北電力・青葉クラブ）３─０

河合・原（兵庫・東リ・個人）
久保・藤本（東京・太陽信用金庫）３─１

中村・計良（千葉・卓修会・翠燿会）
蛭田・岡野（千葉・川鉄クラブ・市川市役所）
３─２　江浜・菅（神奈川・日産自動車・青嵐クラブ）
棟方・丸本（北海道・札幌 JR北海道）３─２

岡本・伊東（山梨・甲府商工信金）
▼準決勝
津田・澤畑	 10、6、5	 久保・藤本
蛭田・岡野	 9、4、-10、-9、5	 棟方・丸本
▼決勝
蛭田浩文・岡野淳一　-9、6、-5、7、6	

津田常徳・澤畑和宏

□女子ダブルス
▼準々決勝
石岡・古月（青森・みちのく銀行）３─０

笹尾・井村（東京・サンリツ）
小浜・小浜（北海道・札幌北洋銀行・札幌北電）

３─２　今井・辻（北海道・札幌卓夢会）
東海・村上（大阪・日本ペイント）３─０

金沢・三瓶（福島・トーアエイヨー）
鄭・高谷（青森・みちのく銀行）３─０

石川・小池（群馬・卓龍会・高崎市役所）
▼準決勝
石岡・古月	 	5、5、6	 小浜・小浜
鄭・高谷	 12、10、-9、6	 東海・村上
▼決勝
石岡昭子・古月里沙				6、8、10	 鄭琦・高谷朱美

□混合ダブルス
▼準々決勝
津田・津田（宮城・東北電力・中央クラブ）３─２

北村・佐藤（東京・友卓会・ENJOY）

渡辺・石岡（青森・日専連青森・みちのく銀行）
３─１　藤井・藤井（茨城・日立電線・雅クラブ）

伊東・山下（山梨・甲府商工信金）３─０
三島・今野（北海道・旭川自衛隊・ツルハ）

北山・古月（青森・日専連青森・みちのく銀行）
３─１　村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）

▼準決勝
津田・津田	 -6、7、-8、4、9	 渡辺・石岡
北山・古月	 14、-7、8、-6、8	 伊東・山下
▼決勝
津田常徳・津田かおり　-9、9、3、5	
	 	 北山友幸・古月里沙

□男子サーティ
▼準々決勝
江浜勲（神奈川・日産自動車）３─０

疋田裕之（大阪・住友金属大阪）
湯浅伸一（埼玉・川越ささるクラブ）３─２

細川康生（岩手・Morioka	TTC）
岡野淳一（千葉・市川市役所）３─２

橘川重雄（神奈川・南台卓球クラブ）
佐々木伸人（岩手・胆沢クラブ）キケン

津田常徳（宮城・東北電力）
▼準決勝
江浜	 9、9、8	 湯浅
岡野	 8、-6、-11、9、7	 佐々木
▼決勝
江浜勲	 9、-8、6、5	 岡野淳一

□女子サーティ
▼準々決勝
菊地恵（秋田・エイボンプロダクツ）３─２

小林妙子（北海道・室蘭住友生命）
阿部みどり（愛知・菊友クラブ）３─１

及川陽子（宮城・東北卓球C&C）
池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）３─１

西川里美（兵庫・プリズム）
笹尾良枝（東京・サンリツ）３─０

秋葉さおり（東京・ぴんぽんくらぶ）
▼準決勝
菊地	 5、-7、8、6	 阿部
池田	 5、10、-9、4	 笹尾
▼決勝
池田由美子	 5、7、7	 菊地恵

□男子フォーティ
▼準々決勝
竹田和晃（大阪・住友金属大阪）３─１

村上力（宮城・桔梗苦羅舞）
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）３─０

坂本利章（兵庫・三菱重工神戸）
横田貞義（山口・三井化学）３─２

長田善行（宮城・宮城トヨタフォークリフト）
山平直衛（青森・浪岡町卓協）３─０

高井正美（神奈川・平塚卓栄会）
▼準決勝
竹田	 8、4、-7、-9、9	 柳原
横田	 9、-10、-9、5、2	 山平
▼決勝
横田貞義	 8、1、4	 竹田和晃

□女子フォーティ
▼準々決勝
小林正子（茨城・双葉台クラブ）３─２

高橋邦子（東京・千代田クラブ）
猪股美絵子（北海道・札幌すずらん）３─１

村上美枝子（宮城・桔梗苦羅舞）
上原直美（千葉・個人）３─１

中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
稲葉恵子（神奈川・平塚卓栄会）３─０

宮澤喜美子（東京・友クラブ）
▼準決勝
小林	 -4、3、7、9	 猪股
稲葉	 -7、-9、8、8、9	 上原

▼決勝
小林正子	 3、8、6	 稲葉恵子

□男子フィフティ
▼準々決勝
和田紘一（神奈川・球楽会）３─２

多々良満（東京・代々木クラブ）
千葉平（東京・JR東日本東京）３─１

小倉剛（埼玉・自動車機器）
吉川明義（大分・速見クラブ）３─１

山下功（兵庫・姫路市役所）
芦間恒夫（茨城・水戸葵クラブ）３─０

川添恒幸（埼玉・一番星）
▼準決勝
千葉	 6、10、-10、9	 和田
吉川	 5、-9、-9、7、9	 芦間
▼決勝
千葉平	 5、8、-11、7	 吉川明義

□女子フィフティ
▼準々決勝
大掛まさ美（東京・イーグルス）３─２

広井恵子（埼玉・熊谷卓連）
市橋紀子（北海道・札幌フレンド）３─２

高島登喜子（石川・野々市町卓協）
志水小夜子（埼玉・駒場クラブ）３─１

大西多美江（北海道・札幌すずらん）
関根芳子（千葉・市川市レディース）３─１

太田裕子（東京・つばさクラブ）
▼準決勝
大掛	 6、10、6	 市橋
関根	 6、10、9	 志水
▼決勝
大掛まさ美	 9、9、-8、-6、9	 関根芳子

□男子シックスティ
▼準々決勝
赤池貞臣（宮城・日立電子）３─１

井上仁一（神奈川・藤沢卓ピン会）
河合英一（東京・サンフレンド）３─２

鵜鷹茂（兵庫・兵庫ベテラン会）
宮島祐輔（北海道・札幌 LCA）３─２

有本仁志（神奈川・湘南クラブ）
万力悦雄（富山・和合クラブ）３─２

花田守（大阪・個人）
▼準決勝
赤池	 4、7、5	 河合
宮島	 -9、9、9、-4、4	 万力
▼決勝
赤池貞臣	 -6、4、8、2	 宮島祐輔

□女子シックスティ
▼準々決勝
土屋慶子（東京・卓美会）３─２

鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）
奥田美代子（奈良・ウイング）３─０

佐藤和恵（北海道・札幌すみれ）
沖本美江子（大阪・個人）３─０

和田美智子（三重・ワンスター）
矢野志のぶ（大阪・高槻クラブ）３─２

前川キミ子（埼玉・熊谷卓連）
▼準決勝
土屋	 7、10、4	 奥田
沖本	 -13、10、7、4	 矢野
▼決勝
土屋慶子	 -10、-8、7、8、10	 沖本美江子

□男子セブンティ
▼準々決勝
米川良一（三重・スカイラーク）３─０

古山栄助（福島・福島サンクラブ）
高井英男（群馬・沼田卓球）３─０

吉木正之（大阪・大阪卓球ベテラン）
三浦明（宮城・萩クラブ）３─１

國原		武男（神奈川・相模クラブ）
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飯田耕一（東京・暁クラブ）３─１
小林稔（大阪・個人）

▼準決勝
高井	 5、5、7	 米川
三浦	 -10、-5、9、7、8	 飯田
▼決勝
三浦明	 -9、7、5、-13、7	 高井英男

□女子セブンティ
▼準々決勝
根岸咲（東京・青梅市卓球連盟）３─０

赤塚純子（東京・皐月会）
岩崎歌子（東京・京友クラブ）３─０

安藤道子（愛知・岡崎NSクラブ）
松井三千恵（愛媛・新浜）３─２

田中富美子（兵庫・中地クラブ）
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─０

松居喜美子（東京・大田クラブ）
▼準決勝
根岸	 7、4、11	 岩崎
橋本	 7、3、4	 松井
▼決勝
橋本紀美子	 6、9、4	 根岸咲

□男子エイティ
▼準々決勝
奥沢武（東京・皐月会）３─０

井手勲夫（神奈川・横浜ベテラン会）
後藤篤（北海道・札幌個人）３─１

林田正治（東京・皐月会）
久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）３─０

宮野馨次郎（東京・皐月会）
菊池修四郎（北海道・稚内球友）３─０

安原正茂（東京・東京ベテラン会）
▼準決勝
奥沢	 -10、3、5、5	 後藤
久富	 -12、5、3、-10、5	 菊池
▼決勝
久富武治	 -8、-5、6、9、9	 奥沢武

平成11年度全日本軟式選手権大会
平成11年7月2～4日、於：越谷市立総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
八島秀隆（埼玉・青木信金）３─２

富樫孝之（東京・ITS 三鷹）
藤本武司（東京・太陽信用金庫）３─２

三島崇明（北海道・旭川自衛隊）
中澤肇（神奈川・関東自動車工業）３─１

市原知郷（東京・サンフレンド）
船山裕二（東京・太陽信用金庫）３─１

岩見伸二（秋田・東北化学薬品）
▼準決勝
八島	 -3、-9、5、7、8	 藤本
船山	 -9、2、5、9	 中澤
▼決勝
船山裕二	 7、7、7	 八島秀隆

□女子シングルス
▼準々決勝
古月里沙（青森・みちのく銀行）３─０

眞崎千里（秋田・田沢湖町役場）
村上富貴（宮城・桔梗苦羅舞）３─１

高谷朱美（青森・みちのく銀行）
山崎玲奈（青森・みちのく銀行）３─０

山本真弓（青森・黒石卓球協会）
小畑小巻（京都・一条クラブ）３─１

大島美絵（栃木・おおるり）
▼準決勝
古月	 4		5、6	 村上
山崎	 8、6、6	 小畑
▼決勝
古月里沙	 2、12、-7、7	 山崎玲奈

□男子ダブルス
▼準々決勝
土肥・川面（三重・百五銀行）３─０

佐藤・大越（千葉・卓修会・翠耀会）
門脇・高橋（北海道・札幌 JR北海道）３─１

江浜・菅（神奈川・日産自動車・青嵐クラブ）
久保・藤本（東京・太陽信用金庫）３─０

北村・堀（東京・太陽信用金庫）
丸本・棟方（北海道・札幌 JR北海道）３─２

久保・岩瀬（埼玉・蝶友クラブ）
▼準決勝
門脇・高橋	 9、9、12	 土肥・川面
久保・藤本	 7、13、10	 丸本・棟方
▼決勝
門脇宏幸・高橋亨		8、11、9	 久保高広・藤本武司	

□女子ダブルス
▼準々決勝
古月・高谷（青森・みちのく銀行）３─１

小浜・小浜（北海道・サーモンズ・札幌北電）
島村・大野（神奈川・南台卓球クラブ）３─１

福地・西川（東京・トプコン）
今井・今野（北海道・札幌卓夢会・旭川ツルハ）

３─０　許・田部井（埼玉・自動車機器）
細矢・田村（神奈川・御所見クラブ・青嵐クラブ）
３─２　熊崎・宍戸（北海道・旭川ツルハ・

室蘭クラブフルハウス）
▼準決勝
古月・高谷	 10、9、-5、-6、7	 島村・大野
今井・今野	 1、-9、5、8	 細矢・田村
▼決勝
古月里沙・高谷朱美　-12、5、6、1	

今井奈緒子・今野幸

□混合ダブルス
▼準々決勝
津田・津田（宮城・東北電力・中央クラブ）３─１

湯浅・蘇（埼玉・川越ささる・自動車機器）
種本・木下（石川・大宗）３─０
清水・細矢（神奈川・高倉クラブ・御所見クラブ）

三島・今野（北海道・旭川自衛隊・旭川ツルハ）
３─２　富樫・田辺（東京・ITS 三鷹）

阿部・岸田（神奈川・南台卓球クラブ）３─０
石橋・西川（東京・トプコン）

▼準決勝
津田・津田	 9、8、6	 種本・木下
阿部・岸田	 -10、7、9、5	 三島・今野
▼決勝
阿部稔・岸田朋子　10、8、-8、5	

津田常徳・津田かおり

□男子サーティ
▼準々決勝
江浜勲（神奈川・日産自動車）３─１

津田常徳（宮城・東北電力）
清水栄治（神奈川・高倉クラブ）３─２

計良和明（千葉・卓翠会）
鈴木由紀雄（東京・FLEX）３─０

大川幸雄（千葉・卓翠会）
岡野淳一（千葉・市川市役所）３─０

広田和宏（岩手・盛岡クラブ）
▼準決勝
江浜	 8、3、-7、-6、9	 清水
岡野	 -9、4、11、5	 鈴木
▼決勝
江浜勲	 7、5、5	 岡野淳一

□女子サーティ
▼準々決勝
池田由美子（埼玉・小江戸クラブ）３─１

北原文江（茨城・双葉台クラブ）
前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─０

西川里美（兵庫・プリズム）
藤井佳子（茨城・雅クラブ）３─０

石川智子（愛知・サクセス）

菊地恵（秋田・エイボンプロダクツ）３─２
矢野和代（東京・千代田クラブ）

▼準決勝
前田	 4、7、5	 池田
藤井	 6、-5、5、-5、10	 菊地
▼決勝
前田幸子	 3、9、-5、9	 藤井佳子

□男子フォーティ
▼準々決勝
渡邉敏雄（神奈川・青嵐クラブ）３─１

勝見勝博（大阪・関西電力）
畠山講史郎（東京・東京都庁）３─０

黛行雄（埼玉・自動車機器）
長田善行（宮城・トヨタエルアンドエフ宮城）

３─１　小川謙二（愛知・明誠クラブ）
山平直衛（青森・浪岡町卓球協会）３─１

安部英明（東京・茗渓クラブ）
▼準決勝
畠山	 11、4、キケン	 渡邉
山平	 	11、-11、-6、9、5	 長田
▼決勝
畠山講史郎	 9、6、-3、-6、9	 山平直衛

□女子フォーティ
▼準々決勝
鴻野俊江（埼玉・KTC）３─２

西村律子（千葉・個人）
小林幸子（東京・ホークス）３─１

池上文子（神奈川・あすなろ）
加藤善美（埼玉・KTC）３─２

猪股美絵子（北海道・札幌すずらん）
飯田智代美（群馬・卓龍会）３─０

伊藤恵美子（大阪・星野クラブ）
▼準決勝
小林	 8、6、-8、7	 鴻野
飯田	 6、11、-9、8	 加藤
▼決勝
小林幸子	 9、10、10	 飯田智代美

□男子フィフティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

阪上貞信（つっつきクラブ）
轡田崇幸（新潟・卓成会）３─１

多々良満（東京・代々木クラブ）
芦間垣夫（茨城・水戸葵クラブ）３─１

岩田義雄（静岡・徳倉クラブ）
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）３─１

柳川常寿（神奈川・関西ペイント）
▼準決勝
村上	 6、3、9	 轡田
柳原	 6、6、6	 芦間
▼決勝
村上力	 -7、-4、6、6、8	 柳原正明

□女子フィフティ
▼準々決勝
宮澤喜美子（東京・友クラブ）３─１

大掛まさ美（東京・イーグルス）
小林正子（茨城・岩間クラブ）３─０

田中みえ子（北海道・旭川旭卓）
高橋邦子（東京・千代田クラブ）３─１

伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）
関根芳子（千葉・市川市レディース）３─２

戸田光子（愛知・サンクラブ）
▼準決勝
小林	 5、5、-6、4	 宮澤
高橋	 2、7、2	 関根
▼決勝
小林正子	 4、5、4	 高橋邦子
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□男子シックスティ
▼準々決勝
赤池貞臣（宮城・日立電子）３─０

高橋基道（奈良・三友クラブ）
高橋利明（千葉・コスモスポーツクラブ）３─１

濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）
有本仁志（神奈川・逗子クラブ）３─０

藤田俊樹（千葉・I	YOU）
和田紘一（神奈川・球楽会）３─１

宮島裕輔（北海道・札幌 LCA）
▼準決勝
赤池	 5、8、-10、7	 高橋
和田	 -9、8、-10、7、7	 有本
▼決勝
赤池貞臣	 -9、10、-6、10、10	 和田紘一

□女子シックスティ
▼準々決勝
土屋慶子（東京・卓美会）３─０

和田美智子（三重・サンスター）
小金丸朋子（北海道・札幌キャッスル）３─２

金子郁子（愛知・豊卓レディース）
鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）３─０

奥田美代子（奈良・ウィングス）
沖本美江子（大阪・ポパイ）３─２

川野明子（東京・大田クラブ）
▼準決勝
小金丸	 -7、5、7、-8、9	 土屋
沖本	 	7、3、7	 鵜飼
▼決勝
小金丸朋子	 9、10、7	 沖本美江子

□男子セブンティ
▼準々決勝
河野巧（広島・マツダOB）３─２

鳥居雄永（東京・東京ベテラン会）
小泉治人（東京・ノースクラブ）３─１

小林稔（大阪・個人）
森操（愛知・卓研会）３─１

関口政吉（神奈川・横浜卓友会）
辻本和夫（奈良・奈良クラブ）３─０

田辺浩（大阪・京橋クラブ）
▼準決勝
河野	 -6、-8、10、6、7	 小泉
森	 7、4、9	 辻本
▼決勝
森操	 -9、4、4、-6、12	 河野巧

□女子セブンティ
▼準々決勝
大野敏子（東京・まどかクラブ）３─２

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
高槻昭子（東京・東京ベテラン）３─０

岩崎歌子（東京・京友クラブ）
梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）３─０

米川ふみ子（三重・ワンスタ─）
中村静代（新潟・信濃クラブ）３─１

高尾八重子（徳島・城山クラブ）
▼準決勝
高槻	 6、5、-8、9	 大野
中村	 -7、11、-8、8、6	 梅林
▼決勝
高槻昭子	 6、9、-4、-7、5	 中村静代

□男子エイティ
▼準々決勝
飯岡憲一（岩手・北上ひばりクラブ）３─２

久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）
山地勝（北海道・名寄士別卓協）キケン

宮野馨次郎（東京・皐月会）
安原正茂（東京・東京ベテラン会）３─２

菅原多津雄（岩手・大船渡金曜クラブ）
奥澤武（東京・皐月会）３─２

牧野五郎（神奈川・横浜ベテラン会）

▼準決勝
飯岡	 6、2、9	 山地
安原	 3、-6、-7、5、4	 奥澤
▼決勝
飯岡憲一	 7、0、11	 安原正茂

□女子エイティ
佐藤良子（東京・京友クラブ）8、3、8

香川利子（東京・八坂卓研）
齋藤寿恵子（神奈川・横浜ベテラン会）9、9、7
	 	 香川③	
①佐藤	 7、10、-9、7	 齋藤②

平成12年度全日本軟式選手権大会
平成12年7月21～23日、於：佐賀県総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
船山裕二（東京・太陽SKクラブ）３─２

門脇宏幸（北海道・札幌 JR北海道）
市原知郷（東京・サンフレンド）３─１

三島崇明（北海道・旭川自衛隊）
山口貴昭（東京・太陽SKクラブ）３─０

加藤寿昭（宮城・桔梗苦羅舞）
藤本武司（東京・太陽SKクラブ）３─１

日暮晋一（千葉・逆井クラブ）
▼準決勝
船山	 8、3、11	 市原
藤本	 9、-3、8、8	 山口
▼決勝
藤本武司	 -6、4、8、6	 船山裕二

□女子シングルス
▼準々決勝
古月里沙（青森・みちのく銀行）３─０

岡田晶子（神奈川・NEC相模原）
井上真樹（神奈川・NEC相模原）３─０

二見久美子（東京・サンリツ）
井村路子（東京・卓精会）３─２

柳川あかり（愛知・三好さつき）
山崎玲奈（青森・みちのく銀行）３─０

工藤亜矢子（青森・みちのく銀行）
▼準決勝
古月	 8、9、9	 井上
山崎	 -11、7、-7、8、7	 井村
▼決勝
古月里沙	 7、7、10	 山崎玲奈

□男子ダブルス
▼準々決勝
門脇・高橋（北海道・札幌 JR北海道）３─２

渡辺・北山（青森・日専連青森）
中澤・吉田（神奈川・関東自工クラブ）３─１

佐藤・佐野（三重・百五銀行）
北村・鈴木（東京・友卓会・FLEX）３─１

江浜・田中（神奈川・日産自動車）
土肥・川面（三重・百五銀行）３─０
清水・平沢（神奈川・高倉クラブ・関東自工クラブ）
▼準決勝
中澤・吉田	 	6、8、-9、10	 門脇・高橋
土肥・川面	 	-8、-8、8、3、11	 北村・鈴木
▼決勝
土肥良圭・川面創	 10、9、6	 中澤肇・吉田勝義

□女子ダブルス
▼準々決勝
長田・井上（神奈川・NEC相模原）３─１

小浜・斎藤（北海道・札幌北海道電力）
森下・謝（大阪・日本ペイント）３─０

大西・池田（北海道・札幌すずらん）
古川・岡田（神奈川・NEC相模原）３─２

室重・二見（東京・サンリツ）

山崎・工藤（青森・みちのく銀行）３─１
柳川・菊池（愛知・三好さつき・日清紡名古屋）

▼準決勝
森下・謝	 7、9、-4、-7、6	 長田・井上
古川・岡田	 7、-12、3、11	 山崎・工藤
▼決勝
森下嘉美・謝向斌　-7、3、7、-5、2	

古川史子・岡田晶子

□混合ダブルス
▼準々決勝
鈴木・井村（東京・FLEX・卓精会）３─２
津田・津田（宮城 ･東北電力 ･日立計測器サービス）
小野・竹内（東京・トプコン）３─０

北村・室重（東京・友卓会・サンリツ）
北山・古月（青森・日専連青森・みちのく銀行）

３─１　村上・村上（宮城・桔梗苦羅舞）
大下本・小堀（大阪・住金大阪・日本ペイント）

３─０　瀬川・共田（岩手・アマタケ）
▼準決勝
鈴木・井村	 5、9、-9、4	 小野・竹内
北山・古月	 1、8、8	 大下本・小堀
▼決勝
北山友幸・古月里沙	7、9、4	 鈴木由紀雄・井村路子

□男子サーティ
▼準々決勝
江浜勲（神奈川・日産自動車）３─１

中村宏（千葉・卓修会）
広田和宏（岩手・盛岡倶楽部）３─２

計良和明（千葉・翠耀会）
津田常徳（宮城・東北電力）３─１

鈴木右文（福島・いわき卓栄会）
松本直也（愛媛・松山大学職員）３─０

岡野淳一（千葉・市川市役所）
▼準決勝
江浜	 7、5、13	 広田
津田	 8、9、-5、4	 松本
▼決勝
津田常徳	 7、6、7	 江浜勲

□女子サーティ
▼準々決勝
前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）３─１

小澤千賀子（千葉・個人）
木崎あゆみ（大分・ラブオール）３─０

石原朋子（愛知・サクセス）
矢野和代（東京・千代田クラブ）３─０

久保登貴子（岩手・盛岡倶楽部）
唐橋千恵（東京・代々木クラブ）３─０

佐藤洋美（大分・ラブオールクラブ）
▼準決勝
木崎	 11、8、8	 前田
唐橋	 7、7、8	 矢野
▼決勝
唐橋千恵	 3、-6、-12、8、5	 木崎あゆみ

□男子フォーティ
▼準々決勝
佐々木信之（北海道・G4クラブ）３─２

小松繁（兵庫・城東クラブ）
清水栄治（神奈川・高倉クラブ）３─０

勝見勝博（大阪・関西電力）
池田昭弘（埼玉・小江戸クラブ）３─１

安部英明（東京・茗渓卓球クラブ）
渡辺敏雄（宮城・青葉クラブ）３─１

鈴木由紀雄（東京・FLAX）
▼準決勝
佐々木	 8、-9、6、-12、8	 清水
渡辺	 -9、3、3、3	 池田
▼決勝
佐々木信之	 -9、3、3、9	 渡辺敏雄
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□女子フォーティ
▼準々決勝
小林幸子（東京・ホークス）３─０

真鍋規子（埼玉・浦和市卓球協会）
石川智子（愛知・サクセス）３─０

猪股美絵子（北海道・札幌すずらん）
項野俊江（埼玉・KTC）３─２

池上文子（神奈川・川崎レディース）
西村律子（千葉・個人）３─０

橋本ますみ（静岡・ヨシケイ富士）
▼準決勝
小林	 9、5、3	 石川
西村	 1、10、6	 項野
▼決勝
小林幸子	 6、4、8	 西村律子

□男子フィフティ
▼準々決勝
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）３─０

島本志郎（和歌山・本町クラブ）
多々良満（東京・代々木クラブ）３─１

阪上貞信（大阪・つっつきクラブ）
千葉平（東京・JR東日本東京）３─０

八重樫千代志（千葉・個人）
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）３─０

松生幸一（三重・百五銀行）
▼準決勝
村上	 -9、7、-7、10、6	 多々良
柳原	 7、5、7	 	千葉
▼決勝
柳原正明	 7、7、4	 村上力

□女子フィフティ
▼準々決勝
小林正子（茨城・岩間クラブ）３─０

田中みえ子（北海道・旭川レディース）
江口冨美子（大分・ラブオール）３─１

戸田光子（愛知・サンクラブ）
関根芳子（千葉・市川市レディース）３─２

大掛まさ美（東京・イーグル）
高橋邦子（東京・千代田クラブ）３─１

伊藤恵美子（福島・千本松毛晒工業）
▼準決勝
小林	 0、8、-5、9	 江口
高橋	 -9、4、6、-7、9	 関根
▼決勝
小林正子	 8、-8、9、3	 高橋邦子

□男子シックスティ
▼準々決勝
大久保文夫（東京・代々木クラブ）３─０

法領田源三（岩手・都南クラブ）
万力悦雄（富山・和合クラブ）３─２

佐部利武司（奈良・ウイングス）
月崎昇（宮城・仙台ベテラン会）３─０

唐橋博（東京・代々木クラブ）
高橋基道（奈良・三友クラブ）３─０

津田圭一（福島・喜多方クラブ）
▼準決勝
大久保	 7、5、-8、-3、6	 万力
高橋	 -6、-9、7、5、8	 月崎
▼決勝
高橋基道	 -7、-8、9、6、3	 大久保文夫

□女子シックスティ
▼準々決勝
小金丸朋子（北海道・札幌キャッスル）３─２

赤堀智恵子（東京・卓美会）
奥田美代子（奈良・ウイングス）３─０

鵜飼圭子（東京・武蔵野クラブ）
土屋慶子（東京・卓美会）３─０

横山幸子（兵庫・兵庫ベテラン会）
沖本美江子（大阪・ポパイ）３─１

金子昭子（東京・卓志）

▼準決勝
小金丸	 5、9、4	 奥田
土屋	 10、11、8	 沖本
▼決勝
土屋慶子	 -4、9、-8、7、9	 小金丸朋子

□男子セブンティ
▼準々決勝
竹光正司（広島・呉卓球協会）３─０

浜田博章（兵庫・兵庫ベテラン会）
田辺浩（大阪・京橋クラブ）３─１

小泉治人（東京・ノースクラブ）
辻本和夫（奈良・西大和クラブ）３─０

豊田一哉（山口・下関ベテラン会）
河野巧（広島・マツダ	OB）３─０

村山進（熊本・睦合クラブ）
▼準決勝
竹光	 -6、3、5、9	 田辺
辻本	 11、10、9	 河野
▼決勝
辻本和夫	 7、2、-3、8	 竹光正司

□女子セブンティ
▼準々決勝
高槻昭子（東京・東京ベテラン会）３─２

真子昭子（佐賀・牛津レディース）
梅林千勢（兵庫・兵庫ベテラン会）３─１

松田きみ子（愛知・豊橋愛豊クラブ）
橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）３─２

大野敏子（東京・まどかクラブ）
鈴木ハツ子（福島・福島サンクラブ）３─０

有方麻子（兵庫・花北クラブ）
▼準決勝
高槻	 -6、7、9、12	 梅林
鈴木	 -3、7、6、8	 橋本
▼決勝
高槻昭子	 -8、11、-9、9、6	 鈴木ハツ子

□男子エイティ
▼準々決勝
久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）３─０

山地勝（北海道・名寄士別卓協）
飯岡憲一（岩手・北上ひばりクラブ）３─０	山地③
①久富	 ３─０	 飯岡②

□女子エイティ
岩崎歌子（東京・京友クラブ）キケン

山之内栄子（鹿児島・ひまわり）
①岩崎					キケン				伊地知ミチ（鹿児島・ひまわり）

平成13年度全日本軟式選手権大会
平成13年7月19～22日、於：旭川市総合体育館

□男子シングルス
▼準々決勝
渡辺敬文（東京・NTT東日本東京）3─1

加藤寿昭（秋田・ラプラスフォート）
山口貴昭（東京・太陽SKクラブ）3─0

門脇宏幸（北海道・JR北海道）
藤本貴史（東京・NTT東日本東京）3─2

市原知郷（東京・サンフレンド）
船山裕二（東京・太陽SKクラブ）3─0

中澤肇（神奈川・関東自工ク）
▼準決勝
山口	 8、-9、5、2	 渡辺
船山	 9、7、11	 藤本
▼決勝
山口貴昭	 8、4、9	 船山裕二

□女子シングルス
▼準々決勝
斎藤里沙（青森・みちのく銀行）3─0

今井美智子（東京・第一勧業銀行）

堀谷梨恵（大阪・日本ペイント）3─1
高谷朱美（青森・みちのく銀行）

松岡りか（京都・宮津卓球協会）3─0
村上富貴（宮城・桔梗苦羅舞）

山崎玲奈（青森・みちのく銀行）3─0
河合雅世（東京・第一勧業銀行）

▼準決勝
斎藤	 9、9、7	 堀谷
山崎	 8、11、11	 松岡
▼決勝
斎藤里沙	 2、6、5	 山崎玲奈

□男子ダブルス
▼準々決勝
赤澤・馬庭（大阪・大阪市役所）3─1

藤本・山口（東京・太陽SKクラブ）
藤本・長尾（東京・NTT東日本東京）3─1

船山・佐藤（東京・太陽SKク・板橋クラブ）
馬場・渡辺（東京・NTT東日本東京）3─1

計良・大越（千葉・翠耀会）
中村・村越（千葉・卓修会・船橋信用金庫）3─1

伊藤・加賀谷（北海道・札幌クワザワ）
▼準決勝
藤本・長尾	 -8、8、6、10	 赤澤・馬庭
馬場・渡辺	 3、9、8	 中村・村越
▼決勝
藤本貴史・長尾健太郎　9、-9、9、8	

馬場健一・渡辺敬文

□女子ダブルス
▼準々決勝
斎藤・高谷（青森・みちのく銀行）3─1

長田・井上（神奈川・NEC相模原）
小畑・松岡（京都・一条クラブ・宮津卓球協会）

3─0　村野・小堀（大阪・日本ペイント）
謝向斌・堀谷（大阪・日本ペイント）3─1

室重・二見（東京・サンリツ）
今野・三浦（北海道・旭川ツルハ）3─1

村上美・村上富（宮城・桔梗苦羅舞）
▼準決勝
斎藤・高谷	 11、-8、9、5	 小畑・松岡
謝向斌・堀谷	 3、5、-5、-8、6	 今野・三浦
▼決勝
斎藤里沙・高谷朱美	 9、9、3	 謝向斌・堀谷梨恵

□混合ダブルス
▼準々決勝
渡辺・三浦（東京・NTT東日本東京）3─1

北村・室重（東京・友卓会・サンリツ）
三島・今野（北海道・旭川自衛隊・旭川ツルハ）
3─1　長崎・佐藤（愛知・名古屋鉄道・サクセス）
門脇・今井（北海道・札幌 JR北海道・札幌卓夢会）
3─2　赤澤・田阪（大阪・大阪市役所・日本ペイント）
久保・久保（埼玉・蝶友ク）3─2
疋田・森下（兵庫・大阪・住金大阪・日本ペイント）
▼準決勝
三島・今野	 7、-8、4、3	 渡辺・三浦
久保・久保	 8、6、5	 門脇・今井
▼決勝
三島崇明・今野幸　-8、8、-9、7、5
	 	 久保真道・久保純子

□男子サーティ
▼準々決勝
津田常徳（宮城・東北電力）3─0

山口祐宏（青森・黒石市卓協）
佐々木聡（秋田・TDK）3─1

小畑光生（京都・一条クラブ）
中村宏（千葉・卓修会）3─0

小林健一（長野・たくせん）
松本直也（愛媛・松山大職員）3─0

枡澤茂（北海道・旭川自衛隊）
▼準決勝
津田	 9、9、4	 佐々木
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中村	 8、9、7	 松本
▼決勝
津田常徳	 6、-8、-6、3、8	 中村宏

□女子サーティ
▼準決勝
真崎千里（秋田・田沢湖町役場）3─2

広瀬美香（北海道・卓正会）
荒木美輪子（茨城・つくば国際スポーツセンター）

3─1　中川早苗（北海道・北斗クラブ）
津田かおり（宮城・日立計測器サービス）3─1

矢部和代（大分・かぼすクラブ）
平原由美子（青森・むつ卓球サークル）3─0

前田幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）
▼準決勝
荒木	 -4、8、7、6	 真崎
平原	 9、-6、8、-11、15	 津田
▼決勝
平原由美子	 4、-9、3、4	 荒木美輪子

□男子フォーティ
▼準々決勝
佐々木信之（北海道・札幌G4クラブ）3─0

大内雅之（福島・福卓会）
岡野淳一（千葉・市川市役所）3─1

清水栄治（神奈川・高倉クラブ）
江浜勲（神奈川・日産自動車追浜）3─0

戸辺英郞（東京・フレンドシップ）
安部英明（東京・茗渓ク）3─0

高井正美（神奈川・平塚卓栄会）
▼準決勝
岡野	 9、-6、10、-7、7	 佐々木
江浜	 10、3、9	 安部
▼決勝 
江浜勲	 -7、4、7、3	 岡野淳一

□女子フォーティ
▼準々決勝
唐橋千恵（東京・代々木クラブ）3─0

飯田智代美（群馬・中野クラブ）
中山幸子（東京・ぴんぽんくらぶ）3─2

松田美恵子（東京・FUTABA	CLUB）
西村律子（千葉・個人）3─2

菅埜千恵子（東京・友クラブ）
上原直美（千葉・個人）3─1

小林幸子（東京・ホークス）
▼準決勝
唐橋	 5、-4、10、8	 中山
上原	 6、9、-2、-8、7	 西村
▼決勝
唐橋千恵	 -9、9、-3、1、8	 上原直美

□男子フィフティ
▼準々決勝
柳原正明（北海道・札幌G4クラブ）3─0

津久井利和（群馬・卓龍会）
遠山武明（千葉・袖ヶ浦クラブ）3─0

千葉平（東京・JR東日本東京）
小林敏泰（東京・エクシード）3─2

多々良満（東京・代々木クラブ）
村上力（宮城・桔梗苦羅舞）3─0

三田村則明（東京・卓楓会）
▼準決勝
柳原	 7、4、-8、9	 遠山
村上	 9、8、-9、3	 小林
▼決勝
柳原正明	 7、11、9	 村上力

□女子フィフティ
▼準々決勝
小林正子（茨城・岩間クラブ）3─0

伊藤恵美子（福島・すみれクラブ）
稲葉恵子（神奈川・平塚卓栄会）3─2

宮澤喜美子（東京・友クラブ）

粟生京子（東京・梅島クラブ）3─0
大西多美子（北海道・札幌すずらん）

高橋邦子（東京・千代田クラブ）3─0
戸田光子（愛知・サンクラブ）

▼準決勝
稲葉	 5、8、-4、-7、7	 小林
高橋	 9、7、-9、10		 栗生
▼決勝
高橋邦子	 2、9、7	 稲葉恵子

□男子シックスティ
▼準々決勝
宮島祐輔（北海道・札幌 LCA）3─1

高橋基道（奈良・三友クラブ）
赤池貞臣（宮城・仙台ベテラン会）3─1

竹原稔雅（岡山・卓酔会）
小浜豊喜（兵庫・小浜クラブ）3─2

若松勝彦（北海道・JR旭川）
大久保文夫（東京・代々木クラブ）3─2

佐々木秀男（北海道・室蘭ベテラン会）
▼準決勝
宮島	 7、8、-11、5	 赤池
大久保	 -7、-8、6、5、9	 小浜
▼決勝
宮島祐輔	 6、8、3	 大久保文夫

□女子シックスティ
▼準々決勝
土屋慶子（東京・卓美会）3─0

中井裕子（東京・ピンポン 班゚）
大掛まさ美（東京・イーグルス）3─0

奥田美代子（奈良・ウィングス）
沖本美江子（大阪・ポパイ）3─2

鈴木千鶴子（大阪・ラ・ポール）
小金丸朋子（北海道・札幌キャッスル）3─0

山田千代子（埼玉・浦和レディース）
▼準決勝
大掛	 9、6、6	 土屋
沖本	 -3、-8、8、10、7	 小金丸
▼決勝
大掛まさ美	 -9、10、-7、4、8	 沖本美江子

□男子セブンティ
▼準々決勝
一色肇（愛知・ささしま会）3─0

柳生利一（北海道・札幌パールスター）
田中五郎（東京・東京ベテラン会）3─0

豊田一哉（山口・下関ベテラン会）
濱惣六（長野・岡谷雷鳥クラブ）3─0

村山進（熊本・岱明クラブ）
小泉治人（東京・ノースクラブ）3─2

山田利男（愛知・NSクラブ）
▼準決勝
一色	 6、8、-10、-9、7	 田中
濱	 8、5、6	 小泉
▼決勝
濱惣六	 7、10、6	 一色肇

□女子セブンティ
▼準々決勝
高槻昭子（東京・東京ベテラン）3─0

村上侑子（北海道・札幌シャイン）
大木福子（長野・飯田愛球会）3─0

中村静代（新潟・信濃クラブ）
荒良子（北海道・札幌アリーナ）3─2

山崎季久子（神奈川・南友会）
鈴木ハツ子（福島・カトレアクラブ）3─0

橋本紀美子（兵庫・兵庫ベテラン会）
▼準決勝
高槻	 8、8、2	 大木
鈴木	 8、8、5	 荒
▼決勝
鈴木ハツ子	 7、8、8	 高槻昭子

□男子エイティ
▼準々決勝
久富武治（佐賀・佐賀ベテラン会）3─0

竹内柏夫（秋田・竹内歯科）
伊藤旭（北海道・札幌・個人）3─0

渋谷正博（北海道・稚内球友）
山地勝（北海道・士別卓協）3─2

杉澤喜一（北海道・恵庭いちい会）
村上四郎（青森・黒石市卓協）3─1

飯岡憲一（岩手・北上ひばりクラブ）
▼準決勝
久富	 -8、-8、8、7、5	 伊藤
村上	 3、5、2	 山地
▼決勝 
久富武治	 11、-9、9、9	 村上四郎

□女子エイティ
▼順位
①佐藤トヨ（北海道・札幌パープル）
②岩崎歌子（東京・京友クラブ）

※平成13年度大会で終了
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国内大会

全日本実業団卓球選手権大会
1951年（昭和26年度）〜2020年（令和2年度）

第1回全日本実業団選手権大会
昭和26年5月5～8日、於：東京城北体育館

□硬式男子
▼準々決勝
共同印刷（東京）	 ３─０	 日本輕金属（静岡）
丸紅（大阪）	 ３─２	 広島専売公社（広島）
熊本鉄道（熊本）	 ３─１	 八幡製鉄（福岡）
名古屋電気高（愛知）	 ３─１	 日本通運（岡山）
▼準決勝
共同印刷	 ３─１	 丸紅
名古屋電気高	 ３─０	 熊本鉄道
▼決勝
名古屋電気高	 ３─２	 共同印刷

□硬式女子
▼準々決勝
鐘紡全東京（東京）	 ２─１	 小樽配電（北海道）
日本タイヤ（福岡）	 ２─１	 愛知県庁（愛知）
帝人三原（広島）	 ２─０	 日清紡川越（埼玉）
日鋼鶴見造船（神奈川）	２─１	 片倉工業（東京）
▼準決勝
鐘紡全東京	 ２─１	 日本タイヤ
帝人三原	 ２─０	 日鋼鶴見造船
▼決勝
帝人三原	 ２─１	 鐘紡全東京

□軟式男子
▼準々決勝
仙台鉄道局（宮城）	 ３─２	 四国鉄道局（香川）
倉敷レイヨン西條工場（愛媛）３─１

伊藤忠商事（大阪）
大阪市役所（大阪）	 ３─１	 徳山鉄板（山口）
三伸機械（東京）	 ３─２	 明電舎（愛知）
▼準決勝
仙台鉄道局	 ３─１	倉敷レイヨン西條工場
大阪市役所	 ３─２	 三伸機械
▼決勝
大阪市役所	 ３─２	 仙台鉄道局

□軟式女子
▼準々決勝
明電舎（愛知）	 ２─１	 鐘紡西大寺（岡山）
日本ゴム（福岡）	 勝─負	 伊藤忠商事（大阪）
青森銀行（青森）	 ２─０	 鐘紡東京（東京）
富士鉄広畑（兵庫）	 ２─１	 北陸配電（石川）
▼準決勝
明電舎	 ２─０	 日本ゴム
富士鉄広畑	 ２─１	 青森銀行
▼決勝
明電舎	 ２─０	 富士鉄広畑

第2回全日本実業団選手権大会
昭和27年5月2～5日、於：東京城北体育館

□硬式男子
▼準々決勝
名古屋電気（愛知）	 ３─０	 同和火災（大阪）
丸物（京都）	 ３─２	 秋田営林局（秋田）

日本輕金属（静岡）	 ３─０	 熊本鉄道（熊本）
共同印刷（東京）	 ３─２	 青森営林局（青森）
▼準決勝
名古屋電気	 ３─２	 丸物
共同印刷	 ３─０	 日本輕金属
▼決勝
名古屋電気	 ３─０	 共同印刷

□硬式女子
▼準々決勝
日赤秋田支部（秋田）	 ２─０	 鐘紡住道工場（大阪）
東洋紡岩国工場（山口）				２─１	 神戸市役所（兵庫）
丸物百貨店（京都）	 ２─１	 染色工業（茨城）
鐘紡全東京（東京）２─１	東芝横須賀工場（神奈川）
▼準決勝
東洋紡岩国工場	 ２─０	 日赤秋田支部
鐘紡全東京	 ２─０	 丸物百貨店
▼決勝
鐘紡全東京	 ２─１	 	東洋紡岩国工場

□軟式男子
▼準々決勝
日本化学黒崎（福岡）	 ３─１	 秋田営林局（秋田）
青森銀行（青森）	 ３─１	 倉敷レイヨン（愛媛）
四国鉄道局（香川）	 ３─０	 岩手県庁（岩手）
広島専売局（広島）	 ３─０	 群馬大同銀行（群馬）
▼準決勝
日本化学黒崎	 ３─０	 青森銀行
広島専売局	 ３─０	 四国鉄道局
▼決勝
広島専売局	 ３─１	 日本化学黒崎

□軟式女子
▼準々決勝
北光木材（北海道）	 ２─０	 明電舎（愛知）
富士紡豊浜工場（香川）		２─１	帝人岩国工場（山口）
豊川警察（愛知）　					２─０

東洋レーヨン金津工場（福井）
鐘紡全東京Ｂ（東京）　２─１	

北陸電力石川支店（石川）
▼準決勝
北光木材	 ２─０	 富士紡豊浜工場
豊川警察	 ２─０	 鐘紡全東京Ｂ
▼決勝
北光木材	 ２─１	 豊川警察

第3回全日本実業団選手権大会
昭和28年5月4～6日、於：大阪府体育会館

□硬式男子
▼準々決勝
共同印刷（東京）	 ３─２	 不二越鋼材（富山）
青森営林局（青森）	 ３─２	日本鋼管川崎（神奈川）
丸物百貨店（京都）３─０		明電舎名古屋工場（愛知）
日本輕金属（静岡）	 ３─２	 帝人三原工場（広島）
▼準決勝
青森営林局	 ３─１	 共同印刷
丸物百貨店	 ３─１	 日本輕金属
▼決勝
青森営林局	 ３─２	 丸物百貨店

□硬式女子
▼準々決勝
鐘淵紡績練馬工場（東京）３─０

明電舎名古屋工場（愛知）
帝人岩国工場（山口）３─０

富士製鉄広畑製鉄所（兵庫）
富国生命（東京）	３─１		片倉工業熊谷製糸所（埼玉）
京都市役所（京都）	 ３─１		帝人三原工場（広島）
▼準決勝
帝人岩国工場	 ３─０	 鐘淵紡績練馬工場
京都市役所	 ３─２	 富国生命
▼決勝
帝人岩国工場	 ３─２	 京都市役所

□軟式男子
▼準々決勝
専売公社広島地方局（広島）３─０愛知県庁（愛知）
川崎製鉄（兵庫）３─１倉敷レイヨン西條工場（愛媛）
大阪市役所（大阪）	３─０		四国鉄道局車掌区（香川）
新潟県庁（新潟）	 ３─１	 トヨタ自動車（宮城）
▼準決勝
専売公社広島地方局	 ３─２	 川崎製鉄
大阪市役所	 ３─１	 新潟県庁
▼決勝
大阪市役所	 ３─０	 専売公社広島地方局

□軟式女子
▼準々決勝
北光木材（北海道）	 ３─０	 倉敷紡績（大阪）
丸物百貨店（京都）３─１北陸電力石川支店（石川）
鐘淵紡績南千住工場（東京）３─０

東洋レーヨン金津工場（福井）
豊川市警察署（愛知）３─０

片倉工業大宮製糸所（埼玉）
▼準決勝
北光材木	 ３─２	 丸物百貨店
豊川市警察署	 ３─０	 鐘淵紡績南千住工場
▼決勝
豊川市警察署	 ３─２	 北光材木

第4回全日本実業団選手権大会
昭和29年6月5～7日、於：東京城北体育館

□硬式男子
▼準々決勝
青森営林局（青森）３─０	名古屋鉄道管理局（愛知）
日立製作多賀工場（茨城）３─０会計検査院（東京）
共同印刷（東京）	 ３─２
スタンダードヴァキアムオイルカンパニー（神奈川）
富国生命（東京）	 ３─０	 丸物（京都）
▼準決勝
日立製作多賀工場	 ３─２	 青森営林局
共同印刷	 ３─０	 富国生命
▼決勝
日立製作多賀工場	 ３─１	 共同印刷

□硬式女子
▼準々決勝
帝国人絹岩国工場（山口）３─０	 日本毛織（兵庫）
鐘淵紡績東京（東京）３─０	鐘淵紡績住道工場（大阪）
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帝国人絹三原工場（広島）３─０	長崎市役所（長崎）
富国生命（東京）	 ３─１	 秋田営林局（秋田）
▼準決勝
鐘淵紡績東京	 ３─２	 帝国人絹岩国工場
帝国人絹三原工場	 ３─２	 富国生命
▼決勝
帝国人絹三原工場	 ３─２	 鐘淵紡績東京

□軟式男子
▼準々決勝
岩手県庁（岩手）	 ３─２	 東京電力（東京）
東京電信電話管理局（東京）３─２

倉敷レイヨン西條工場（愛媛）
四国鉄道高松車掌区（香川）３─２	山形県庁（山形）
三共（東京）	 ３─２	 専売公社（広島）
▼準決勝
岩手県庁	 ３─０	 東京電信電話管理局
三共	 ３─１	 四国鉄道高松車掌区
▼決勝
岩手県庁	 ３─０	 三共

□軟式女子
▼準々決勝
前橋営林局（群馬）	３─２富士製鉄広畑製作所（兵庫）
東京芝浦電気（神奈川）３─１	 三井生命（東京）
日本専売公社宇都宮地方局（栃木）３─２

倉敷レイヨン西條（愛媛）
富士紡績小坂井工場（愛知）３─０ 		帝国産業（大阪）
▼準決勝
東京芝浦電気	 ３─１	 前橋営林局
富士紡績小坂井工場	 ３─１	

日本専売公社宇都宮地方局
▼決勝
富士紡績小坂井工場	 ３─１	 東京芝浦電気

第5回全日本実業団選手権大会
昭和30年5月5～7日、於：大阪府立体育館

□硬式男子
▼準々決勝
三共（東京）	 ３─１	日立製作所多賀（茨城）
富国生命（東京）	 ３─１	 旭化成工業（宮崎）
青森営林局（青森）　		３─１

スタンダードオイル（神奈川）
共同印刷（東京）３─１			倉敷レイヨン西條（愛媛）
▼準決勝
富国生命	 ３─２	 三共
青森営林局	 ３─２	 共同印刷
▼決勝
青森営林局	 ３─１	 富国生命

□硬式女子
▼準々決勝
片倉工業（東京）	 ３─１	 旭化成工業（宮崎）
富国生命（東京）	 ３─１	 伊藤忠商事（大阪）
帝国人絹岩国（山口）３─０	東京芝浦電気（神奈川）
鐘紡全東京（東京）３─１	 帝国人絹名古屋（愛知）
▼準決勝
富国生命	 ３─２	 片倉工業
帝国人絹岩国	 ３─１	 鐘紡全東京
▼決勝
帝国人絹岩国	 ３─１	 富国生命

□軟式男子
▼準々決勝
岩手県庁（岩手）	 ３─０	 前橋営林局（群馬）
専売公社広島地方局（広島）３─０大日電線（兵庫）
日通岡山（岡山）３─２	 	国策パルプ旭川（北海道）
新潟県庁（新潟）	 ３─０	 日本軽金属（静岡）
▼準決勝
専売公社広島地方局	 ３─２	 岩手県庁
日通岡山	 ３─２	 新潟県庁

▼決勝
専売公社広島地方局								３─０	 日通岡山

□軟式女子
▼準々決勝
富士紡績小坂井（愛知）３─０	 石川繊維（石川）
日本ビール川口（埼玉）３─２	 三井生命（東京）
専売宇都宮地方局（栃木）３─０	

専売広島地方局（広島）
東京芝浦電気（神奈川）	３─２	函館営林局（北海道）
▼準決勝
富士紡績小坂井	 ３─０	 日本ビール川口
専売宇都宮地方局	 ３─０	 東京芝浦電気
▼決勝
富士紡績小坂井	 ３─１	 専売宇都宮地方局

第6回全日本実業団選手権大会
昭和31年5月13～15日、於：大阪府立体育館

□硬式男子
▼準々決勝
青森営林局（青森）	 ３─２	 堺市役所（大阪）
三共（東京）３─１			スタンダードオイル（神奈川）
帝国人絹三原工場（広島）３─１	旭化成工業（宮崎）
岩手県庁（岩手）	 ３─２	 富国生命（東京）
▼準決勝
青森営林局	 ３─２	 三共
岩手県庁	 ３─０	 帝国人絹三原工場
▼決勝
岩手県庁	 ３─１	 青森営林局

□硬式女子
▼準々決勝
帝国人絹岩国（山口）３─０	富士紡豊浜工場（香川）
富士紡績小坂井（愛知）		３─０	 旭化成工業（宮崎）
帝国人絹三原（広島）	 ３─１	 伊藤忠商事（大阪）
富国生命（東京）	 ３─０	 日本レーヨン（京都）
▼準決勝
富士紡績小坂井	 ３─１	 帝国人絹岩国
帝国人絹三原	 ３─２	 富国生命
▼決勝
富士紡績小坂井	 ３─０	 帝国人絹三原

□軟式男子
▼準々決勝
旺文社（東京）						３─２		 専売広島地方局（広島）
名古屋営林局（愛知）	 ３─１	 前橋営林局（群馬）
大洋紡績（岐阜）　　		３─１

富士重工業宇都宮製作所（栃木）
島津製作所（京都）		 ３─２	 新潟県庁（新潟）
▼準決勝
名古屋営林局	 ３─１	 旺文社
大洋紡績	 ３─１	 島津製作所
▼決勝
大洋紡績	 ３─１	 名古屋営林局

□軟式女子
▼準々決勝
専売宇都宮地方局（栃木）	　３─１	日本生命（大阪）
東洋紡績富田工場（三重）	３─０		千代田生命（東京）
鐘紡全東京（東京）					３─０

増島製針オルガンクラブ（長野）
帝国人絹名古屋工場（愛知）	３─０	

前橋営林局（群馬）
▼準決勝
専売宇都宮地方局	 ３─１	 東洋紡績富田工場
帝国人絹名古屋工場	 ３─０	 鐘紡全東京
▼決勝
専売宇都宮地方局	 ３─１	 帝国人絹名古屋工業

第7回全日本実業団選手権大会
昭和32年5月17～19日、於：東京・国際スタジアム

□硬式男子
▼準々決勝
国華家業（大阪）キケン			協和発酵防府工場（山口）
三共（東京）	 ３─１	 徳陽相互銀行（宮城）
富国生命（東京）	 ３─２	 日本通運（大阪）
帝国人絹三原工場（広島）３─０日製多賀工場（茨城）
▼準決勝
三共	 ３─１	 国華家業
富国生命	 ３─０	 帝国人絹三原工場
▼決勝
三共	 ３─１	 富国生命

□硬式女子
▼準々決勝
帝国人絹三原工場（広島）３─０

富士紡大分工場（大分）
帝国人絹名古屋工場（愛知）３─１

富士紡小山工場（静岡）
東洋レーヨン（東京）	 ３─０	旭化成延岡工場（宮崎）
富国生命（東京）	 ３─０	 倉紡倉敷工場（岡山）
▼準決勝
帝国人絹三原工場	 ３─１	 帝国人絹名古屋工場
富国生命	 ３─２	 東洋レーヨン
▼決勝
帝国人絹三原工場	 ３─０	 富国生命

□軟式男子
▼準々決勝
八幡製鉄所（福岡）	 ３─２	 大洋紡績（岐阜）
共同印刷（東京）	 ３─０	 	不二越鋼材（富山）
専売広島専売局（広島）	３─０	日本海外商事（東京）
会計検査院（東京）	 ３─１	 島津製作所（京都）
▼準決勝
共同印刷	 ３─２	 八幡製鉄所
専売広島地方局	 ３─１	 会計検査院
▼決勝
共同印刷	 ３─２	 専売広島地方局

□軟式女子
▼準々決勝
日本専売公社宇都宮地方局（栃木）３─１

富士紡小坂井工場（愛知）
片倉工業（東京）	 ３─２	 日本楽器（静岡）
全東芝（神奈川）	 ３─２	 日本生命（大阪）
鐘紡全東京（東京）３─０増島オルガンクラブ（長野）
▼準決勝
片倉工業							３─２						日本専売公社宇都宮地方局
鐘紡全東京	 ３─１	 全東芝
▼決勝
鐘紡全東京	 ３─２	 片倉工業

第8回全日本実業団選手権大会
昭和33年5月3～5日、於：盛岡体育館

□硬式男子
▼準々決勝
三共（東京）	 ４─０	 青森林友（青森）
八洲光学工業（東京）	 ４─０	 津上製作所（新潟）
日立製作多賀（茨城）	 ４─３	 明治生命（東京）
日本楽器製造（静岡）	 ４─３	 富国生命（東京）
▼準決勝
八洲光学工業	 ４─２	 三共
日立製作多賀	 ４─０	 日本楽器製造
▼決勝
八洲光学工業	 ４─１	 日立製作多賀

□硬式女子
▼準々決勝
富国生命（東京）	 ４─０	 生糸検査所（神奈川）
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東洋紡浜松工場（静岡）		４─３	 三井生命（東京）
富士紡小坂井（愛知）				４─０	 東洋紡三重（三重）
東洋レーヨン（東京）			４─０

大日本紡績郡山工場（奈良）
▼準決勝
富国生命	 ４─０	 東洋紡浜松工場
東洋レーヨン	 ４─１	 富士紡小坂井
▼決勝
東洋レーヨン	 ４─１	 富国生命

□軟式男子
▼準々決勝
愛知県庁（愛知）	 ４─３	 共同印刷（東京）
電電東京（東京）	 ４─０	 青森日通（青森）
岩手県庁（岩手）	 ４─３	 別府化学工業（兵庫）
旺文社（東京）４─２			専売公社広島地方局（広島）
▼準決勝
電電東京	 ４─２	 愛知県庁
旺文社	 ４─３	 岩手県庁
▼決勝
旺文社	 ４─２	 電電東京

□軟式女子
▼準々決勝
鐘紡全東京（東京）	 ４─１	今井札幌本店（北海道）
大和紡績金沢工場（石川）４─１	 日本生命（大阪）
日本楽器製造（静岡）４─０松山ヂーゼル機器（埼玉）
明治生命（東京）	 ４─０	東京芝浦電気（神奈川）
▼準決勝
鐘紡全東京	 ４─０	 大和紡績金沢工場
日本楽器製造	 ４─１	 明治生命
▼決勝
鐘紡全東京	 ４─３	 日本楽器製造

第9回全日本実業団選手権大会
昭和34年5月29～31日、於：大分県営体育館

□硬式男子
▼準々決勝
ヤシカ（東京）	 ４─０	 宇都宮専売（栃木）
明治生命（東京）	 ４─０	 旭化成延岡（宮崎）
八幡製鉄（福岡）	 ４─２	 三共製薬（東京）
日立多賀（茨城）	 ４─１	 富国生命（東京）
▼準決勝
ヤシカ	 ４─０	 明治生命
八幡製鉄	 ４─２	 日立多賀
▼決勝
ヤシカ	 ４─３	 八幡製鉄

□硬式女子
▼準々決勝
東洋レーヨン（東京）	 ４─２	 富士紡小山（静岡）
安田生命（東京）	 ４─１	 東洋紡三重（三重）
帝人岩国（山口）	 ４─２	 富士紡小坂井（愛知）
富国生命（東京）	 ４─０	 旭化成延岡（宮崎）
▼準決勝
東洋レーヨン	 ４─０	 安田生命
帝人岩国	 ４─２	 富国生命
▼決勝
東洋レーヨン	 ４─１	 帝人岩国

□軟式男子
▼準々決勝
旺文社（東京）	 ４─０	 伊予銀行（愛媛）
日本専売広島（広島）	 ４─３	 日本楽器（静岡）
共同印刷（東京）	 ４─０	 国鉄大分（大分）
電電東京（東京）	 ４─０	 肥後銀行（熊本）
▼準決勝
旺文社	 ４─０	 日本専売広島
共同印刷	 ４─１	 電電東京
▼決勝
旺文社	 ４─１	 共同印刷

□軟式女子
▼準々決勝
三共（東京）	 ４─２	 日本楽器（静岡）
三井生命（東京）	 ４─３	 日清紡川越（埼玉）
日清紡富山（富山）	 ４─２	 大和紡金沢（石川）
明治生命（東京）	 ４─１	 東芝（神奈川）
▼準決勝
三共	 ４─３	 三井生命
明治生命	 ４─０	 日清紡富山
▼決勝
明治生命	 ４─０	 三共

第10回全日本実業団選手権大会
昭和35年5月3～5日、於：札幌中島スポーツセンター

□硬式男子
▼準々決勝
ヤシカ（東京）	 ４─０	 日本楽器（静岡）
明治生命（東京）	 ４─０	 ナンバ一番（大阪）
日製多賀工場（茨城）	 ４─０	 三共（東京）
八幡製鉄所（福岡）	 ４─１	 積水化学（大阪）
▼準決勝
ヤシカ	 ４─２	 明治生命
八幡製鉄所	 ４─３	 日製多賀工場
▼決勝
八幡製鉄所	 ４─３	 ヤシカ

□硬式女子
▼準々決勝
東洋レーヨン（東京）	 ４─１	 日清紡富山（富山）
富士紡績小坂井工場（愛知）４─０

日清紡西新井工場（東京）
安田生命（東京）	 ４─３	 日本生命（大阪）
富国生命（東京）	 ４─０	 日紡郡山（奈良）
▼準決勝
東洋レーヨン	 ４─１	 富士紡績小坂井工場
安田生命		 ４─３	 富国生命
▼決勝
東洋レーヨン	 ４─１	 安田生命

□軟式男子
▼準々決勝
日鉄多賀工場（茨城）	 ４─０	 呉興業（広島）
堺市役所（大阪）	 ４─１	 日清紡績島田（静岡）
リッカーミシン（東京）			４─０	 愛知県庁（愛知）
東京電気通信局（東京）			４─０	 別府化学（兵庫）
▼準決勝
日鉄多賀工場	 ４─０	 堺市役所
リッカーミシン	 ４─１	 東京電気通信局
▼決勝
リッカーミシン	 ４─１	 日鉄多賀工場

□軟式女子
▼準々決勝
明治生命（東京）	 ４─２	 日清紡美合（愛知）
日本楽器（静岡）	 ４─２	 オール東芝（神奈川）
鐘淵紡績練馬工場（東京）４─１

大和紡績金沢工場（石川）
丸井デパート札幌本店（北海道）４─３

三井生命（東京）
▼準決勝
日本楽器	 ４─２	 明治生命
丸井デパート札幌本店			４─２	 鐘淵紡績練馬工場
▼決勝
丸井デパート札幌本店									４─１	 日本楽器

第11回全日本実業団選手権大会
昭和36年5月3～5日、於：岐阜市民センター

□硬式男子
▼準々決勝
八幡製鉄Ａ（福岡）	 ４─１	 日産自動車（神奈川）

積水化学（大阪）	 ４─２	 	明治生命（東京）
日製多賀（茨城）	 ４─０	 	ナンバ一番（大阪）
ヤシカ（東京）	 ４─０	 日本楽器（静岡）
▼準決勝
八幡製鉄Ａ	 ４─３	 積水化学
ヤシカ	 ４─１	 日製多賀
▼決勝
ヤシカ	 ４─０	 八幡製鉄Ａ

□硬式女子
▼準々決勝
東洋レーヨン（東京）	 ４─２	 帝人三原（広島）
日清紡西新井（東京）	 ４─０	 日本生命（大阪）
富国生命（東京）	 ４─１	 帝人岩国（山口）
富士紡小坂井（愛知）	 ４─１	 日本楽器（静岡）
▼準決勝
東洋レーヨン	 ４─２	 日清紡西新井
富士紡小坂井	 ４─１	 富国生命
▼決勝
東洋レーヨン	 ４─２	 富士紡小坂井

□軟式男子
▼準々決勝
リッカーミシン（東京）	４─０	 別府化学（兵庫）
ヤシカ諏訪工場（長野）	４─１	 三共（東京）
電電東京（東京）	 ４─１	 富士通信機（神奈川）
日製多賀（茨城）	 ４─２	 東京電力（東京）
▼準決勝
ヤシカ諏訪工場	 ４─２	 リッカーミシン
電電東京	 ４─１	 日製多賀
▼決勝
電電東京	 ４─１	 ヤシカ諏訪工場

□軟式女子
▼準々決勝
今井デパート札幌（北海道）４─０

ヤシカ諏訪工場（長野）
三井生命（東京）	 ４─０	 岩田屋（福岡）
安田生命（東京）	 ４─０	 大和紡金沢（石川）
鐘淵紡績（東京）	 ４─０	 日製日立（茨城）
▼準決勝
三井生命	 ４─２	 今井デパート札幌
鐘淵紡績	 ４─３	 安田生命
▼決勝
三井生命	 ４─１	 鐘淵紡績

第12回全日本実業団選手権大会
昭和37年5月4～7日、於：青森県立体育館

□硬式男子
▼準々決勝
帝人三原（広島）	 ４─０	 日立国分（茨城）
積水化学（大阪）	 ４─１	 大日本印刷（東京）
日立多賀（茨城）	 ４─１	 中部電力（愛知）
安田生命（東京）	 ４─２	 八幡製鉄（福岡）
▼準決勝
積水化学	 ４─０	 帝人三原
安田生命	 ４─２	 日立多賀
▼決勝
積水化学	 ４─１	 安田生命

□硬式女子
▼準々決勝
東洋レーヨン（東京）	 ４─２	 帝人岩国（山口）
大洋紡績（岐阜）		 ４─２	 日本レイヨン（京都）
日本楽器（静岡）	 ４─３	 富国生命（東京）
旭精機工業（愛知）	 ４─０	 日清紡西新井（東京）
▼準決勝
東洋レーヨン	 ４─０	 大洋紡績
日本楽器	 ４─２	 旭精機工業
▼決勝
東洋レーヨン	 ４─１	 日本楽器
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□軟式男子
▼準々決勝
電電東京（東京）	 ４─１	 日本碍子（愛知）
製鉄化学（兵庫）	 ４─１	 東京電力（東京）
リッカーミシン（東京）	４─３		不二越鋼材工業（富山）
日立多賀（茨城）	 ４─１	 三共（東京）
▼準決勝
製鉄化学	 ４─３	 電電東京
リッカーミシン	 ４─２	 日立多賀
▼決勝
製鉄化学	 ４─１	 リッカーミシン

□軟式女子
▼準々決勝
三井生命（東京）	 ４─０	 全東芝（神奈川）
安田生命（東京）	 ４─２	 三共（東京）
朝日生命（東京）	 ４─０

丸井デパート札幌本店（北海道）
鐘紡練馬（東京）			４─１		大和紡績金沢工場（石川）
▼準決勝
安田生命	 ４─１	 三井生命
鐘紡練馬	 ４─２	 朝日生命
▼決勝
鐘紡練馬	 ４─２	 安田生命

第13回全日本実業団選手権大会
昭和38年5月3～6日、於：直江津市厚生市民館

□硬式男子
▼準々決勝
積水化学工業（大阪）	 ４─１	 日本楽器製造（静岡）
日立多賀（茨城）	 ４─３	 大日本印刷（東京）
八幡製鉄所（福岡）	 ４─０	 中部電力（愛知）
安田生命（東京）	 ４─１	 日産自動車（神奈川）
▼準決勝
積水化学工業	 ４─１	 日立多賀
安田生命	 ４─２	 八幡製鉄所
▼決勝
積水化学工業	 ４─１	 安田生命

□硬式女子
▼準々決勝
東洋レーヨン（東京）		４─２	 日本レーヨン（京都）
日興証券（東京）	 ４─３	 富国生命（東京）
帝人岩国（山口）	 ４─３	 大洋紡績（岐阜）
ナンバ一番（大阪）	 ４─０	 日本楽器（静岡）
▼準決勝
東洋レーヨン	 ４─２	 日興証券
帝人岩国	 ４─３	 ナンバ一番
▼決勝
帝人岩国	 ４─２	 東洋レーヨン

□軟式男子
▼準々決勝
リッカーミシン（東京）	４─０	 日本碍子（愛知）
東京電力（東京）	 ４─１	 伊予銀行（愛媛）
シチズン時計（東京）	 ４─０	 日通横浜（神奈川）
電電東京（東京）	 ４─１	 三菱造船広島（広島）
▼準決勝
リッカーミシン	 ４─０	 東京電力
シチズン時計	 ４─１	 電電東京
▼決勝
リッカーミシン	 ４─３	 シチズン時計

□軟式女子
▼準々決勝
安田生命（東京）	 ４─３	 岩田屋（福岡）
日清紡西新井（東京）	 ４─１	 三共（東京）
三井生命（東京）４─３		丸井デパート札幌（北海道）
朝日生命（東京）	 ４─０	 日立多賀（茨城）
▼準決勝
安田生命	 ４─１	 日清紡西新井
三井生命	 ４─０	 朝日生命

▼決勝
安田生命	 ４─０	 三井生命

第14回全日本実業団選手権大会
昭和39年5月2～5日、於：大阪府池田市立体育館

□硬式男子
▼準々決勝
積水化学工業（大阪）	 ４─０	 協和発酵防府（山口）
シチズン時計（東京）	 ４─０	 八幡製鉄所（福岡）
日本楽器（静岡）	 ４─３	 日興証券（東京）
安田生命（東京）	 ４─３	 愛知マツダ（愛知）
▼準決勝
シチズン時計	 ４─２	 積水化学工業
日本楽器	 ４─３	 安田生命
▼決勝
シチズン時計	 ４─０	 日本楽器

□硬式女子
▼準々決勝
帝人岩国（山口）	 ４─３	 旭精機工業（愛知）
日本レーヨン（京都）	 ４─２	 百十四銀行（香川）
武田薬品（山口）	 ４─３	 ナンバ一番（大阪）
東洋レーヨン（東京）	 ４─０	 富国生命（東京）
▼準決勝
帝人岩国	 ４─３	 日本レーヨン
東洋レーヨン	 ４─１	 武田薬品
▼決勝
東洋レーヨン	 ４─１	 帝人岩国

□軟式男子
▼準々決勝
リッカーミシン（東京）	４─１	 朝日生命（東京）
大日本印刷（東京）４─０	 大阪市信用金庫（大阪）
電電東京（東京）	 ４─１	 日製多賀（茨城）
東京電力（東京）	 ４─１	 明治生命（東京）
▼準決勝
リッカーミシン	 ４─１	 大日本印刷
電電東京	 ４─２	 東京電力
▼決勝
リッカーミシン	 ４─３	 電電東京

□軟式女子
▼準々決勝
安田生命（東京）	 ４─０	 旭精機工業（愛知）
丸井デパート札幌	（北海道）４─０	日製日立（茨城）
日製多賀（茨城）	 ４─３	 日清紡（徳島）
大洋紡績（岐阜）	 ４─１	 日清紡（東京）
▼準決勝
安田生命	 ４─１	 丸井デパート札幌
大洋紡績	 ４─２	 日製多賀
▼決勝
大洋紡績	 ４─１	 安田生命

第15回全日本実業団選手権大会
昭和40年5月2～5日、於：島根県出雲市立体育館

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）	 ４─０	 日立多賀（茨城）
協和発酵（山口）	 ４─２	 安田生命（東京）
積水化学（大阪）	 ４─０	 日立国分（茨城）
日本楽器（静岡）	 ４─０	 八幡製鉄（福岡）
▼準決勝
シチズン時計	 ４─１	 協和発酵
積水化学	 ４─１	 日本楽器
▼決勝
積水化学	 ４─１	 シチズン時計

□硬式女子
▼準々決勝
帝人岩国（山口）	 ４─２	 朝日生命（東京）
百十四銀行（香川）	 ４─３	 旭精機工業（愛知）
武田薬品光（山口）	 ４─２	 三井生命（東京）
日本楽器（静岡）	 ４─３		日清紡績名古屋（愛知）
▼準決勝
帝人岩国	 ４─１	 百十四銀行
日本楽器	 ４─２	 武田薬品光
▼決勝
帝人岩国	 ４─１	 日本楽器

□軟式男子
▼準々決勝
リッカーミシン（東京）４─１	東京電力群馬（群馬）
大阪市信用金庫（大阪）４─０	 朝日生命（東京）
東京電力（東京）	 ４─３	 日本碍子（愛知）
東洋工業（広島）	 ４─２	 住友金属工業（福岡）
▼準決勝
リッカーミシン	 ４─２	 大阪市信用金庫
東京電力	 ４─２	 東洋工業
▼決勝
リッカーミシン	 ４─２	 東京電力

□軟式女子
▼準々決勝
日清紡西新井（東京）	 ４─２	 大洋紡績（岐阜）
三共（東京）	 ４─２	 小倉玉屋（福岡）
日通横浜（神奈川）	 ４─３	 明治生命（東京）
三馬ゴム（北海道）	 ４─２	 安田生命（東京）
▼準決勝
日清紡西新井	 ４─３	 三共
日通横浜	 ４─１	 三馬ゴム
▼決勝
日清紡西新井	 ４─１	 日通横浜

第16回全日本実業団選手権大会
昭和41年5月1～4日、於：三重県体育館

□硬式男子
▼準々決勝
積水化学（大阪）	 ４─３	 安田生命（東京）
協和発酵防府（山口）	 ４─３	 日立製作多賀（茨城）
日本楽器（静岡）	 ４─２	 伊藤忠自動車（東京）
シチズン時計（東京）	 ４─０	 百十四銀行（香川）
▼準決勝
積水化学	 ４─０	 	協和発酵防府
シチズン時計	 ４─０	 日本楽器
▼決勝
シチズン時計	 ４─２	 積水化学

□硬式女子
▼準々決勝
三井生命（東京）	 ４─２	 	帝人岩国（山口）
旭精機（愛知）	 ４─１	 武田薬品光（山口）
東洋レーヨン（東京）	 ４─１	 百十四銀行（香川）
日本楽器（静岡）	 ４─１	 朝日生命（東京）
▼準決勝
旭精機	 ４─１	 三井生命
日本楽器	 ４─１	 	東洋レーヨン
▼決勝
旭精機	 ４─３	 	日本楽器

□軟式男子
▼準々決勝
リッカーミシン（東京）	４─２	 三菱重工広島（広島）
電電東京（東京）	 ４─２	 大日本印刷（東京）
旺文社（東京）	 ４─０	大阪市信用金庫（大阪）
東京電力（東京）	 ４─２	 日立化成山崎（茨城）
▼準決勝
電電東京	 ４─３	 大日本印刷
旺文社	 ４─１	 東京電力
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▼決勝
旺文社	 ４─２	 	電電東京

□軟式女子
▼準々決勝
日清紡西新井（東京）	 ４─３	 日本生命（大阪）
明治生命（東京）	 ４─３	 三馬ゴム（北海道）
大洋紡績（岐阜）	 ４─０	 日清紡名古屋（愛知）
安田生命（東京）	 ４─２	 日通横浜（神奈川）
▼準決勝
明治生命	 ４─３	 日清紡西新井
大洋紡績	 ４─１	 安田生命
▼決勝
大洋紡績	 ４─３	 明治生命

第17回全日本実業団選手権大会
昭和42年6月8～11日、於：山形県体育館

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）			５─０

マツダオート名古屋（愛知）
安田生命（東京）	 ５─０	 	日立製作所（茨城）
東印東京青果（東京）	 ５─２	 協和発酵防府（山口）
日本楽器（静岡）	 ５─２	 荻村化学（千葉）
▼準決勝
シチズン時計	 ５─０		 安田生命
日本楽器	 ５─２	 東印東京青果
▼決勝
シチズン時計	 ５─０	 日本楽器

□硬式女子
▼準々決勝
旭精機（愛知）	 ４─０	 朝日生命（東京）
日本生命（大阪）	 ４─３	 東洋レーヨン（東京）
三井生命（東京）	 ４─１	 百十四銀行（香川）
日本楽器（静岡）	 ４─１	 大生信用組合（東京）
▼準決勝
旭精機	 ４─２	 	日本生命
三井生命	 ４─２	 日本楽器
▼決勝
旭精機	 ４─２	 三井生命

□軟式男子
▼準々決勝
旺文社（東京）	 ３─１	 徳陽相互銀行（宮城）
丸井デパート（北海道）			３─１	 東京電力（東京）
リッカーミシン（東京）			３─２	

大阪中央信用金庫（大阪）
東京電力群馬（群馬）	 ３─０	 	八幡製鉄（福岡）
▼準決勝
旺文社	 ３─１	 	丸井デパート
東京電力群馬	 ３─１	 	リッカーミシン
▼決勝
東京電力群馬	 ３─２	 	旺文社

□軟式女子
▼準々決勝
大洋紡績（岐阜）	 ３─１	 三共（東京）
日清紡西新井（東京）	 ３─１	 北菱電興（石川）
安田生命（東京）	 ３─０	 	鐘紡大垣（岐阜）
明治生命（東京）	 ３─２ 	丸井デパート（北海道）
▼準決勝
日清紡西新井	 ３─１	 大洋紡績
安田生命	 ３─１	 明治生命
▼決勝
日清紡西新井	 ３─１	 安田生命

第18回全日本実業団選手権大会
昭和43年6月8～11日、於：長崎国際体育館

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）	 ５─０	 三井生命（東京）
東京青果（東京）	 ５─０	 住友金属小倉（福岡）
ミツミ電機（東京）	 ５─４	 安田生命（東京）
日本楽器（静岡）	 ５─３	 朝日生命（東京）
▼準決勝
シチズン時計	 ５─１	 	東京青果
日本楽器	 ５─２	 ミツミ電機
▼決勝
シチズン時計	 ５─２	 日本楽器

□硬式女子
▼準々決勝
旭精機工業（愛知）	 ４─０	 高島屋大阪（大阪）
武田薬品光（山口）	 ４─１	 日本楽器（静岡）
日本生命（大阪）	 ４─２	 帝人岩国（山口）
大生信用組合（東京）	 ４─３		 三井生命（東京）
▼準決勝
旭精機工業	 ４─０	 	武田薬品光
大生信用組合	 ４─３	 日本生命
▼決勝
大生信用組合	 ４─１	 旭精機工業

□軟式男子
▼準々決勝
ウテナ（東京）	 ３─２	 東京電力群馬（群馬）
吉田工業（富山）		３─２	 	大阪中央信用金庫（大阪）
電電東京（東京）	 ３─１	リッカーミシン（東京）
旺文社（東京）	 ３─０	茨城日立製作所（茨城）
▼準決勝
ウテナ	 ３─１	 吉田工業
旺文社	 ３─１	 電電東京
▼決勝
旺文社	 ３─０	 ウテナ

□軟式女子
▼準々決勝
日清紡西新井（東京）	 ３─０	 広島銀行（広島）
川徳デパート（岩手）	 ３─２	 明治生命（東京）
大洋紡績（岐阜）		３─０	 	丸井デパート札幌（北海道）
安田生命（東京）	 ３─０	 オルガン針（長野）
▼準決勝
川徳デパート	 ３─１	 日清紡西新井
大洋紡績	 ３─１	 安田生命
▼決勝
大洋紡績	 ３─１	 川徳デパート

第19回全日本実業団選手権大会
昭和44年6月19～22日

於：花巻市民体育館・花巻南高校体育館

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）	 ５─１	 朝日生命（東京）
安田生命（東京）	 ５─２	 荻村化学（千葉）
ミツミ電機（東京）	 ５─０	 三井生命（東京）
日本楽器（静岡）	 ５─１	 日立製作所（茨城）
▼準決勝
シチズン時計	 ５─１	 	安田生命
日本楽器	 ５─３	 	ミツミ電機
▼決勝
シチズン時計	 ５─０	 日本楽器

□硬式女子
▼準々決勝
大生信用組合（東京）	 ４─０	 ダイキ（愛媛）
大洋紡績（岐阜）	 ４─０	 百十四銀行（香川）
日本生命（大阪）	 ４─３	 明治生命（東京）

三井生命（東京）	 ４─３	 旭精機（愛知）
▼準決勝
大生信用組合	 ４─１	 	大洋紡績
三井生命	 ４─１	 	日本生命
▼決勝
大生信用組合	 ４─３	 	三井生命

□軟式男子
▼準々決勝
旺文社（東京）		３─０		丸井デパート札幌（北海道）
第一火災海上保険（東京）３─１

リッカーミシン（東京）
東京電力群馬（群馬）	 ３─１	 電電東京（東京）
ウテナ（東京）	 ３─１	 日立茨城（茨城）
▼準決勝
旺文社	 ３─０	 第一火災海上保険
東京電力群馬	 ３─２	 ウテナ
▼決勝
旺文社	 ３─１	 	東京電力群馬

□軟式女子
▼準々決勝
川徳デパート（岩手）		３─０	 東亜栄養（福島）
三共（東京）	 ３─０	 	明治生命（大阪）
丸井デパート札幌（北海道）３─０

日立化成山崎（茨城）
安田生命（東京）	 ３─０	 日本電装（愛知）
▼準決勝
川徳デパート	 ３─１	 	三共
安田生命	 ３─０	 	丸井デパート札幌
▼決勝
川徳デパート	 ３─０	 	安田生命

第20回全日本実業団選手権大会
昭和45年6月11～14日、於：藤沢市秩父宮記念体育館

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）	 ５─２	 荻村化学工業（千葉）
ミツミ電機（東京）	 ５─０	 三井生命（東京）
旺文社（東京）	 ５─０	 安田生命（東京）
日本楽器（静岡）	 ５─１	 住友金属（大阪）
▼準決勝
シチズン時計	 ５─３	 	ミツミ電機
日本楽器	 ５─０	 	旺文社
▼決勝
日本楽器	 ５─４	 	シチズン時計

□硬式女子
▼準々決勝
大生信用組合（東京）	 ４─１	 	明治生命（東京）
シチズン時計（東京）	 ４─０	 	旭精機工業（愛知）
百十四銀行（香川）	 ４─３	 	日本生命（大阪）
三井生命（東京）	 ４─０	 日産自動車（神奈川）
▼準決勝
大生信用組合	 ４─１	 シチズン時計
百十四銀行	 ４─３	 三井生命
▼決勝
大生信用組合	 ４─０	 百十四銀行

□軟式男子
▼準々決勝
東京電力群馬（群馬）	 ３─１	 日通横浜（神奈川）
リッカーミシン（東京）３─２

東洋リノリューム（兵庫）
第一火災海上保険（東京）３─１

丸井デパート札幌（北海道）
信号器材（神奈川）	 ３─１	 	ウテナ（東京）
▼準決勝
リッカーミシン	 ３─０	 東京電力群馬
第一火災海上保険	 ３─１	 信号器材
▼決勝
第一火災海上保険	 ３─１	 リッカーミシン
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□軟式女子
▼準々決勝
川徳デパート（岩手）	 ３─２

京都中央信用金庫（京都）
東亜栄養化学（福島）	 ３─２	 松下カラー（栃木）
三菱電機伊丹（兵庫）	 ３─１	 	明治生命（大阪）
日立化成（茨城）	 ３─１	 安田生命（東京）
▼準決勝
川徳デパート	 ３─０	 東亜栄養化学
三菱電機伊丹	 ３─１	 日立化成
▼決勝
川徳デパート	 ３─０	 三菱電機伊丹

第21回全日本実業団選手権大会
昭和46年6月17～20日、於：大阪市中央体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日本楽器（静岡）	 ４─３	 荻村化学（千葉）
ミツミ電機（東京）	 ４─１	 アイデアル（東京）
旺文社（東京）	 ４─０	 三重県庁（三重）
シチズン時計（東京）	 ４─０		日立製作所多賀（茨城）
▼準決勝
ミツミ電機	 ４─１	 日本楽器
シチズン時計	 ４─１	 旺文社
▼決勝
ミツミ電機	 ４─２	 シチズン時計

□硬式女子
▼準々決勝
大生信用組合（東京）	 ３─０	 日産自動車（神奈川）
三井生命（東京）	 ３─２	 旭精機工業（愛知）
シチズン時計（東京）	 ３─１	 日本生命（大阪）
日本楽器（静岡）	 ３─０	 リコー（東京）
▼準決勝
大生信用組合	 ３─０	 三井生命
シチズン時計	 ３─１	 日本楽器
▼決勝
大生信用組合	 ３─２	 シチズン時計

□軟式男子
▼準々決勝
ウテナ（東京）			３─１	 	第一火災海上保険（東京）
日本通運横浜（神奈川）	３─０	 電電東京（東京）
伊予銀行（愛媛）	 ３─２	 静岡県庁（静岡）
リッカーミシン（東京）	３─１	大阪市信用金庫（大阪）
▼準決勝
日本通運横浜	 ３─１	 ウテナ
リッカーミシン	 ３─２	 伊予銀行
▼決勝
日本通運横浜	 ３─２	 リッカーミシン

□軟式女子
▼準々決勝
川徳デパート（岩手）			３─０	丸井今井本店（北海道）
日立化成（茨城）	 ３─１	 広島銀行（広島）
京都中央信用金庫（京都）	３─２	東亜栄養化学（福島）
三菱電機伊丹（兵庫）	 ３─２	 大洋紡績（岐阜）
▼準決勝
川徳デパート	 ３─０	 日立化成
京都中央信用金庫	 ３─１	 三菱電機伊丹
▼決勝
川徳デパート	 ３─０	 京都中央信用金庫

第22回全日本実業団選手権大会
昭和47年6月1～4日、於：道立中島スポーツセンター

□硬式男子
▼準々決勝
ミツミ電機（東京）	 ４─２	 協和発酵防府（山口）
旺文社（東京）	 ４─０	 日立茨城（茨城）
日本楽器（静岡）	 ４─０	 住友金属小倉（福岡）

シチズン時計（東京）	 ４─０	 エドヤ（新潟）
▼準決勝
旺文社	 ４─１	 ミツミ電機
日本楽器	 ４─１	 シチズン時計
▼決勝
旺文社	 ４─０	 日本楽器

□硬式女子
▼準々決勝
大生信用組合（東京）	 ３─２	 百十四銀行（香川）
日本楽器（静岡）	 ３─０	 日産自動車（神奈川）
三井生命（東京）	 ３─１ 	武田薬品湘南（神奈川）
シチズン時計（東京）	 ３─０	青森県信用組合（青森）
▼準決勝
大生信用組合	 ３─０	 日本楽器
シチズン時計	 ３─０	 三井生命
▼決勝
大生信用組合	 ３─０	 シチズン時計

□軟式男子
▼準々決勝
日本通運横浜（神奈川）	３─２	丸井今井本店（北海道）
電電東京（東京）	 ３─２	 クワザワ（北海道）
信号器材（神奈川）３─０	東洋リノリューム（兵庫）
東京電力群馬（群馬）３─０	リッカーミシン（東京）
▼準決勝
電電東京	 ３─２	 日本通運横浜
信号器材	 ３─０	 東京電力群馬
▼決勝
信号器材	 ３─０	 電電東京

□軟式女子
▼準々決勝
川越デパート（埼玉）	 ３─０

鹿児島相互銀行（鹿児島）
三菱電機伊丹（兵庫）	 ３─１	 日本フェルト（東京）
日立化成（茨城）	 ３─０	 東京電力群馬（群馬）
専売広島（広島）	 ３─０	 松下カラー（栃木）
▼準決勝
三菱電機伊丹	 ３─０	 川越デパート
専売広島	 ３─０	 日立化成
▼決勝
三菱電機伊丹	 ３─２	 専売広島

第23回全日本実業団選手権大会
昭和48年6月16～19日、於：広島県立体育館

□硬式男子
▼準々決勝
旺文社（東京）		 ４─０		住友金属大阪（大阪）
シチズン時計（東京）	 ４─０	 茨城日立（茨城）
ミツミ電機（東京）	 ４─０	 川崎製鉄千葉（千葉）
日本楽器（静岡）	 ４─０	 リコー（東京）
▼準決勝
シチズン時計	 ４─１	 	旺文社
日本楽器	 ４─２	 	ミツミ電機
▼決勝
シチズン時計	 ４─２	 日本楽器

□硬式女子
▼準々決勝
大生信用組合（東京）	 ３─０	 日本生命（大阪）
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 旭化成延岡（宮崎）
日本楽器（静岡）	 ３─１	 旭精機（愛知）
シチズン時計（東京）	３─０	北海道拓殖銀行（北海道）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 大生信用組合
日本楽器	 ３─１	 シチズン時計
▼決勝
日本楽器	 ３─２	 日産自動車

□軟式男子
▼準々決勝
信号器材（神奈川）	 ３─０	 	静岡県庁（静岡）
堺市役所（大阪）	 ３─２	 東京電力群馬（群馬）
川徳デパート（岩手）	 ３─０	 日通横浜（神奈川）
大倉工業（香川）	 ３─０	 	電電東京（東京）
▼準決勝
信号器材	 ３─２	 	堺市役所
川徳デパート	 ３─１	 	大倉工業
▼決勝
信号器材	 ３─１	 川徳デパート

□軟式女子
▼準々決勝
広島銀行（広島）	３─１鹿児島相互信用金庫（鹿児島）
日立化成山崎（茨城）	３─１

丸井今井札幌本店（北海道）
川徳デパート（岩手）	 ３─２	 三共（東京）
日本フェルト（東京）	 ３─１	 丸善石油（大阪）
▼準決勝
広島銀行	 ３─１	 	日立化成山崎
川徳デパート	 ３─２	 日本フェルト
▼決勝
川徳デパート	 ３─１	 広島銀行

第24回全日本実業団選手権大会
昭和49年6月26～29日

於、駒沢オリンピック公園体育館・屋内球技場

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）	 ４─１	 川崎製鉄千葉（千葉）
ミツミ電機（東京）	 ４─１	 日立多賀（茨城）
旺文社（東京）	 ４─２	 エドヤ（新潟）
日本楽器（静岡）	 ４─０	 住金大阪（大阪）
▼準決勝
シチズン時計	 ４─０	 	ミツミ電機
日本楽器	 ４─１	 旺文社
▼決勝
日本楽器	 ４─２	 シチズン時計

□硬式女子
▼準々決勝
日本楽器（静岡）	 ３─０	 日本生命（大阪）
第一勧業銀行（東京）	 ３─１	 シチズン時計（東京）
大生信用組合（東京）	 ３─１	 川徳デパート（岩手）
日産自動車（神奈川）３─１北海道拓殖銀行（北海道）
▼準決勝
第一勧業銀行	 ３─０	 日本楽器
日産自動車	 ３─１	 大生信用組合
▼決勝
第一勧業銀行	 ３─０	 日産自動車

□軟式男子
▼準々決勝
クワザワ（北海道）	 ３─２	 岐阜信用金庫（岐阜）
電電東京（東京）	 ３─２	 本田技研鈴鹿（三重）
日本通運横浜（神奈川）	３─２

鹿児島相互信用金庫（鹿児島）
川徳デパート（岩手）３─０東洋リノリューム（兵庫）
▼準決勝
クワザワ	 ３─１	 電電東京
日本通運横浜	 ３─２	 川徳デパート
▼決勝
日本通運横浜	 ３─２	 クワザワ

□軟式女子
▼準々決勝
三菱電機伊丹（兵庫）	 ３─１	 	広島銀行（広島）
武田薬品湘南（神奈川）	３─１

鹿児島相互信用金庫（鹿児島）
専売広島（広島）	 ３─２	 東電群馬（群馬）
東亜栄養（福島）	 ３─１	 日本フェルト（東京）
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▼準決勝
武田薬品湘南	 ３─１	 三菱電機伊丹
東亜栄養	 ３─０	 専売広島
▼決勝
武田薬品湘南	 ３─２	 東亜栄養

第25回全日本実業団選手権大会
昭和50年7月3～6日

於：駒沢オリンピック公園体育館・屋内球技場

□硬式男子
▼準々決勝
日本楽器製造（静岡）	 ４─２	 日立多賀（茨城）
信号器材（神奈川）	 ４─３	 ミツミ電機（東京）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─３	 旺文社（東京）
シチズン時計（東京）	 ４─１	 三重県庁（三重）
▼準決勝
日本楽器製造	 ４─２	 	信号器材
シチズン時計	 ４─０	 	川崎製鉄千葉
▼決勝
シチズン時計	 ４─３	 日本楽器製造

□硬式女子
▼準々決勝
第一勧業銀行（東京）	 ３─１	 川徳デパート（岩手）
大生信用組合（東京）	 ３─１	 日本生命（大阪）
住友金属小倉（福岡）	 ３─１	 青森銀行（青森）
日産自動車（神奈川）	 ３─１	

住友金属工業本社（大阪）
▼準決勝
第一勧業銀行	 ３─１	 	大生信用組合
日産自動車	 ３─２	 住友金属小倉
▼決勝
第一勧業銀行	 ３─０	 日産自動車

□軟式男子
▼準々決勝
日通横浜（神奈川）	 ３─２	 本田技研鈴鹿（三重）
堺市役所（大阪）	 ３─２	 電電東京（東京）
東京電力群馬（群馬）	 ３─１	 川徳デパート（岩手）
東洋リノリューム（兵庫）		３─１		クワザワ（北海道）
▼準決勝
日通横浜	 ３─１	 堺市役所
東洋リノリューム	 ３─２	 東京電力群馬
▼決勝
東洋リノリューム	 ３─２	 日通横浜

□軟式女子
▼準々決勝
三共（東京）	 ３─１	武田薬品湘南（神奈川）
青森県信用組合（青森）	３─２	東京電力群馬（群馬）
三洋電機岐阜（岐阜）	 ３─０	 日本フェルト（東京）
五番館（北海道）	 ３─０	 中部電力津（三重）
▼準決勝
青森県信用組合	 ３─２	 三共
五番館	 ３─１	 三洋電機岐阜
▼決勝
青森県信用組合	 ３─１	 五番館

第26回全日本実業団選手権大会
昭和51年8月13～16日

於：千葉県営体育館・川崎製鉄体育館

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）	 ４─３	 エドヤ（新潟）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─３	 協和発酵（東京）
旺文社（東京）	 ４─２	 信号器材（神奈川）
日本楽器（静岡）	 ４─１	 ミツミ電機（東京）
▼準決勝
シチズン時計	 ４─２	 川崎製鉄千葉
旺文社	 ４─３	 日本楽器

▼決勝
旺文社	 ４─３	 シチズン時計

□硬式女子
▼準々決勝
第一勧業銀行（東京）	 ３─０	 青森銀行（青森）
住金小倉（福岡）	 ３─２	 日本楽器（静岡）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ３─２	 大生信用組合（東京）
日産自動車（神奈川）	 ３─２	 川徳（岩手）
▼準決勝
第一勧業銀行	 ３─１	 住金小倉
日産自動車	 ３─１	 川崎製鉄千葉
▼決勝
第一勧業銀行	 ３─１	 日産自動車

□軟式男子
▼準々決勝
電電東京（東京）		３─１		東洋リノリューム（兵庫）
堺市役所（大阪）				３─０	 クワザワ（北海道）
太陽信用金庫（東京）３─２	 本田技研鈴鹿（三重）
川徳（岩手）				３─０					丸井今井札幌本店（北海道）
▼準決勝
堺市役所	 ３─１	 電電東京
川徳	 ３─１	 太陽信用金庫
▼決勝
川徳	 ３─０	 堺市役所

□軟式女子
▼準々決勝
五番館（北海道）				３─２	 日立化成山崎（茨城）
武田薬品湘南（神奈川）			３─０	 武田薬品光（山口）
北海道拓殖銀行（北海道）		３─０	 日興証券（東京）
東亜栄養化学工業（福島）					３─１	 三共（東京）
▼準決勝
武田薬品湘南	 ３─１	 五番館
北海道拓殖銀行	 ３─０	 東亜栄養化学工業
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 武田薬品湘南

第27回全日本実業団選手権大会
昭和52年6月30日～7月3日
於：北九州市立総合体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ４─３	 旺文社（東京）
協和発酵工業（東京）		４─２	 川崎製鉄千葉（千葉）
日本楽器製造（静岡）	 ４─２	 信号器材（神奈川）
シチズン時計（東京）	 ４─１	 ミツミ電機（東京）
▼準決勝
日産自動車	 ４─３	 協和発酵工業
シチズン時計	 ４─１	 日本楽器製造
▼決勝
日産自動車	 ４─１	 シチズン時計

□硬式女子
▼準々決勝
川徳（岩手）	 ３─１	 第一勧業銀行（東京）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ３─１	 三井銀行（東京）
大生信用組合（東京）		３─１	 百十四銀行（香川）
日産自動車（神奈川）		３─０	 青森信用組合（青森）
▼準決勝
川徳	 ３─１	 川崎製鉄千葉
日産自動車	 ３─２	 大生信用組合
▼決勝
日産自動車	 ３─０	 川徳

□軟式男子
▼準々決勝
クワザワ（北海道）	 ３─２	 川徳（岩手）
日立化成山崎（茨城）	 ３─１	 大倉工業（香川）
太陽信用金庫（東京）	 ３─２	

東洋リノリューム（兵庫）

岐阜信用金庫（岐阜）	 ３─１	 	堺市役所（大阪）
▼準決勝
クワザワ	 ３─２	 日立化成山崎
太陽信用金庫	 ３─１	 岐阜信用金庫
▼決勝
太陽信用金庫	 ３─１	 クワザワ

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）	３─１	三菱電機伊丹（兵庫）
帝人岩国（山口）	 ３─１	 東亜栄養化学（福島）
富士通須坂（長野）	 ３─０	 東芝名古屋（愛知）
大協石油（東京）				３─２	 武田薬品湘南（神奈川）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─２	 帝人岩国
富士通須坂	 ３─０	 大協石油
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 富士通須坂

第28回全日本実業団選手権大会
昭和53年8月2～5日

於：駒沢オリンピック公園体育館・屋内球技場

□硬式男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ４─１	

和歌山相互銀行（和歌山）
日本楽器製造（静岡）	 ４─３	 旺文社（東京）
協和発酵工業（東京）	 ４─０	 	信号器材（神奈川）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─１	 シチズン時計（東京）
▼準決勝
日本楽器製造	 ４─２	 日産自動車
協和発酵工業	 ４─３	 川崎製鉄千葉
▼決勝
日本楽器製造	 ４─０	 協和発酵工業

□硬式女子
▼準々決勝
三井生命（東京）	 ３─２		日産自動車（神奈川）
青森県信用組合（青森）	３─１		日本楽器製造（静岡）
第一勧業銀行（東京）	 ３─０		川崎製鉄千葉（千葉）
三井銀行（東京）	 ３─２	 	明治生命（東京）
▼準決勝
三井生命	 ３─１	 青森県信用組合
第一勧業銀行	 ３─０	 三井銀行
▼決勝
三井生命	 ３─２	 	第一勧業銀行

□軟式男子
▼準々決勝
本田技研工業（三重）	 ３─２	 太陽信用金庫（東京）
東洋リノリューム（兵庫）	３─２	岐阜信用金庫（岐阜）
川徳（岩手）	 ３─０	 専売松山（愛媛）
利根郡信用金庫（群馬）	３─２	 	大倉工業（香川）
▼準決勝
本田技研工業	 ３─１	 東洋リノリューム
川徳	 ３─１	 利根郡信用金庫
▼決勝
本田技研工業	 ３─２	 川徳

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）	３─０	信号器材（神奈川）
五番館（北海道）	 ３─１	 本田技研鈴鹿（三重）
住友金属鹿島（茨城）３─２		武田薬品湘南（神奈川）
富士通須坂（長野）	 ３─１	 東亜栄養（福島）
▼準決勝
五番館	 ３─２	 北海道拓殖銀行
富士通須坂	 ３─１	 住友金属鹿島
▼決勝
富士通須坂	 ３─１	 五番館
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第29回全日本実業団選手権大会
昭和54年8月4～8日、於：鳥取県立米子東高校体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日本楽器製造（静岡）	 ４─０	 三重県庁（三重）
日産自動車（神奈川）	 ４─２	 シチズン時計（東京）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─１	 旺文社（東京）
協和発酵工業（東京）	 ４─１

和歌山相互銀行（和歌山）
▼準決勝
日本楽器製造	 ４─１	 日産自動車
川崎製鉄千葉	 ４─３	 協和発酵工業
▼決勝
日本楽器製造	 ４─２	 川崎製鉄千葉

□硬式女子
▼準々決勝
川崎製鉄千葉（千葉）	 ３─１	 三井生命（東京）
三井銀行（東京）	 ３─２	 日産自動車（神奈川）
大生信用組合（東京）	 ３─１	 百十四銀行（香川）
第一勧業銀行（東京）	 ３─２	 日本楽器製造（静岡）
▼準決勝
川崎製鉄千葉	 ３─１	 三井銀行
第一勧業銀行	 ３─０	 大生信用組合
▼決勝
第一勧業銀行	 ３─１	 川崎製鉄千葉

□軟式男子
▼準々決勝
本田技研鈴鹿（三重）	 ３─２	 大倉工業（香川）
鹿児島相互信用金庫（鹿児島）３─２

クワザワ（北海道）
東洋リノリューム（兵庫）	３─２	太陽信用金庫（東京）
電電東京（東京）	 ３─２	 	川徳（岩手）
▼準決勝
本田技研鈴鹿	 ３─０	 鹿児島相互信用金庫
電電東京	 ３─０	 東洋リノリューム
▼決勝
本田技研鈴鹿	 ３─１	 電電東京

□軟式女子
▼準々決勝
松下電器（栃木）３─１丸井今井札幌本店（北海道）
北海道拓殖銀行（北海道）	３─１	日本フェルト（東京）
東亜栄養（福島）				３─２	 住友金属鹿島（茨城）
武田薬品湘南（神奈川）			３─０	 五番館（北海道）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 松下電器
武田薬品湘南	 ３─０	 東亜栄養
▼決勝
武田薬品湘南	 ３─１	 北海道拓殖銀行

第30回全日本実業団選手権大会
昭和55年8月21～25日、於：新潟県上越市総合体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日本楽器製造（静岡）４─０	和歌山相互銀行（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 ４─０	 旺文社（東京）
協和発酵工業（東京）	 ４─１	 専売広島（広島）
シチズン時計（東京）	 ４─１	 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
日本楽器製造	 ４─０	 日産自動車
協和発酵工業	 ４─２	 シチズン時計
▼決勝
協和発酵工業	 ４─３	 日本楽器製造

□硬式女子
▼準々決勝
第一勧業銀行（東京）	 ３─１	 住金小倉（福岡）
明治生命（東京）	 ３─２	 三井銀行（東京）

日産自動車（神奈川）	 ３─０	 大生信用組合（東京）
武田薬品湘南（神奈川）	３─２	川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
第一勧業銀行	 ３─１	 明治生命
日産自動車	 ３─０	 武田薬品湘南
▼決勝
日産自動車	 ３─２	 第一勧業銀行

□軟式男子
▼準々決勝
電電東京（東京）	 ３─２	藤沢信用金庫（神奈川）
大倉工業（香川）	 ３─０	 クワザワ（北海道）
太陽信用金庫（東京）	 ３─１	 岐阜信用金庫（岐阜）
川徳（岩手）					３─２	 	東洋リノリューム（兵庫）
▼準決勝
電電東京	 ３─１	 大倉工業
太陽信用金庫	 ３─１	 川徳
▼決勝
太陽信用金庫	 ３─１	 電電東京

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）３─０	徳陽相互銀行（宮城）
松下電工彦根（滋賀）	 ３─１	 富士通須坂（長野）
十六銀行（岐阜）	 ３─０	藤沢信用金庫（神奈川）
東亜栄養（福島）	 キケン	 五番館（北海道）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 松下電工彦根
十六銀行	 ３─２	 東亜栄養
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 十六銀行

第31回全日本実業団選手権大会
昭和56年7月22～26日、於：旭川市総合体育館

□硬式男子
▼準々決勝
協和発酵工業（東京）	 ４─０	 旺文社（東京）
日産自動車（神奈川）	 ４─０	 川崎製鉄千葉（千葉）
和歌山相互銀行（和歌山）	４─０	本田技研鈴鹿（三重）
日本楽器製造（静岡）	 ４─０		協和発酵防府（山口）
▼準決勝
協和発酵工業	 ４─２	 日産自動車
日本楽器製造	 ４─１	 	和歌山相互銀行
▼決勝
日本楽器製造	 ４─０	 	協和発酵工業

□硬式女子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 松下電工彦根（滋賀）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ３─１	 明治生命（東京）
武田薬品湘南（神奈川）	３─０	 三井銀行（東京）
第一勧業銀行（東京）	 ３─１	 日本楽器製造（静岡）
▼準決勝
日産自動車	 ３─２	 	川崎製鉄千葉
武田薬品湘南	 ３─２	 	第一勧業銀行
▼決勝
日産自動車	 ３─０	 武田薬品湘南

□軟式男子
▼準々決勝
太陽信用金庫（東京）	 ３─１	 岐阜信用金庫（岐阜）
東洋リノリューム（兵庫）３─０

藤沢信用金庫（神奈川）
大倉工業（香川）	 ３─０	 学習研究社（東京）
電電東京（東京）	 ３─０	 クワザワ（北海道）
▼準決勝
太陽信用金庫	 ３─０	 東洋リノリューム
大倉工業	 ３─２	 電電東京
▼決勝
大倉工業	 ３─１	 太陽信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）３─１シチズン時計（東京）
東亜栄養（福島）	 ３─１	 みちのく銀行（青森）
富士通須坂（長野）	 ３─１	 リコー沼津（静岡）
十六銀行（岐阜）	 ３─０	 三菱電機伊丹（兵庫）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 東亜栄養
富士通須坂	 ３─１	 十六銀行
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 	富士通須坂

第32回全日本実業団選手権大会
昭和57年7月22～25日、於：北九州市立総合体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日本楽器製造（静岡）	 ４─０	 旺文社（東京）
日産自動車（神奈川）	 ４─０	 滋賀相互銀行（滋賀）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─３	

和歌山相互銀行（和歌山）
協和発酵工業（東京）	 ４─０	 ミツミ電機（東京）
▼準決勝
日本楽器製造	 ４─３	 日産自動車
協和発酵工業	 ４─３	 川崎製鉄千葉
▼決勝
日本楽器製造	 ４─３	 協和発酵工業

□硬式女子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 三井銀行（東京）
松下電工彦根（滋賀）	 ３─１	 第一勧業銀行（東京）
日本楽器製造（静岡）	 ３─２	 川崎製鉄千葉（千葉）
明治生命（東京）　３─２		 武田薬品湘南（神奈川）
▼準決勝
日産自動車	 ３─０	 松下電工彦根
日本楽器製造	 ３─２	 明治生命
▼決勝
日産自動車	 ３─０	 日本楽器製造

□軟式男子
▼準々決勝
大倉工業（香川）	 ３─１	 秋田銀行（秋田）
電電東京（東京）	 ３─２		藤沢信用金庫（神奈川）
学習研究社（東京）	 ３─１		日産自動車吉原（静岡）
岐阜信用金庫（岐阜）	 ３─２	 太陽信用金庫（東京）
▼準決勝
大倉工業	 ３─０	 電電東京
岐阜信用金庫	 ３─１	 学習研究社
▼決勝
大倉工業	 ３─０	 岐阜信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）３─０	リコー沼津（静岡）
十六銀行（岐阜）	 ３─１	 みちのく銀行（青森）
シチズン時計（東京）	 ３─２	 東亜栄養化学（福島）
三立梱包運輸（東京）	 ３─１	 住友金属鹿島（茨城）
▼準決勝
十六銀行	 ３─２	 	北海道拓殖銀行
シチズン時計	 ３─１	 三立梱包運輸
▼決勝
十六銀行	 ３─１	 シチズン時計

第33回全日本実業団選手権大会
昭和58年7月22～26日、於：草津市総合体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日本楽器製造（静岡）	 ４─２	

和歌山相互銀行（和歌山）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─０	 本田技研鈴鹿（三重）
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日産自動車（神奈川）	 ４─０		福岡日産自動車（福岡）
協和発酵工業（東京）	 	４─０	滋賀相互銀行（滋賀）
▼準決勝
日本楽器製造	 ４─３	 川崎製鉄千葉
協和発酵工業	 ４─３	 日産自動車
▼決勝
協和発酵工業	 ４─３	 日本楽器製造

□硬式女子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 第一勧業銀行（東京）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ３─１	 明治生命（東京）
武田薬品湘南（神奈川）	３─１	松下電工彦根（滋賀）
日本楽器製造（静岡）	 ３─２	 	三井銀行（東京）
▼準決勝
日産自動車	 ３─０	 川崎製鉄千葉
日本楽器製造	 ３─２	 武田薬品湘南
▼決勝
日産自動車	 ３─２	 日本楽器製造

□軟式男子
▼準々決勝
大倉工業（香川）	 ３─０	 太陽信用金庫（東京）
藤沢信用金庫（神奈川）	３─２	利根郡信用金庫（群馬）
電電東京（東京）	 ３─１	日産自動車吉原（静岡）
寿屋（熊本）	 ３─１		三立梱包運輸（東京）
▼準決勝
大倉工業	 ３─０	 藤沢信用金庫
寿屋	 ３─１	 電電東京
▼決勝
寿屋	 ３─０	 大倉工業

□軟式女子
▼準々決勝
日立化成山崎（茨城）３─２

丸井今井札幌本店（北海道）
トーアエイヨー（福島）	３─０	 三共（東京）
丸紅（東京）	 ３─２	 三立梱包運輸（東京）
寿屋（熊本）　　３─１	 	北海道拓殖銀行（北海道）
▼準決勝
トーアエイヨー	 ３─１	 日立化成山崎
寿屋	 ３─０	 丸紅
▼決勝
寿屋	 ３─１	 トーアエイヨー

第34回全日本実業団選手権大会
昭和59年8月9～13日

於：上山市立南小学校・屋内運動場

□硬式男子
▼準々決勝
協和発酵工業（東京）	 ４─２	 シチズン時計（東京）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─２
	 	和歌山相互銀行（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 ４─１	 滋賀相互銀行（滋賀）
日本楽器製造（静岡）	 ４─０	 三新化学工業（山口）
▼準決勝
協和発酵工業	 ４─３	 川崎製鉄千葉
日産自動車	 ４─１	 日本楽器製造
▼決勝
協和発酵工業	 ４─０	 日産自動車

□硬式女子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─０		興紀相互銀行（和歌山）
三井銀行（東京）	 ３─２	 川崎製鉄千葉（千葉）
明治生命（東京）		 ３─０	 九州産交（熊本）
日本楽器製造（静岡）	 ３─０	 松下電工彦根（滋賀）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 三井銀行
明治生命	 ３─１	 日本楽器製造
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 明治生命

□軟式男子
▼準々決勝
京都中央信用金庫（京都）		３─１	 電電東京（東京）
日産自動車吉原（静岡）			３─０	 リコー（東京）
国鉄北海道総局（北海道）	３─１	太陽信用金庫（東京）
三立梱包（東京）	 ３─１		藤沢信用金庫（神奈川）
▼準決勝
日産自動車吉原	 ３─１	 京都中央信用金庫
三立梱包	 ３─２	 国鉄北海道総局
▼決勝
三立梱包	 ３─１	 日産自動車吉原

□軟式女子
▼準々決勝
トーアエイヨー（福島）					３─０	 松下電器（大阪）
北海道拓殖銀行（北海道）		３─１	 三立梱包（東京）
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 	倉庫精練（石川）
三共（東京）						３─０	 	 日産自動車吉原（静岡）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 トーアエイヨー
みちのく銀行	 ３─０	 三共
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 みちのく銀行

第35回全日本実業団選手権大会
昭和60年7月31日～8月4日

於：徳山市体育館・新南陽市体育館

□硬式男子
▼準々決勝
協和発酵工業（東京）	 ４─３	

和歌山相互銀行（和歌山）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ４─１	 滋賀相互銀行（滋賀）
日本楽器製造（静岡）	 ４─１	 シチズン時計（東京）
日産自動車（神奈川）	 ４─０	 琉球銀行（沖縄）
▼準決勝
協和発酵工業	 ４─２	 川崎製鉄千葉
日本楽器製造	 ４─０	 日産自動車
▼決勝
日本楽器製造	 ４─０	 協和発酵工業

□硬式女子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─０		大生信用組合（東京）
日本楽器製造（静岡）	 ３─０	

日本電気相模原（神奈川）
三井銀行（東京）	 ３─０	武田薬品湘南（神奈川）
明治生命（東京）	 ３─２	 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
日本楽器製造	 ３─０	 	日産自動車
明治生命	 ３─２	 三井銀行
▼決勝
日本楽器製造	 ３─０	 明治生命

□軟式男子
▼準々決勝
三立梱包（東京）	 ３─１	 リコー（東京）
京都中央信用金庫（京都）３─１	

藤沢信用金庫（神奈川）
国鉄北海道総局（北海道）	３─０	太陽信用金庫（東京）
日産自動車吉原（静岡）					３─１	 NTT 東京（東京）
▼準決勝
京都中央信用金庫	 ３─１	 	三立梱包
国鉄北海道総局	 ３─１	 日産自動車吉原
▼決勝
京都中央信用金庫	 ３─２	 国鉄北海道総局

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）３─１	富士通須坂（長野）
三共（東京）	 ３─０	 松下電器（大阪）
トーアエイヨー（福島）	３─１	 東京光学機械（東京）
みちのく銀行（青森）	 ３─１	 三立梱包（東京）

▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─２	 	三共
みちのく銀行	 ３─０	 トーアエイヨー
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 	みちのく銀行

第36回全日本実業団選手権大会
昭和61年8月6～10日、於：岐阜県民体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日本楽器製造（静岡）	 ４─２	 滋賀相互銀行（滋賀）
シチズン時計（東京）	 ４─３	 川崎製鉄千葉（千葉）
日産自動車（神奈川）	 ４─１	

和歌山相互銀行（和歌山）
協和発酵（東京）	 ４─１	日本たばこ広島（広島）
▼準決勝
日本楽器製造	 ４─０	 	シチズン時計
協和発酵	 ４─１	 日産自動車
▼決勝
協和発酵	 ４─２	 日本楽器製造

□硬式女子
▼準々決勝
十六銀行（岐阜）	 ３─２	 日本楽器製造（静岡）
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 川崎製鉄千葉（千葉）
三井銀行（東京）	 ３─２	日立製作所多賀（茨城）
武田薬品湘南（神奈川）	３─２	 ソニー一宮（愛知）
▼準決勝
日産自動車	 ３─２	 	十六銀行
三井銀行	 ３─２	 	武田薬品湘南
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 三井銀行

□軟式男子
▼準々決勝
京都中央信用金庫（京都）	３─１	 NTT 東京（東京）
太陽信用金庫（東京）	 ３─２	 桐生信用金庫（群馬）
サンリツ（東京）	 ３─０	 磐田信用金庫（静岡）
国鉄北海道総局（北海道）	３─２	岐阜信用金庫（岐阜）
▼準決勝
京都中央信用金庫	 ３─１	 太陽信用金庫
国鉄北海道総局	 ３─２	 サンリツ
▼決勝
京都中央信用金庫	 ３─１	 国鉄北海道総局

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）	３─１	東京光学機械（東京）
トーアエイヨー（福島）	３─１	 サンリツ（東京）
NTT東京（東京）	 ３─２	 三共（東京）
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 シチズン時計（東京）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 トーアエイヨー
みちのく銀行	 ３─０	 NTT 東京
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─２	 みちのく銀行

第37回全日本実業団選手権大会
昭和62年8月4～8日、於：上尾運動公園体育館

□硬式男子
▼準々決勝
協和発酵工業（東京）	 ４─１	

和歌山相互銀行（和歌山）
シチズン時計（東京）	 ４─１	 三新化学（山口）
日産自動車（神奈川）	 ４─２	 川崎製鉄千葉（千葉）
日本楽器製造（静岡）	 ４─０	日本たばこ広島（広島）
▼準決勝
協和発酵工業	 ４─１	 シチズン時計
日産自動車	 ４─１	 日本楽器製造
▼決勝
協和発酵工業	 ４─３	 日産自動車
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□硬式女子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 日本楽器製造（静岡）
十六銀行（岐阜）	 ３─２	 ソニー一宮（愛知）
武田薬品湘南（神奈川）			３─０	 日立多賀（茨城）
三井銀行（東京）	 ３─２	 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
日産自動車	 ３─０	 十六銀行
武田薬品湘南	 ３─０	 三井銀行
▼決勝
武田薬品湘南	 ３─２	 日産自動車

□軟式男子
▼準々決勝
京都中央信用金庫（京都）３─０	クワザワ（北海道）
NTT東京（東京）	 ３─０	 日専連青森会（青森）
太陽信用金庫（東京）	 ３─０	 磐田信用金庫（静岡）
桐生信用金庫（群馬）	 ３─１	日立製作所多賀（茨城）
▼準決勝
NTT 東京	 ３─０	 京都中央信用金庫
太陽信用金庫	 ３─０	 桐生信用金庫
▼決勝
NTT 東京	 ３─２	 太陽信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）	３─０	シチズン時計（東京）
東京光学機械（東京）	 ３─１	 NTT 東京（東京）
トーアエイヨー（福島）	３─０	 	三共（東京）
みちのく銀行（青森）	 ３─２	 サンリツ（東京）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 東京光学機械
トーアエイヨー	 ３─０	 みちのく銀行
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 トーアエイヨー

第38回全日本実業団選手権大会
昭和63年8月9～13日、於：熊本市総合体育館

□硬式男子
▼準々決勝
協和発酵工業（東京）	 ４─１	日本たばこ広島（広島）
シチズン時計（東京）	 ４─３	 川崎製鉄千葉（千葉）
ヤマハ（静岡）　４─１	 	和歌山相互銀行（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 ４─１	 三新化学（山口）
▼準決勝
シチズン時計	 ４─３	 協和発酵工業
ヤマハ	 ４─３	 日産自動車
▼決勝
シチズン時計	 ４─２	 ヤマハ

□硬式女子
▼準々決勝
武田薬品湘南（神奈川）	３─０	 ヤマハ（静岡）
十六銀行（岐阜）	 ３─０	福岡日産自動車（福岡）
三井銀行（東京）	 ３─１	 ソニー一宮（愛知）
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
十六銀行	 ３─１	 武田薬品湘南
三井銀行	 ３─０	 日産自動車
▼決勝
三井銀行	 ３─１	 十六銀行

□軟式男子
▼準々決勝
NTT 東京（東京）			３─０		 大阪市信用金庫（大阪）
桐生信用金庫（群馬）									３─１	 警視庁（東京）
京都中央信用金庫（京都）３─２	

藤沢信用金庫（神奈川）
日専連青森会（青森）	 ３─２	 太陽信用金庫（東京）
▼準決勝
NTT 東京	 ３─１	 桐生信用金庫
京都中央信用金庫	 ３─２	 日専連青森会

▼決勝
NTT 東京	 ３─１	 京都中央信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）	３─２	 NTT 東京（東京）
三共（東京）　　　３─２		 みちのく銀行（青森）
丸紅（東京）　　　３─１		 東京光学機械（東京）
サンリツ（東京）　３─１		 トーアエイヨー（福島）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 三共
サンリツ	 ３─２	 丸紅
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 サンリツ

第39回全日本実業団選手権大会
平成元年7月29日～8月2日

於：姫路市立中央体育館・厚生会館

□硬式男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）	 ４─１	 和歌山銀行（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 ４─０	 JT 広島（広島）
協和発酵工業（東京）	 ４─０	 寿屋（熊本）
ヤマハ（静岡）	 ４─１	 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
日産自動車	 ４─０	 シチズン時計
ヤマハ	 ４─０	 協和発酵工業
▼決勝
日産自動車	 ４─２	 ヤマハ

□硬式女子
▼準々決勝
三井銀行（東京）	 ３─１	 第一勧業銀行（東京）
住友生命（大阪）	 ３─２	 百十四銀行（香川）
武田薬品湘南（神奈川）			３─２	 日本生命（大阪）
十六銀行（岐阜）	 ３─１	 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
三井銀行	 ３─１	 住友生命
武田薬品湘南	 ３─２	 十六銀行
▼決勝
三井銀行	 ３─１	 武田薬品湘南

□軟式男子
▼準々決勝
NTT 東京（東京）３─０	 	甲府商工信用金庫（山梨）
太陽信用金庫（東京）３─１	藤沢信用金庫（神奈川）
健勝苑（香川）										３─１	 日専連青森会（青森）
京都中央信用金庫（京都）			３─１	 警視庁（東京）
▼準決勝
太陽信用金庫	 ３─２	 NTT 東京
健勝苑	 ３─１	 京都中央信用金庫
▼決勝
健勝苑	 ３─１	 太陽信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）３─０	 トプコン（東京）
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 丸紅（東京）
三共（東京）	 ３─１	トーアエイヨー（福島）
サンリツ（東京）	 ３─２	 NTT 東京（東京）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─１	 みちのく銀行
サンリツ	 ３─２	 三共
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 サンリツ

第40回全日本実業団選手権大会
平成2年7月23～27日

於：青森県総合運動公園県民体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 川崎製鉄千葉（千葉）
協和発酵工業（東京）	 ３─１	 和歌山銀行（和歌山）
シチズン時計（東京）	 ３─１	 JT 広島（広島）
ヤマハ（静岡）	 ３─０	 寿屋（熊本）
▼準決勝
日産自動車	 ３─０	 協和発酵工業
ヤマハ	 ３─１	 シチズン時計
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 ヤマハ

□硬式女子
▼準々決勝
太陽神戸三井銀行（東京）３─１	 北陸銀行（富山）
十六銀行（岐阜）	 ３─２	 日本生命（大阪）
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 住友生命（大阪）
武田薬品湘南（神奈川）	３─２	松下電工彦根（滋賀）
▼準決勝
太陽神戸三井銀行	 ３─２	 	十六銀行
日産自動車	 ３─１	 	武田薬品湘南
▼決勝
太陽神戸三井銀行	 ３─２	 日産自動車

□軟式男子
▼準々決勝
倉敷化工（岡山）	 ３─０	 健勝苑（香川）
NTT東京（東京）	 ３─１	藤沢信用金庫（神奈川）
京都中央信用金庫（京都）	３─０		桐生信用金庫（群馬）
甲府商工信用金庫（山梨）	３─２		太陽信用金庫（東京）
▼準決勝
NTT 東京	 ３─０	 倉敷化工
京都中央信用金庫	 ３─０	 甲府商工信用金庫
▼決勝
NTT 東京	 ３─１	 京都中央信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）	３─０	富士通須坂（長野）
クワザワ（北海道）	 ３─１	 三共（東京）
みちのく銀行（青森）	 ３─１	 トプコン（東京）
トーアエイヨー（福島）	３─２	 サンリツ（東京）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 クワザワ
みちのく銀行	 ３─０	 トーアエイヨー
▼決勝
みちのく銀行	 ３─１	 北海道拓殖銀行

第41回全日本実業団選手権大会
平成3年7月31日～8月4日
於：富山県総合体育センター

□硬式男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─２	 寿屋（熊本）
協和発酵工業（東京）	 ３─１	 JT 広島（広島）
シチズン時計（東京）	 ３─２	 和歌山銀行（和歌山）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ３─２	 ヤマハ（静岡）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 協和発酵工業
川崎製鉄千葉	 ３─０	 シチズン時計
▼決勝
日産自動車	 ３─０	 川崎製鉄千葉

□硬式女子
▼準々決勝
太陽神戸三井銀行（東京）	３─１	 日本生命（大阪）
十六銀行（岐阜）		 ３─１	 松下電工彦根（滋賀）

195



国内大会

武田薬品湘南（神奈川）	３─０	 三井生命（東京）
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
十六銀行	 ３─０	 太陽神戸三井銀行
武田薬品湘南	 ３─１	 日産自動車
▼決勝
十六銀行	 ３─０	 武田薬品湘南

□軟式男子
▼準々決勝
日産自動車追浜工場（神奈川）３─２

NTT東京（東京）
太陽信用金庫（東京）３─１	 柏崎市役所（新潟）
日専連青森会（青森）３─１	

甲府商工信用金庫（山梨）
京都中央信用金庫（京都）３─１

利根郡信用金庫（群馬）
▼準決勝
日産自動車追浜工場	 ３─１	 太陽信用金庫
日専連青森会	 ３─２	 京都中央信用金庫
▼決勝
日産自動車追浜工場	 ３─２	 日専連青森会

□軟式女子
▼準々決勝
みちのく銀行（青森）	 ３─１	 サンリツ（東京）
百五銀行（三重）	 ３─１	 NTT 東京（東京）
リコー（東京）	 ３─０	 富山地方鉄道（富山）
北海道拓殖銀行（北海道）３─０	 トプコン（東京）
▼準決勝
みちのく銀行	 ３─１	 百五銀行
北海道拓殖銀行	 ３─１	 リコー
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 みちのく銀行

第42回全日本実業団選手権大会
平成4年6月10～14日、於：平塚総合体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 JT 広島（広島）
協和発酵工業（東京）	 ３─１	 和歌山銀行（和歌山）
ヤマハ（静岡）	 ３─１	 びわこ銀行（滋賀）
寿屋（熊本）　　　３─０		 川崎製鉄千葉（千葉）
▼準決勝
日産自動車	 ３─０	 協和発酵工業
ヤマハ	 ３─０	 寿屋
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 ヤマハ

□硬式女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 ３─１	 十六銀行（岐阜）
さくら銀行（東京）	 ３─１	 松下電器（大阪）
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 住友生命（大阪）
松下電工彦根（滋賀）	 ３─２	武田薬品湘南（神奈川）
▼準決勝
日本生命	 ３─１	 さくら銀行
日産自動車	 ３─２	 松下電工彦根
▼決勝
日産自動車	 ３─２	 日本生命

□軟式男子
▼準々決勝
日産自動車追浜工場（神奈川）３─２

甲府商工信用金庫（山梨）
NTT東京（東京）３─０			京都中央信用金庫（京都）
利根郡信用金庫（群馬）	３─１	太陽信用金庫（東京）
日専連青森会（青森）	 ３─０	 トーキン（宮城）
▼準決勝
NTT 東京	 ３─２	 日産自動車追浜工場
日専連青森会	 ３─０	 利根郡信用金庫

▼決勝
日専連青森会	 ３─０	 NTT 東京

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）３─０

JA鹿児島県共済連（鹿児島）
トプコン（東京）	 ３─０	 百五銀行（三重）
リコー（東京）	 ３─０	 富士通須坂（長野）
サンリツ（東京）	 ３─１	 みちのく銀行（青森）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 トプコン
サンリツ	 ３─２	 リコー
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 サンリツ

第43回全日本実業団選手権大会
平成5年7月15～18日

於：福井運動公園第一競技場・福井市体育館

□硬式男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─２	 シチズン時計（東京）
寿屋（熊本）	 ３─０	 JT 広島（広島）
協和発酵工業（東京）	 ３─２	 びわこ銀行（滋賀）
健勝苑京都（京都）	 ３─２	 ヤマハ（静岡）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 寿屋
協和発酵工業	 ３─１	 健勝苑京都
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 協和発酵工業

□硬式女子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─２	 松下電器（大阪）
松下電工彦根（滋賀）	 ３─１	 三井生命（東京）
十六銀行（岐阜）	 ３─０	 さくら銀行（東京）
日本生命（大阪）	 ３─１ 	武田薬品湘南（神奈川）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 松下電工彦根
十六銀行	 ３─１	 日本生命
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 十六銀行

□軟式男子
▼準々決勝
日専連青森会（青森）	 ３─０

京都中央信用金庫（京都）
太陽信用金庫（東京）	 ３─１	須賀川信用金庫（福島）
利根郡信用金庫（群馬）	３─１	 ニチマン（広島）
住金物流（和歌山）	 ３─０	 自動車機器（埼玉）
▼準決勝
太陽信用金庫	 ３─２	 日専連青森会
利根郡信用金庫	 ３─０	 住金物流
▼決勝
太陽信用金庫	 ３─１	 利根郡信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
北海道拓殖銀行（北海道）３─０	 百五銀行（三重）
みちのく銀行（青森）	 ３─０	トーアエイヨー（福島）
住金和歌山（和歌山）	 ３─２	 トプコン（東京）
サンリツ（東京）	 ３─１	 北海道電力（北海道）
▼準決勝
北海道拓殖銀行	 ３─２	 みちのく銀行
住金和歌山	 ３─１	 サンリツ
▼決勝
北海道拓殖銀行	 ３─０	 住金和歌山

第44回全日本実業団選手権大会
平成6年6月30日～7月3日、於：大阪府立体育会館

□硬式男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 JT 広島（広島）
川崎製鉄千葉（千葉）	 ３─２	 シチズン時計（東京）
びわこ銀行（滋賀）	 ３─０	 福岡岩田屋（福岡）
和歌山銀行（和歌山）	 ３─２	 ヤマハ（静岡）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 川崎製鉄千葉
びわこ銀行	 ３─１	 和歌山銀行
▼決勝
びわこ銀行	 ３─０	 日産自動車

□硬式女子
▼準々決勝
十六銀行（岐阜）	 ３─０	 住友生命（大阪）
松下電器（大阪）	 ３─０	 三井生命（千葉）
松下電工彦根（滋賀）	 ３─２	武田薬品湘南（神奈川）
日本生命（大阪）	 ３─１	 さくら銀行（東京）
▼準決勝
十六銀行	 ３─２	 松下電器
日本生命	 ３─２	 松下電工彦根
▼決勝
十六銀行	 ３─２	 日本生命

□軟式男子
▼準々決勝
太陽信用金庫（東京）３─２		北海信用金庫（北海道）
JT北関東（栃木）３─０		京都中央信用金庫（京都）
NTT東京（東京）	 ３─１	 百五銀行（三重）
日専連青森会（青森）３─２甲府商工信用金庫（山梨）
▼準決勝
太陽信用金庫	 ３─０	 JT 北関東
日専連青森会	 ３─０	 NTT 東京
▼決勝
太陽信用金庫	 ３─１	 日専連青森会

□軟式女子
▼準々決勝
たくぎん（北海道）	 ３─０	トーアエイヨー（福島）
サンリツ（東京）	 ３─０	 百五銀行（三重）
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 トプコン（東京）
住金和歌山（和歌山）	 ３─１	 北海道電力（北海道）
▼準決勝
たくぎん	 ３─１	 サンリツ
みちのく銀行	 ３─２	 住金和歌山
▼決勝
たくぎん	 ３─１	 みちのく銀行

第45回全日本実業団選手権大会
平成7年8月2～6日

於：松山市総合コミュニティセンター

□スーパートーナメント男子
▼準々決勝
びわこ銀行（滋賀）	 ３─２	 グランプリ（大阪）
協和発酵（東京）	 ３─１	 川崎製鉄千葉（千葉）
シチズン時計（東京）	 ３─１	 和歌山銀行（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 寿屋（熊本）
▼準決勝
協和発酵	 ３─１	 びわこ銀行
日産自動車	 ３─１	 シチズン時計
▼決勝
協和発酵	 ３─１	 日産自動車

□スーパートーナメント女子
▼準々決勝
十六銀行（岐阜）	 ３─１	 さくら銀行（東京）
松下電工彦根（滋賀）	 ３─１	 池田銀行（大阪）
松下電器（大阪）	 ３─１	 住友生命（大阪）
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日本生命（大阪）	 ３─２		武田薬品湘南（神奈川）
▼準決勝
十六銀行	 ３─２	 松下電工彦根
松下電器	 ３─２	 日本生命
▼決勝
松下電器	 ３─１	 十六銀行

□硬式男子
▼準々決勝
日東紡績福島工場（福島）	３─１	福岡岩田屋（福岡）
静岡信用金庫（静岡）	 ３─２	 JR 北海道（北海道）
信号器材（神奈川）	 ３─０	 新日鉄大分（大分）
朝日生命（東京）	 ３─２	 磐田信用金庫（静岡）
▼準決勝
静岡信用金庫	 ３─１	 日東紡績福島工場
信号器材	 ３─２	 朝日生命
▼決勝
静岡信用金庫	 ３─０	 信号器材

□硬式女子
▼準々決勝
日本電装高棚製作所（愛知）３─２

日本ペイント（大阪）
サンリツ（東京）	 ３─０	 中国電力（広島）
NEC相模原（神奈川）	３─２	 豊田自動織機（愛知）
リコー沼津（静岡）	 ３─１	 明治生命（東京）
▼準決勝
サンリツ	 ３─２	 日本電装高棚製作所
リコー沼津	 ３─１	 NEC相模原
▼決勝
サンリツ	 ３─１	 リコー沼津

□軟式男子
▼準々決勝
京都中央信用金庫（京都）	３─１	太陽信用金庫（東京）
JT北関東（栃木）	 ３─２	 百五銀行（三重）
NTT東京（東京）	３─２	 	甲府商工信用金庫（山梨）
日専連青森会（青森）	 ３─２	 大阪市役所（大阪）
▼準決勝
京都中央信用金庫	 ３─０	 JT 北関東
日専連青森会	 ３─０	 NTT 東京
▼決勝
京都中央信用金庫	 ３─１	 日専連青森会

□軟式女子
▼準々決勝
みちのく銀行（青森）	 ３─１	 ツルハ（北海道）
八王子市役所（東京）	 ３─２	 自動車機器（埼玉）
青森経済連（青森）	 ３─１	 トプコン（東京）
百五銀行（三重）	 ３─１	 丸紅（東京）
▼準決勝
みちのく銀行	 ３─１	 八王子市役所
青森経済連	 ３─１	 百五銀行
▼決勝
みちのく銀行	 ３─１	 青森経済連

第46回全日本実業団選手権大会
平成8年8月8～11日、於：富山県総合体育センター

□スーパートーナメント男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 ３─０	 川崎製鉄千葉（千葉）
グランプリ（大阪）	 ３─０	 シチズン時計（東京）
▼準決勝
協和発酵（東京）	 ３─１	 東京アート
グランプリ	 ３─２	 日産自動車（神奈川）
▼決勝
グランプリ	 ３─０	 協和発酵

□スーパートーナメント女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 ３─１	 さくら銀行（東京）
武田薬品湘南（神奈川）		３─０	松下電工彦根（滋賀）

▼準決勝
松下電器（大阪）	 ３─０	 日本生命
武田薬品湘南	 ３─１	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
武田薬品湘南	 ３─１	 松下電器

□硬式男子
▼準々決勝
福岡中央銀行（福岡）	 ３─１	 静岡信用金庫（静岡）
朝日生命（東京）	 ３─１	 富士通（神奈川）
琉球銀行（沖縄）	 ３─０	 新日鉄広畑（兵庫）
福岡岩田屋（福岡）	 ３─１	 信号器材（神奈川）
▼準決勝
朝日生命	 ３─０	 福岡中央銀行
琉球銀行	 ３─１	 福岡岩田屋
▼決勝
琉球銀行	 ３─０	 朝日生命

□硬式女子
▼準々決勝
NEC相模原（神奈川）		３─０	東芝メディカル（東京）
明治生命（東京）	 ３─１	 福岡岩田屋（福岡）
豊田自動織機製作所（愛知）
	 ３─１	 住友金属工業（大阪）
福岡中央銀行（福岡）	 ３─０	 日本ペイント（大阪）
▼準決勝
明治生命	 ３─２	 NEC相模原
福岡中央銀行	 ３─２	 豊田自動織機製作所
▼決勝
福岡中央銀行	 ３─０	 明治生命

□軟式男子
▼準々決勝
京都中央信用金庫（京都）３─０

日産自動車富士工場（静岡）
太陽信用金庫（東京）　　３─１	 百五銀行（三重）
甲府商工信用金庫（山梨）３─２	 NTT 東京（東京）
日専連青森会（青森）	 ３─０	 大阪市役所（大阪）
▼準決勝
太陽信用金庫	 ３─２	 京都中央信用金庫
日専連青森会	 ３─１	 甲府商工信用金庫
▼決勝
日専連青森会	 ３─２	 太陽信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
みちのく銀行（青森）	 ３─１	 アマタケ（岩手）
自動車機器（埼玉）	 ３─０	 八王子市役所（東京）
百五銀行（三重）	 ３─１	 北海道電力（北海道）
JA青森経済連（青森）	３─１	 トプコン（東京）
▼準決勝
みちのく銀行	 ３─０	 自動車機器
JA青森経済連	 ３─１	 百五銀行
▼決勝
みちのく銀行	 ３─２	 JA 青森経済連

第47回全日本実業団選手権大会
平成9年7月24～27日

於：徳島市総合スポーツセンター

□スーパートーナメント男子
▼準々決勝
びわこ銀行（滋賀）	 ３─２	 東京アート（東京）
日産自動車（神奈川）	 ３─２	 健勝苑京都（京都）
▼準決勝
びわこ銀行	 ３─１	 グランプリ（大阪）
日産自動車	 ３─２	 協和発酵（東京）
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 びわこ銀行

□スーパートーナメント女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 ３─１	 松下電工彦根（滋賀）

さくら銀行（東京）	 ３─１	 健勝苑京都（京都）
▼準決勝
武田薬品湘南（神奈川）	３─２	 日本生命
松下電器（大阪）	 ３─２	 さくら銀行
▼決勝
松下電器	 ３─０	 武田薬品湘南

□硬式男子
▼準々決勝
大阪市役所（大阪）	 ３─２	 朝日生命（東京）
福岡岩田屋（福岡）	 ３─０	 岐阜信用金庫（岐阜）
静岡信用金庫（静岡）	 ３─２	 新日鉄広畑（兵庫）
日立多賀（茨城）	 ３─１	 東京電力千葉（千葉）
▼準決勝
福岡岩田屋	 ３─１	 大阪市役所
日立多賀	 ３─１	 静岡信用金庫
▼決勝
日立多賀	 ３─１	 福岡岩田屋

□硬式女子
▼準々決勝
福岡中央銀行（福岡）	 ３─２	 日立化成（茨城）
ミキハウス（大阪）	 ３─０	 寿屋（熊本）
福岡岩田屋（福岡）	 ３─１	 エクセディ（三重）
明治生命（東京）	 ３─２	 日本ペイント（大阪）
▼準決勝
ミキハウス	 ３─０	 福岡中央銀行
明治生命	 ３─２	 福岡岩田屋
▼決勝
ミキハウス	 ３─０	 明治生命

□軟式男子
▼準々決勝
NTT 東京（東京）	 ３─０	 日専連青森会（青森）
京都中央信用金庫（京都）３─１	 百五銀行（三重）
甲府商工信用金庫（山梨）３─１
	 	 日産自動車富士（静岡）
太陽信用金庫（東京）				３─０	 倉敷化工（岡山）
▼準決勝
NTT 東京	 ３─１	 京都中央信用金庫
太陽信用金庫	 ３─１	 甲府商工信用金庫
▼決勝
NTT 東京	 ３─１	 太陽信用金庫

□軟式女子
▼準々決勝
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 北海道電力（北海道）
トプコン（東京）	 ３─２	 百五銀行（三重）
アマタケ（岩手）	 ３─２	 自動車機器（埼玉）
JA青森経済連（青森）	３─１	 八王子市役所（東京）
▼準決勝
みちのく銀行	 ３─０	 トプコン
JA青森経済連	 ３─０	 アマタケ
▼決勝
JA 青森経済連	 ３─２	 みちのく銀行

第48回全日本実業団選手権大会
平成10年7月28日～8月2日、於：大分県立総合体育館

□スーパートーナメント男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─１	 シチズン時計（東京）
グランプリ（大阪）	 ３─１	 健勝苑京都（京都）
協和発酵（東京）	 ３─０	 東京アート（東京）
びわこ銀行（滋賀）	 ３─１	 ラララ（熊本）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 グランプリ
びわこ銀行	 ３─２	 協和発酵
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 びわこ銀行
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□スーパートーナメント女子
▼準々決勝
松下電器（大阪）　３─２		 第一勧業銀行（東京）
さくら銀行（東京）	 ３─１	 松下電工彦根（滋賀）
日本生命（大阪）	 ３─１	 健勝苑京都（京都）
武田薬品湘南（神奈川）３─０	 中国電力（広島）
▼準決勝
松下電器	 ３─１	 さくら銀行
日本生命	 ３─２	 武田薬品湘南
▼決勝
日本生命	 ３─１	 松下電器

□硬式男子
▼準々決勝
住金和歌山（和歌山）	 ３─０	 磐田信用金庫（静岡）
NTT東京（東京）	 ３─１	 シンコー（広島）
原田鋼業（広島）	 ３─０	 朝日生命（東京）
福岡岩田屋（福岡）	 ３─２	 JR 北海道（北海道）
▼準決勝
NTT 東京	 ３─２	 住金和歌山
福岡岩田屋	 ３─２	 原田鋼業
▼決勝
NTT 東京	 ３─２	 福岡岩田屋

□硬式女子
▼準々決勝
東芝メディカル（東京）	３─１	磐田信用金庫（静岡）
NEC九州（熊本）	 ３─１	 日清紡名古屋（愛知）
ラララ（熊本）	 ３─１	 日本ペイント（大阪）
栃木銀行（栃木）	 ３─２	 日立化成（茨城）
▼準決勝
NEC九州	 ３─２	 東芝メディカル
ラララ	 ３─１	 栃木銀行
▼決勝
ラララ	 ３─１	 NEC九州

□軟式男子
▼準々決勝
太陽信用金庫（東京）３─０

日立製作所日立工場（茨城）
日産自動車富士工場（静岡）３─０クワザワ（北海道）
日専連青森（青森）３─２甲府商工信用金庫（山梨）
京都中央信用金庫（京都）３─０	 倉敷化工（岡山）
▼準決勝
太陽信用金庫	 ３─０	 日産自動車富士工場
日専連青森	 ３─２	 京都中央信用金庫
▼決勝
太陽信用金庫	 ３─２	 日専連青森

□軟式女子
▼準々決勝
JA 青森経済連（青森）３─０
	 	甲府商工信用金庫（山梨）
自動車機器（埼玉）	 ３─２	トーアエイヨー（福島）
アマタケ（岩手）	 ３─１	 八王子市役所（東京）
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 百五銀行（三重）
▼準決勝
JA 青森経済連	 ３─１	 自動車機器
みちのく銀行	 ３─０	 アマタケ
▼決勝
みちのく銀行	 ３─１	 JA 青森経済連

第49回全日本実業団選手権大会
平成11年8月4～8日、於：三重県営サンアリーナ

□スーパートーナメント男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 ３─２	 健勝苑京都（京都）
協和発酵（東京）	 ３─０	 ラララ（熊本）
グランプリ（大阪）	 ３─２	 東京アート（東京）
和歌山銀行（和歌山）	 ３─１	 びわこ銀行（滋賀）
▼準決勝
日産自動車	 ３─１	 協和発酵

和歌山銀行	 ３─２	 グランプリ
▼決勝
日産自動車	 ３─１	 和歌山銀行

□スーパートーナメント女子
▼準決勝
松下電器（大阪）	 ３─２	 松下電工彦根（滋賀）
第一勧業銀行（東京）	 ３─２	 健勝苑京都（京都）
▼決勝
松下電器	 ３─２	 第一勧業銀行

□硬式男子
▼準々決勝
NTT 東京（東京）	 ３─２	 大宗（石川）
本田技研鈴鹿（三重）	 ３─１	 大阪市役所（大阪）
原田鋼業（広島）	 ３─２	 日立多賀（茨城）
しずおか信用金庫（静岡）３─０豊田自動織機（愛知）
▼準決勝
NTT 東京	 ３─２	 本田技研鈴鹿
原田鋼業	 ３─０	 しずおか信用金庫
▼決勝
NTT 東京	 ３─２	 原田鋼業

□硬式女子
▼準々決勝
NEC九州（熊本）	 ３─１	 日清紡東京（東京）
日立化成（茨城）	 ３─０	 磐田信用金庫（大阪）
日立多賀（茨城）	 ３─１	 八王子市役所（東京）
エクセディ（三重）	 ３─０		東芝メディカル（東京）
▼準決勝
NEC九州	 ３─２	 日立化成
エクセディ	 ３─１	 日立多賀
▼決勝
エクセディ	 ３─１	 NEC九州

□軟式男子
▼準々決勝
太陽信用金庫（東京）	 ３─２	 クワサワ（北海道）
甲府商工信用金庫（山梨）　３─１	天龍工業（岐阜）
百五銀行（三重）	 ３─１	 所沢市役所（埼玉）
栃木銀行（栃木）	 ３─０	 TDK（秋田）
▼準決勝
太陽信用金庫	 ３─２	 甲府商工信用金庫
百五銀行	 ３─１	 栃木銀行
▼決勝
太陽信用金庫	 ３─０	 百五銀行

□軟式女子
▼準決勝
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 百五銀行（三重）
JA青森経済連（青森）	３─１	 アマタケ（岩手）
▼決勝
みちのく銀行	 ３─０	 JA 青森経済連

第50回全日本実業団選手権大会
平成12年7月26～30日

於：北海道立総合体育センター

□硬式男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 ３─２	 和歌山銀行（和歌山）
ラララ（熊本）	 ３─０	 リコー（東京）
協和発酵（東京）	 ３─１	 シチズン時計（東京）
日産自動車（神奈川）	 ３─０	 住金物流（和歌山）
▼準決勝
東京アート	 ３─２	 ラララ
協和発酵	 ３─１	 日産自動車
▼決勝
東京アート	 ３─１	 協和発酵

□硬式女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）　	３─０	 松下電工彦根（滋賀）

十六銀行（岐阜）	 ３─１	 サンリツ（東京）
松下電器（大阪）	 ３─０	 和歌山銀行（和歌山）
池田銀行（大阪）	 ３─０	 NEC九州（熊本）
▼準決勝
日本生命	 ３─１	 十六銀行
池田銀行	 ３─１	 松下電器
▼決勝
日本生命	 ３─１	 池田銀行

□軟式男子
▼準々決勝
百五銀行（三重）	 ３─２	 TDK（秋田）
日専連青森（青森）	 ３─２	 	クワザワ（北海道）
栃木銀行（栃木）	 ３─１	 所沢市役所（埼玉）
天龍工業（岐阜）		３─１			甲府商工信用金庫（山梨）
▼準決勝
百五銀行	 ３─１	 日専連青森
天龍工業	 ３─１	 	栃木銀行
▼決勝
百五銀行	 ３─２	 	天龍工業

□軟式女子
▼準々決勝
トーアエイヨー（福島）３─２

ボッシュブレーキシステム（埼玉）
▼準決勝
みちのく銀行（青森）	 ３─０	 トーアエイヨー
青森経済連（青森）	 ３─２	 トプコン（東京）
▼決勝
みちのく銀行	 ３─１	 青森経済連

第51回全日本実業団選手権大会
平成13年7月11～15日、於：横浜文化体育館

□1部男子
▼準々決勝
ラララ（熊本）	 3─2	 住金物流（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 3─1	 和歌山銀行（和歌山）
協和発酵（東京）	 3─0	 リコー（東京）
シチズン時計（東京）	 3─2	 東京アート（東京）
▼準決勝
シチズン時計	 3─0	 ラララ
協和発酵	 3─1	 日産自動車
▼決勝
協和発酵	 3─1	 シチズン時計

□1部女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─1	 中国電力（広島）
十六銀行（岐阜）	 3─1	 アスモ（静岡）
サンリツ（東京）	 3─0	 百十四銀行（香川）
池田銀行（大阪）	 3─0	 日立化成（茨城）
▼準決勝
池田銀行	 3─1	 サンリツ
十六銀行	 3─1	 日本生命
▼決勝
十六銀行	 3─0	 池田銀行

□2部男子
▼準々決勝
甲府商工信用金庫（山梨）	3─1	 百五銀行（三重）
新日鐵広畑（兵庫）3─2		東京電力千葉支店（千葉）
青木信用金庫（埼玉）	 3─1	 栃木銀行（栃木）
松戸市役所（千葉）	 3─1	 天龍工業（岐阜）
▼準決勝
甲府商工信用金庫	 3─0	 新日鐵広畑
松戸市役所	 3─2	 青木信用金庫
▼決勝
甲府商工信用金庫	 3─0	 松戸市役所

□2部女子
▼準々決勝
健勝苑京都（京都）	 3─0	 東京電力（東京）
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JA 全農あおもり（青森）		3─2	 日立多賀（茨城）
明治生命（東京）	 	3─0	 トプコン（東京）
みちのく銀行（青森）3─1	東芝メディカル（東京）
▼準決勝
健勝苑京都	 3─0	 JA 全農あおもり
明治生命	 3─2	 みちのく銀行
▼決勝
健勝苑京都	 3─0	 明治生命

第52回全日本実業団選手権大会
平成14年7月26～28日、於：水沢市総合体育館

□1部男子
▼準々決勝
協和発酵（東京）	 3─0	 住金物流（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 3─1	 JT 広島（広島）
東京アート（東京）	 3─0	 グランプリ（大阪）
シチズン時計（東京）	 3─2	 リコー（東京）
▼準決勝
日産自動車	 3─2	 協和発酵
東京アート	 3─0	 シチズン時計
▼決勝
日産自動車	 3─2	 東京アート

□1部女子
▼準々決勝
十六銀行（岐阜）	 3─1	 日立化成（茨城）
日本生命（大阪）	 3─0	 みちのく銀行（青森）
中国電力（広島）	 3─2	 サンリツ（東京）
健勝苑（東京）	 3─2	 池田銀行（大阪）
▼準決勝
日本生命	 3─0	 十六銀行
健勝苑	 3─0	 中国電力
▼決勝
健勝苑	 3─2	 日本生命

□2部男子
▼準々決勝
伊達病院（鹿児島）	 3─1	 新日鐵君津（千葉）
信号器材（神奈川）	 3─1	 アスモ（静岡）
太陽信用金庫（東京）	 3─2	 日製日立（茨城）
秋田市役所（秋田）	 3─0	 東京ガス（東京）
▼準決勝
信号器材	 3─0	 伊達病院
太陽信用金庫	 3─0	 秋田市役所
▼決勝
信号器材	 3─1	 太陽信用金庫

□2部女子
▼準々決勝
東芝メディカル（東京）	3─0	 日本ペイント（大阪）
東京電力（東京）	 3─2	 ツルハ（北海道）
栃木銀行（栃木）	 3─0	 アマタケ（岩手）
トヨタ自動車（愛知）	 3─1	 トプコン（東京）
▼準決勝
東芝メディカル	 3─2	 東京電力
栃木銀行	 3─0	 トヨタ自動車
▼決勝
東芝メディカル	 3─0	 栃木銀行

第53回全日本実業団選手権大会
平成15年7月18～21日、於：和歌山ビッグホエール

□男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 3─1	 大宗（石川）
協和発酵（東京）	 3─0	 リコー（東京）
シチズン時計（東京）	 3─1	 グランプリ（大阪）
東京アート（東京）			3─1	 住友金属物流（和歌山）
▼準決勝
協和発酵	 3─2	 日産自動車
東京アート	 3─1	 シチズン時計

▼決勝
協和発酵	 3─2	 東京アート

□女子
▼準々決勝
健勝苑（東京）	 3─2	 アスモ（静岡）
中国電力（広島）	 3─2	 池田銀行（大阪）
十六銀行（岐阜）	 3─2	 日立化成（茨城）
日本生命（大阪）	 3─0	 サンリツ（東京）
▼準決勝
健勝苑	 3─0	 中国電力
日本生命	 3─0	 十六銀行
▼決勝
日本生命	 3─1	 健勝苑

第54回全日本実業団選手権大会
平成16年7月22～25日、於：愛媛県武道館

□男子
▼準々決勝
協和発酵（東京）	 3─2	 大宗（石川）
日産自動車（神奈川）	 3─1	 リコー（東京）
シチズン時計（東京）	 3─0	 グランプリ（大阪）
東京アート（東京）	 3─0		住友金属物流（和歌山）
▼準決勝
協和発酵	 3─0	 日産自動車
東京アート	 3─0	 シチズン時計
▼決勝
東京アート	 3─0	 協和発酵

□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─1	 サンリツ（東京）
日立化成（茨城）	 3─1	 中国電力（広島）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 アスモ（静岡）
池田銀行（大阪）	 3─2	 健勝苑（東京）
▼準決勝
日本生命	 3─0	 日立化成
十六銀行	 3─0	 池田銀行
▼決勝
日本生命	 3─0	 十六銀行

第55回全日本実業団選手権大会
平成17年7月28～31日、於：柏崎市総合体育館

□男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 3─0	 信号器材（神奈川）
グランプリ（大阪）	 3─2	 シチズン時計（東京）
日産自動車（神奈川）3─1	住友金属物流（和歌山）
協和発酵（東京）	 3─2	 リコー（東京）
▼準決勝
グランプリ	 3─0	 東京アート
日産自動車	 3─2	 協和発酵
▼決勝
グランプリ	 3─2	 日産自動車

□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 アスモ（静岡）
池田銀行（大阪）	 3─2	 健勝苑（東京）
サンリツ（東京）	 3─0	 NEC九州（熊本）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 中国電力（広島）
▼準決勝
日本生命	 3─0	 池田銀行
十六銀行	 3─2	 サンリツ
▼決勝
十六銀行	 3─1	 日本生命

第56回全日本実業団選手権大会
平成18年7月27～30日、於：べっぷアリーナ

□男子
▼準々決勝
グランプリ（大阪）	 3─0	 栃木銀行（栃木）
協和発酵（東京）	 3─1	 シチズン時計（東京）
東京アート（東京）3─0		 住友金属物流（和歌山）
日産自動車（神奈川）	 3─0	 リコー（東京）
▼準決勝
協和発酵	 3─1	 グランプリ
日産自動車	 3─2	 東京アート
▼決勝
日産自動車	 3─2	 協和発酵

□女子
▼準々決勝
十六銀行（岐阜）	 3─0	 エクセディ（三重）
NEC九州（熊本）	 3─0	 健勝苑（東京）
サンリツ（東京）	 3─2	 日立化成（茨城）
日本生命（大阪）	 3─0	 明治安田生命（東京）
▼準決勝
十六銀行	 3─1	 NEC九州
サンリツ	 3─2	 日本生命
▼決勝
十六銀行	 3─0	 サンリツ

第57回全日本実業団選手権大会
平成19年8月2～5日、於：ぐんまアリーナ

□男子
▼準々決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 リコー（東京）
グランプリ（大阪）	 3─0	 信号器材（神奈川）
東京アート（東京）	 3─0	 大宗（石川）
協和発酵（東京）	 3─0	 シチズン（東京）
▼準決勝
グランプリ	 3─0	 日産自動車
協和発酵	 3─1	 東京アート
▼決勝
協和発酵	 3─1	 グランプリ

□女子
▼準々決勝
十六銀行（岐阜）	 3─0	 アスモ（静岡）
日立化成（茨城）	 3─1	 NEC九州（熊本）
日本生命（大阪）	 3─0	 中国電力（広島）
サンリツ（東京）	 3─0	 明治安田生命（東京）
▼準決勝
十六銀行	 3─1	 日立化成
日本生命	 3─0	 サンリツ
▼決勝
日本生命	 3─0	 十六銀行

第58回全日本実業団選手権大会
平成20年7月24～27日、於：北海道・きたえーる

□男子
▼準々決勝
協和発酵（東京）	 3─2	 リコー（東京）
東京アート（東京）	 3─0	 シチズン（東京）
日産自動車（神奈川）	 3─0	 信号器材（神奈川）
グランプリ大阪（大阪）	3─0		住友金属物流（和歌山）
▼準決勝
東京アート	 3─0	 協和発酵
日産自動車	 3─2	 グランプリ大阪
▼決勝
東京アート	 3─0	 日産自動車
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□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 明治安田生命（東京）
日立化成（茨城）	 3─0	 中国電力（広島）
サンリツ（東京）	 3─1	 NEC	SKY（熊本）
十六銀行（岐阜）	 3─1	 アスモ（静岡）
▼準決勝
日本生命	 3─0	 日立化成
サンリツ	 3─1	 十六銀行
▼決勝
日本生命	 3─1	 サンリツ

第59回全日本実業団選手権大会
平成21年7月30日～8月2日、於：浜松アリーナ

□男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 3─0	 東信電気（神奈川）
住友金属物流（和歌山）	3─2	 リコー（東京）
シチズン（東京）	 3─0	 信号器材（神奈川）
協和発酵キリン（東京）	3─0	 原田鋼業（広島）
▼準決勝
東京アート	 3─0	 住友金属物流
協和発酵キリン	 3─2	 シチズン
▼決勝
東京アート	 3─0	 協和発酵キリン

□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 JR 北海道（北海道）
中国電力（広島）	 3─1	 十六銀行（岐阜）
日立化成（茨城）	 3─0	 NEC	SKY（熊本）
サンリツ（東京）	 3─2	 アスモ（静岡）
▼準決勝
日本生命	 3─0	 中国電力
日立化成	 3─2	 サンリツ
▼決勝
日本生命	 3─2	 日立化成

第60回全日本実業団選手権大会
平成22年7月22～25日、於：相模原市総合体育館

□男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 3─0	 信号器材（神奈川）
住友金属物流（和歌山）	3─2	 リコー（東京）
シチズン（東京）	 3─1	 原田鋼業（広島）
協和発酵キリン（東京）	3─0	 JR 北海道（北海道）
▼準決勝
東京アート	 3─0	 住友金属物流
協和発酵キリン	 3─0	 シチズン
▼決勝
東京アート	 3─0	 協和発酵キリン

□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 JR 北海道（北海道）
サンリツ（東京）	 3─1	 ルネサス SKY（熊本）
十六銀行（岐阜）	 3─1	 中国電力（広島）
日立化成（茨城）	 3─0	 アスモ（静岡）
▼準決勝
日本生命	 3─1	 サンリツ
日立化成	 3─1	 十六銀行
▼決勝
日本生命	 3─2	 日立化成

第61回全日本実業団選手権大会
平成23年7月15～18日、於：秋田市立体育館

□男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 3─0	 リコー（東京）
住友金属物流（和歌山）	3─1	 東信電気（神奈川）
シチズン（東京）	 3─0	 TTS タカハシ（兵庫）
協和発酵キリン（東京）	3─0	 信号器材（神奈川）
▼準決勝
東京アート	 3─0	 住友金属物流
シチズン	 3─2	 協和発酵キリン
▼決勝
東京アート	 3─1	 シチズン

□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─0

東芝メディカルシステムズ㈱（栃木）
サンリツ（東京）	 3─0	 豊田自動織機（愛知）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 アスモ（静岡）
日立化成（茨城）	 3─1	 中国電力（広島）
▼準決勝
日本生命	 3─1	 サンリツ
十六銀行	 3─1	 日立化成
▼決勝
日本生命	 3─0	 十六銀行

第62回全日本実業団選手権大会
平成24年7月19～22日、於：長崎県立総合体育館

□男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 3─0	 原田鋼業（広島）
協和発酵キリン（東京）	3─0	 東信電気（神奈川）
住友金属物流（和歌山）	3─2	 リコー（東京）
シチズン（東京）	 3─0	 信号器材（神奈川）
▼準決勝
東京アート	 3─1	 協和発酵キリン	
住友金属物流	 3─2	 シチズン	
▼決勝　
東京アート	 3─0	 住友金属物流	

□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─0	広島日野自動車（広島）
日立化成（茨城）	 3─2	 アスモ（静岡）
サンリツ（東京）	 3─0	 中国電力（広島）
十六銀行（岐阜）	 3─0

東芝メディカルシステムズ㈱（東京）
▼準決勝
日本生命	 3─0	 日立化成	
サンリツ	 3─1	 十六銀行	
▼決勝
サンリツ	 3─2	 日本生命	

第63回全日本実業団選手権大会
平成25年8月8～11日、於：グリーンアリーナ神戸

□男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 3─1	 岡谷市役所（長野）
協和発酵キリン（東京）	3─1	 原田鋼業（広島）
シチズン（東京）	 3─0	 信号器材（神奈川）
リコー（東京）									3─1	 日鉄住金物流（和歌山）	
▼準決勝
東京アート	 3─1	 協和発酵キリン
シチズン	 3─2	 リコー
▼決勝
東京アート	 3─0	 シチズン

□女子
▼準々決勝
サンリツ（東京）		3─1	 	広島日野自動車㈱（広島）
十六銀行（岐阜）	 3─2	 アスモ（静岡）
日立化成（茨城）	 3─0	

東芝メディカルシステムズ㈱（東京）
日本生命（大阪）	 3─0	 中国電力（広島）
▼準決勝
サンリツ	 3─1	 十六銀行
日本生命	 3─0	 日立化成
▼決勝　
日本生命	 3─1	 サンリツ

第64回全日本実業団選手権大会
平成26年7月17～20日、於：愛媛県武道館

□男子
▼準々決勝
東京アート（東京）	 3─0	 岡谷市役所（長野）
協和発酵キリン（東京）	3─1	 信号器材（神奈川）
リコー（東京）	 3─0	 原田鋼業（広島）
シチズン（東京）	 3─1		日鉄住金物流（和歌山）
▼準決勝
協和発酵キリン	 3─1	 東京アート
シチズン	 3─0	 リコー
▼決勝　
協和発酵キリン	 3─1	 シチズン

□女子
▼準々決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 アスモ（静岡）
日立化成（茨城）	 3─0	 豊田自動織機（愛知）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 東信電気（神奈川）
サンリツ（東京）	 3─2	 中国電力（広島）
▼準決勝
日立化成	 3─2	 日本生命	
十六銀行	 3─0	 サンリツ	
▼決勝
日立化成	 3─2	 十六銀行	

第65回全日本実業団選手権大会
平成27年7月23～26日、於：千葉ポートアリーナ

□男子
▼準々決勝
協和発酵キリン（東京）		3─1	 ファースト（千葉）
東京アート（東京）	 3─0	 原田鋼業（広島）
JR北海道（北海道）	 3─2	 リコー（東京）
シチズン（東京）	 3─0		日鉄住金物流（和歌山）
▼準決勝
協和発酵キリン	 3─0	 東京アート	
シチズン	 3─0	 JR 北海道	
▼決勝　
協和発酵キリン	 3─1	 シチズン

□女子
▼準々決勝
日立化成（茨城）			3─1	 	 アスモ（静岡）
日本生命（大阪）			3─0				広島日野自動車㈱（広島）
サンリツ（東京）			3─0

東芝メディカルシステムズ㈱（東京）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 中国電力（広島）
▼準決勝
日立化成	 3─2	 日本生命	
サンリツ	 3─1	 十六銀行	
▼決勝
日立化成	 3─2	 サンリツ
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第66回全日本実業団選手権大会
平成28年6月23～26日、於：ホワイトリング

□男子
▼準々決勝
協和発酵キリン（東京）	 3─1		日鉄住金物流（和歌山）
ファースト（千葉）	 3─1	 日野自動車（東京）
東京アート（東京）	 3─0	 リコー（東京）
シチズン（東京）	 3─0	 原田鋼業（広島）
▼準決勝
協和発酵キリン	 3─2	 ファースト	
シチズン	 3─1	 東京アート	
▼決勝　
協和発酵キリン	 3─0	 シチズン

□女子
▼準々決勝
中国電力（広島）	 3─1	 日立化成（茨城）
十六銀行（岐阜）	 3─1	 エクセディ（三重）
日本生命（大阪）	 3─0	 JR 北海道（北海道）
サンリツ（東京）			3─1	 	広島日野自動車㈱（広島）
▼準決勝
十六銀行	 3─1	 中国電力	
日本生命	 3─1	 サンリツ	
▼決勝
十六銀行	 3─1	 日本生命	

第67回全日本実業団選手権大会
平成29年7月20～23日、於：スカイホール豊田

□男子
▼準々決勝
協和発酵キリン（東京）	3─0	 岡谷市役所（長野）
東京アート（東京）	 3─0	 信号器材（神奈川）
リコー（東京）	 3─1	 ファースト（千葉）
シチズン時計（東京）			3─0	 原田鋼業（広島）
▼準決勝
協和発酵キリン	 3─0	 東京アート	
シチズン時計	 3─1	 リコー	
▼決勝
協和発酵キリン	 3─0	 シチズン時計

□女子
▼準々決勝
アスモ（静岡）	 3─0	 十六銀行（岐阜）
中国電力（広島）	 3─0	 JR 北海道（北海道）
サンリツ（東京）	 3─0	 日立化成（茨城）
日本生命（大阪）	 3─1	 豊田自動織機（愛知）
▼準決勝
アスモ	 3─1	 中国電力	
サンリツ	 3─1	 日本生命	
▼決勝
アスモ	 3─2	 サンリツ	

第68回全日本実業団選手権大会
平成30年7月19～22日、於：鹿児島アリーナ

□男子
▼準々決勝
協和発酵キリン（東京）	3─1	 信号器材（神奈川）
リコー（東京）	 3─1	 原田鋼業（広島）
東京アート（東京）	 3─0	 岡谷市役所（長野）
シチズン時計（東京）	 3─0	 ファースト（千葉）
▼準決勝
リコー	 3─1	 協和発酵キリン
シチズン時計	 3─2	 東京アート
▼決勝　
シチズン時計	 3─0	 リコー

□女子
▼準々決勝
デンソー（静岡）	 3─0	 愛媛銀行（愛媛）
豊田自動織機（愛知）	 3─0	 JR 北海道（北海道）
日立化成（茨城）	 3─0	 中国電力（広島）
十六銀行（岐阜）	 3─2	 サンリツ（東京）
▼準決勝
デンソー	 3─0	 豊田自動織機	
日立化成	 3─2	 十六銀行	
▼決勝
日立化成	 3─2	 デンソー

第69回全日本実業団選手権大会
2019年7月18～21日、於：和歌山ビッグホエール

□男子
▼準々決勝
シチズン時計（東京）3─1

日鉄物流ブレイザーズ（和歌山）
東京アート（東京）	 3─0	 岡谷市役所（長野）
ファースト（千葉）	 3─2	 協和キリン（東京）
リコー（東京）	 3─0	 信号器材（神奈川）
▼準決勝
東京アート	 3─2	 シチズン時計	
リコー	 3─1	 ファースト	
▼決勝
東京アート	 3─2	 リコー

□女子
▼準々決勝
日立化成（茨城）	 3─2	 サンリツ（東京）
豊田自動織機（愛知）3─1	広島日野自動車㈱（広島）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 中国電力（広島）
デンソー（静岡）	 3─2	 愛媛銀行（愛媛）
▼準決勝
日立化成	 3─2	 豊田自動織機	
十六銀行	 3─2	 デンソー	
▼決勝
十六銀行	 3─2	 日立化成	

第70回全日本実業団選手権大会
2020年9月3～6日、於：ジップアリーナ岡山

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止
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全日本卓球選手権大会
（団体の部）

1966年（昭和41年度）〜2020年（令和2年度）

昭和41年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和41年11月21～27日、於：愛知県体育館

□男子
▼決勝リーグ順位
①日卓協選抜②早稲田大③中央大④専修大
▼1位と２位の対戦
日卓協選抜A	 5─3	 早稲田大

□女子
▼決勝リーグ順位
①日卓協選抜A②日卓協選抜B③日卓協選抜C④近
畿大
▼1位と２位の対戦
日卓協選抜A	 3─1	 日卓協選抜B

昭和42年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和42年11月27日～12月3日、於：愛知県体育館

□男子
▼準決勝
専修大（東京）	 5─0	 シチズン時計（東京）
早稲田大（東京）	 5─1	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
専修大	 5─2	 早稲田大

□女子
▼準決勝
大生信用金庫（東京）	 3─1	 中央大（東京）
専修大（東京）	 3─0	 京都女子大（京都）
▼決勝
大生信用金庫	 3─1	 専修大

昭和43年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和43年11月25日～12月1日、於：愛知県体育館

□男子
▼準決勝
専修大（東京）	 5─3	 早稲田大（東京）
愛知工業大（愛知）	 5─2	 日本大（東京）
▼決勝
専修大	 5─3	 愛知工業大

□女子
▼準決勝
名古屋市（愛知）	 3─2	 専修大（東京）
中京大（愛知）	 3─2	 大阪市（大阪）
▼決勝
名古屋市	 3─0	 中京大

昭和44年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和45年1月24～25日、於：草薙体育館

□男子
▼準決勝
専修大（東京）	 5─2	 中央大（東京）
早稲田大（東京）	 5─1	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
専修大	 5─2	 早稲田大

□女子
▼準決勝
中京大（愛知）	 3─0	 中央大（東京）
専修大（東京）	 3─1	 百十四銀行（香川）
▼決勝
専修大	 3─2	 中京大

昭和45年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和45年12月21～26日、於：三重県営総合屋内競技場

□男子
▼準決勝
専修大（東京）	 5─4	 愛知工業大（愛知）
早稲田大（東京）	 5─1	 中央大（東京）
▼決勝
専修大	 5─2	 早稲田大

□女子
▼準決勝
青山学院大（東京）	 3─1	 日本生命（大阪）
大生信用組合（東京）	 3─1	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
青山学院大	 3─2	 大生信用組合

昭和46年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和46年12月3～7日、於：駒沢体育館

□男子
▼準決勝
専修大（東京）	 5─1	 福岡大（福岡）
早稲田大（東京）	 5─２	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
専修大	 5─4	 早稲田大

□女子
▼準決勝
大生信用組合（東京）	 3─2	 専修大（東京）
愛知工業大（愛知）	 3─1	 富士短期大（東京）
▼決勝
大生信用組合	 3─1	 愛知工業大

昭和47年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和47年12月5～10日、於：愛知県体育館

□男子
▼準決勝
シチズン（東京）	 5─0	 日本楽器（静岡）
旺文社（東京）	 5─4	 早稲田大（東京）
▼決勝
シチズン	 5─1	 旺文社

□女子
▼準決勝
大生信用組合（東京）	 3─1	 富士短期大（東京）
中央大（東京）	 3─0	 大阪樟蔭大（大阪）
▼決勝
大生信用組合	 3─2	 中央大

昭和48年度全日本総合団体選手権大会
昭和49年1月20～21日、於：大阪市中央体育館

□男子
▼準決勝
早稲田大（東京）	 3─2	 シチズン時計（東京）
日本楽器（静岡）	 3─0	 近畿大（大阪）
▼決勝
日本楽器	 3─0	 早稲田大

□女子
▼準決勝
愛知工業大（愛知）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
富士短期大（東京）	 3─1	 中央大（東京）
▼決勝
愛知工業大	 3─1	 富士短期大

昭和49年度全日本総合団体選手権大会
昭和49年12月13～15日

於：東洋ベアリング桑名工場体育館

□男子
▼準決勝
旺文社（東京）	 3─1	 日本楽器（静岡）
シチズン時計（東京）	 3─1	 全三重（三重）
▼決勝
シチズン時計	 3─1	 旺文社

□女子
▼準決勝
愛知工業大（愛知）	 3─0	 日本生命（大阪）
富士短期大（東京）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
▼決勝
富士短期大	 3─1	 愛知工業大

※昭和48〜54年度は「全日本総合団体選手権大会」の名称で開催202
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昭和50年度全日本総合団体選手権大会
昭和51年1月17～18日、於：嬉野町体育館

□男子
▼準決勝
日本楽器（静岡）	 3─2	 中央大（東京）
近畿大（大阪）	 3─0	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
近畿大	 3─0	 日本楽器

□女子
▼準決勝
富士短期大（東京）	 3─2	 日産自動車（神奈川）
専修大（東京）	 3─1	 第一勧銀（東京）
▼決勝
富士短期大	 3─2	 専修大

昭和51年度全日本総合団体選手権大会
昭和52年2月24～26日、於：青森県総合運動県民体育館

□男子
▼準決勝
近畿大（大阪）	 3─0	 旺文社（東京）
日本楽器（静岡）	 3─2	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
近畿大	 3─1	 日本楽器

□女子
▼準決勝
第一勧銀（東京）	 3─2	 富士短期大（東京）
専修大（東京）	 3─1	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
専修大	 3─2	 第一勧銀

昭和52年度全日本総合団体選手権大会
昭和52年12月9～11日、於：須坂市市民体育館

□男子
▼準決勝
近畿大（大阪）	 3─2	 早稲田大（東京）
日本大（東京）	 3─1	 日本楽器（静岡）
▼決勝
近畿大	 3─1	 日本大

□女子
▼準決勝
専修大（東京）	 3─2	 日産自動車（神奈川）
第一勧銀（東京）	 3─0	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
第一勧銀	 3─2	 専修大

昭和53年度全日本総合団体選手権大会
昭和54年1月19～21日、於：串間市市民総合体育館

□男子
▼準決勝
近畿大（大阪）	 3─1	 日本楽器（静岡）
協和発酵（東京）	 3─2	 日本大（東京）
▼決勝
協和発酵	 3─1	 近畿大

□女子
▼準決勝
第一勧銀（東京）	 3─1	 富士短期大（東京）
日産自動車（神奈川）3─0	青森県信用組合（青森）
▼決勝
第一勧銀	 3─0	 日産自動車

昭和54年度全日本総合団体選手権大会
昭和55年1月11～13日、於：足利市民体育館

□男子
▼準決勝
日本楽器（静岡）	 3─2	 近畿大（大阪）
協和発酵（東京）	 3─0	 日本大（東京）
▼決勝
日本楽器	 3─2	 協和発酵

□女子
▼準決勝
富士短期大（東京）	 3─0	 第一勧銀（東京）
日産自動車（神奈川）	 3─2	 日本楽器（静岡）
▼決勝
富士短期大	 3─2	 日産自動車

昭和55年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和56年1月9～11日、於：草津市民体育館

□男子
▼準決勝
シチズン（東京）	 3─2	 日本楽器（静岡）
協和発酵（東京）	 3─2	 日産自動車（神奈川）
▼決勝
シチズン	 3─2	 協和発酵

□女子
▼準決勝
川鉄千葉（千葉）　	3─2		 武田薬品湘南（神奈川）
日産自動車（神奈川）	 3─2	 第一勧銀（東京）
▼決勝
川鉄千葉	 3─1	 日産自動車

昭和56年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和57年1月8～10日、於：平田市立体育館

□男子
▼準決勝
明治大（東京）	 3─0	 協和発酵（東京）
日本楽器（静岡）	 3─0	 川鉄千葉（千葉）
▼決勝
明治大	 3─0	 日本楽器

□女子
▼準決勝
第一勧銀（東京）	 3─0	 川鉄千葉（千葉）
日産自動車（神奈川）	 3─2	 専修大（東京）
▼決勝
日産自動車	 3─0	 第一勧銀

昭和57年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和57年11月12～14日、於：中之条高校体育館

□男子
▼準決勝
明治大（東京）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
日本楽器（静岡）	 3─0	 協和発酵（東京）
▼決勝
明治大	 3─2	 日本楽器

□女子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）3─0	武田薬品湘南（神奈川）
日本楽器（静岡）	 3─1	 富士短期大（東京）
▼決勝
日産自動車	 3─0	 日本楽器

昭和58年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和58年11月11～13日、於：吉野町体育館

□男子
▼準決勝
協和発酵（東京）	 3─1	 明治大（東京）
日本楽器（静岡）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
▼決勝
日本楽器	 3─1	 協和発酵

□女子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 専修大（東京）
三井銀行（東京）	 3─1	 日本楽器（静岡）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 三井銀行

昭和59年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和59年12月7～9日
於：青谷町農林漁業者トレーニングセンター

□男子
▼準決勝
日本楽器（静岡）	 3─2	 青卓会（東京）
川鉄千葉（千葉）	 3─1	 協和発酵（東京）
▼決勝
川鉄千葉	 3─1	 日本楽器

□女子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─1	 大正大（東京）
三井銀行（東京）	 3─2	 富士短期大（東京）
▼決勝
日産自動車	 3─1	 三井銀行

昭和60年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和60年11月15～17日、於：大月市民体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 5─2	 和歌山相銀（和歌山）
協和発酵（東京）	 5─3	 日本楽器（静岡）
▼決勝
日産自動車	 5─1	 協和発酵

□女子
▼準決勝
富士短期大（東京）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
青山学院大（東京）	 3─2	 三井銀行（東京）
▼決勝
青山学院大	 3─1	 富士短期大

昭和61年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和61年11月13～16日
於：沖縄・石川市立市民体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）			5─3	 明治大（東京）
日本楽器（静岡）	 5─1	 川鉄千葉（千葉）
▼決勝
日本楽器	 5─0	 日産自動車

□女子
▼準決勝
青山学院大（東京）	 3─0	 日産自動車（神奈川）
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武田薬品湘南（神奈川）3─2	 専修大（東京）
▼決勝
武田薬品湘南	 3─0	 青山学院大

昭和62年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和62年11月6～9日、於：宮津市民体育館

□男子
▼準決勝
ヤマハ（静岡）	 5─0	 明治大（東京）
日産自動車（神奈川）	 5─1	 川鉄千葉（千葉）
▼決勝
日産自動車	 5─1	 ヤマハ

□女子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）3─2	武田薬品湘南（神奈川）
京都府選抜（京都）	 3─1	 専修大（東京）
▼決勝
日産自動車	 3─0	 京都府選抜

昭和63年度全日本選手権大会
（団体の部）

昭和63年11月3～6日、於：美唄市総合体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 5─4	 明治大（東京）
ヤマハ（静岡）	 5─4	 川鉄千葉（千葉）
▼決勝
日産自動車	 5─2	 ヤマハ

□女子
▼準決勝
三井銀行（東京）	 3─0	 日産自動車（神奈川）
白鵬女高（神奈川）	 3─2	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
三井銀行	 3─1	 白鵬女高

平成元年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成元年10月20～22日、於：柳川市民体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 川鉄千葉（千葉）
和歌山銀行（和歌山）	 3─1	 ヤマハ（静岡）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 和歌山銀行

□女子
▼準決勝
三井銀行（東京）　　3─1	 武田薬品湘南（神奈川）
住友生命（大阪）	 3─0	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
住友生命	 3─1	 三井銀行

平成2年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成2年11月2～4日、於：石川県立川北台健民体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 シチズン（東京）
協和発酵（東京）	 3─2	 和歌山銀行（和歌山）
▼決勝
協和発酵	 3─1	 日産自動車

□女子
▼準決勝
松下電工彦根（滋賀）	 3─0	 太陽神戸三井（東京）
日産自動車（神奈川）	3─1	 武田薬品湘南（神奈川）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 松下電工彦根

平成3年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成3年11月2～4日、於：河北町体育館

□男子
▼準決勝
協和発酵（東京）	 3─1	 川鉄千葉（千葉）
日産自動車（神奈川）	 3─1	 和歌山銀行（和歌山）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 協和発酵

□女子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─2	 十六銀行（岐阜）
武田薬品湘南（神奈川）	3─2	 松下電工彦根（滋賀）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 武田薬品湘南

平成4年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成4年11月7～9日、於：多度津町体育館

□男子
▼準決勝
ヤマハ（静岡）	 3─1	 埼玉工業大（埼玉）
寿屋（熊本）	 3─1	 和歌山銀行（和歌山）
▼決勝
ヤマハ	 3─1	 寿屋

□女子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─2	 松下電工彦根（滋賀）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 香川県選抜（香川）
▼決勝
日産自動車	 3─1	 十六銀行

平成5年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成5年11月6～8日、於：愛知県体育館

□男子
▼準決勝
ヤマハ（静岡）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
びわこ銀行（滋賀）	 3─1	 愛知工業大（愛知）
▼決勝
びわこ銀行	 3─1	 ヤマハ

□女子
▼準決勝
武田薬品湘南（神奈川）	3─1	 松下電器（大阪）
十六銀行（岐阜）	 3─1	 日本生命（大阪）
▼決勝
武田薬品湘南	 3─2	 十六銀行

平成6年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成6年11月18～20日、於：須賀川アリーナ

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─2	 びわこ銀行（滋賀）
シチズン時計（東京）	 3─2	 ヤマハ（静岡）

▼決勝
日産自動車	 3─1	 シチズン時計

□女子
▼準決勝
武田薬品湘南（神奈川）3─2	 日本生命（大阪）
松下電器（大阪）	 			3─1	 仙台育英高（宮城）
▼決勝
松下電器	 3─0	 武田薬品湘南

平成7年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成7年11月17～19日、於：大竹市総合体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 グランプリ（大阪）
びわこ銀行（滋賀）	 3─1	 明治大（東京）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 びわこ銀行

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─1	 松下電器（大阪）
松下電工彦根（滋賀）	 3─0	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
日本生命	 3─1	 松下電工彦根

平成8度全日本選手権大会
（団体の部）

平成8年11月22～24日、於：池田市五月山体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 川鉄千葉（千葉）
グランプリ（大阪）	 3─0	 協和発酵（東京）
▼決勝
グランプリ	 3─2	 日産自動車

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─2	 さくら銀行（東京）
松下電器（大阪）	 3─1	 松下電工彦根（滋賀）
▼決勝
日本生命	 3─1	 松下電器

平成9年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成9年11月14～16日、於：平塚総合体育館

□男子
▼準決勝
びわこ銀行（滋賀）	 3─2	 東京アート（東京）
日産自動車（神奈川）	 3─2	 健勝苑京都（京都）
▼決勝
日産自動車	 3─1	 びわこ銀行

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─2	 さくら銀行（東京）
松下電器（滋賀）	 3─1	 健勝苑京都（京都）
▼決勝
松下電器	 3─1	 日本生命

平成10年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成10年11月20～22日、於：嘉島町民体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─1	 協和発酵（東京）
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全日本卓球選手権大会（団体の部）

明治大（東京）	 3─2	 びわこ銀行（滋賀）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 明治大

□女子
▼準決勝
松下電器（滋賀）	 3─1	 青山学院大（東京）
日本生命（大阪）	 3─0	 健勝苑京都（京都）
▼決勝
日本生命	 3─0	 松下電器

平成11年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成11年11月27～28日、於：福光中学校体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─1	 健勝苑京都（京都）
協和発酵（東京）	 3─0	 東京アート（東京）
▼決勝
日産自動車	 3─0	 協和発酵

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 第一勧銀（東京）
松下電器（滋賀）	 3─2	 池田銀行（大阪）
▼決勝
日本生命	 3─0	 松下電器

平成12年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成12年11月3～5日、於：仙台市体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 グランプリ（大阪）
東京アート（東京）	 3─2	 協和発酵（東京）
▼決勝
東京アート	 3─1	 日産自動車

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─2	 サンリツ（東京）
池田銀行（大阪）	 3─1	 松下電器（滋賀）
▼決勝
日本生命	 3─2	 池田銀行

平成13年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成13年11月24～25日、於：高知県民体育館

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─1	 東京アート（東京）
シチズン時計（東京）	 3─2	 青森大（青森）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 シチズン時計

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 淑徳大（埼玉）
サンリツ（東京）	 3─2	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
日本生命	 3─1	 サンリツ

平成14年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成14年11月9～10日、於：湖西市アメニティプラザ

□男子
▼準決勝
協和発酵（東京）	 3─0	 日産自動車（神奈川）
東京アート（東京）	 3─0	 グランプリ（大阪）
▼決勝
東京アート	 3─1	 協和発酵

□女子
▼準決勝
池田銀行（大阪）	 3─0	 十六銀行（岐阜）
日本生命（大阪）	 3─2	 JNT（日卓協）
▼決勝
日本生命	 3─1	 池田銀行

平成15年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成15年11月28～30日、於：ウイング・ハット春日部

□男子
▼準決勝
協和発酵（東京）	 3─2	 青森大（青森）
東京アート（東京）	 3─2	 日産自動車（神奈川）
▼決勝
東京アート	 3─1	 協和発酵

□女子
▼準決勝
淑徳大（埼玉）	 3─1	 日本生命（大阪）
サンリツ（東京）	 3─1	 東京富士大（東京）
▼決勝
淑徳大	 3─2	 サンリツ

平成16年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成16年11月5～7日、於：きびじアリーナ

□男子
▼準決勝
日産自動車（神奈川）	 3─0	 協和発酵（東京）
青森山田高（青森）	 3─2	 東京アート（東京）
▼決勝
日産自動車	 3─2	 青森山田高

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─2	 淑徳大（埼玉）
サンリツ（東京）	 3─1	 池田銀行（大阪）
▼決勝
日本生命	 3─1	 サンリツ

平成17年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成17年9月30日～10月2日、於：豊岡市総合体育館

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）	 3─0	 日産自動車（神奈川）
協和発酵（東京）	 3─1	 グランプリ（大阪）
▼決勝
東京アート	 3─0	 協和発酵

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─2	 十六銀行（岐阜）
秀光中等教育学校（宮城）3─1	 サンリツ（東京）
▼決勝
日本生命	 3─0	 秀光中等教育学校

平成18年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成18年10月27～29日
於：鹿角市記念スポーツセンター

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）	 3─1	 協和発酵（東京）
青森大（青森）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
▼決勝
東京アート	 3─1	 青森大

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）3─0	 	秀光中等教育学校（宮城）
中国電力（広島）	 3─2	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
日本生命	 3─0	 中国電力

平成19年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成19年10月12～14日、於：杵築市文化体育館

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）	 3─1	 グランプリ（大阪）
日産自動車（神奈川）	 3─0	 青森大（青森）
▼決勝
日産自動車	 3─1	 東京アート

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 十六銀行（岐阜）
アスモ（静岡）	 3─1	 淑徳大（埼玉）
▼決勝
日本生命	 3─0	 アスモ

平成20年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成20年10月17～19日、於：長岡市市民体育館

□男子
▼準決勝
グランプリ大阪（大阪）	3─1	 シチズン（東京）
東京アート（東京）	 3─1	 日産自動車（神奈川）
▼決勝
東京アート	 3─0	 グランプリ大阪

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 中国電力（広島）
日立化成（茨城）	 3─0	 アスモ（静岡）
▼決勝
日立化成	 3─1	 日本生命

平成21年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成21年10月16～18日、於：旭市総合体育館

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）						3─1	協和発酵キリン（東京）
早稲田大（東京）	 3─１	 青森山田高（青森）
▼決勝
東京アート	 3─1	 早稲田大

□女子
▼準決勝
日立化成（茨城）	 3─0	 中国電力（広島）
日本生命（大阪）	 3─1	 サンリツ（東京）
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国内大会

▼決勝
日立化成	 3─1	 日本生命

平成22年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成22年10月15～17日、於：萩市民体育館

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）	 3─0	 明治大（東京）
青森大（青森）												3─1	協和発酵キリン（東京）
▼決勝
東京アート	 3─0	 青森大

□女子
▼準決勝
日立化成（茨城）	 3─0	 中国電力（広島）
日本生命（大阪）	 3─0	 サンリツ（東京）
▼決勝
日本生命	 3─1	 日立化成

平成23年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成23年10月14～16日、於：岐阜アリーナ

□男子
▼準決勝
青森山田高（青森）	 3─1	 明治大（東京）
東京アート（東京）	 3─1	 青森大（青森）
▼決勝
東京アート	 3─1	 青森山田高

□女子
▼準決勝
淑徳大（埼玉）	 3─1	 四天王寺高（大阪）
十六銀行（岐阜）	 3─2	 サンリツ（東京）
▼決勝
淑徳大	 3─2	 十六銀行

平成24年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成24年10月19～21日、於：郷土の森総合体育館

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）	 3─0	 東京都選抜（東京）
青森山田高（青森）	 3─1	 野田学園高（山口）
▼決勝
東京アート	 3─0	 青森山田高

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─0	 青森山田高（青森）
中国電力（広島）	 3─1	 サンリツ（東京）
▼決勝
中国電力	 3─1	 日本生命

平成25年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成25年10月18～20日、於：大村市体育文化センター

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）			3─0	 協和発酵キリン（東京）
シチズン（東京）						3─0	 日鉄住金物流（和歌山）
▼決勝
東京アート													3─0	 シチズン

□女子
▼準決勝
ジュニアナショナルチーム（東京）3─2

サンリツ（東京）
日本生命（大阪）	 3─1	 日立化成（茨城）
▼決勝
日本生命							3─0								ジュニアナショナルチーム

平成26年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成26年11月1～3日
於：白浜町立総合体育館・白浜会館

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）	 3─2	 明治大（東京）
愛知工業大（愛知）	 3─0	 シチズン（東京）
▼決勝
東京アート	 3─0	 愛知工業大	

□女子
▼準決勝
日本生命（大阪）	 3─2	 日立化成（茨城）
中国電力（広島）	 3─0	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
日本生命	 3─0	 中国電力	

平成27年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成27年10月16～18日、於：奥州市 Zアリーナ

□男子
▼準決勝
シチズン（東京）	 3─0	 東京アート（東京）
協和発酵キリン（東京）3─0	日鉄住金物流（和歌山）
▼決勝
協和発酵キリン	 3─2	 シチズン	

□女子
▼準決勝
日立化成（茨城）	 3─2	 日本生命（大阪）
十六銀行（岐阜）	 3─0	 中国電力（広島）
▼決勝
日立化成	 3─2	 十六銀行

平成28年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成28年10月14～16日、於：宇和島市総合体育館

□男子
▼準決勝
ジュニアナショナルチーム（東京）3─1

日鉄住金物流（和歌山）
東京アート（東京）	 3─1	 シチズン（東京）
▼決勝
東京アート						3─1						ジュニアナショナルチーム

□女子
▼準決勝
日立化成（茨城）	 3─2	 サンリツ（東京）
中国電力（広島）	 3─1	 十六銀行（岐阜）
▼決勝
中国電力	 3─2	 日立化成

平成29年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成29年10月13～15日
於：敦賀市総合運動公園体育館

□男子
▼準決勝
協和発酵キリン（東京）3─1愛工大名電高校（愛知）
日鉄住金物流（和歌山）3─2	 東京アート（東京）
▼決勝
協和発酵キリン	 3─0	 日鉄住金物流

□女子
▼準決勝
日立化成（茨城）	 3─0	 中国電力（広島）
日本生命（大阪）	 3─0	 アスモ（静岡）
▼決勝
日立化成	 3─0	 日本生命

平成30年度全日本選手権大会
（団体の部）

平成30年10月12～14日
於：日立市池の川さくらアリーナ

□男子
▼準決勝
東京アート（東京）	 3─0	 愛工大名電高（愛知）
リコー（東京）	 3─2	 専修大（東京）
▼決勝
リコー	 3─2	 東京アート

□女子
▼準決勝
中国電力（広島）	 3─1	 遊学館高（石川）
ジュニアナショナルチーム（東京）3─1

サンリツ（東京）
▼決勝
ジュニアナショナルチーム					3─2	 中国電力	

2019年全日本選手権大会
（団体の部）

2019年10月18～20日、於：鹿児島市松元平野岡体育館

□男子
▼準決勝
日鉄物流ブレイザーズ（和歌山）3─2

協和キリン（東京）
東京アート（東京）	 3─2	 シチズン時計（東京）
▼決勝
東京アート	 3─0	日鉄物流ブレイザーズ

□女子
▼準決勝
中国電力（広島）	 3─0	 十六銀行（岐阜）
サンリツ（東京）	 3─1	 日立化成（茨城）
▼決勝
中国電力	 3─2	 サンリツ

2020年全日本選手権大会
（団体の部）

2020年10月16～18日、於：三重県営サンアリーナ

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止

※平成30年度までは、大会名に開催年度を用いた。2019年度からは、大会名に開催年を用いた206



全国ホープス卓球大会
1983年（昭和58年度）〜2020年（令和2年度）

第1回全国ホープス大会
昭和58年8月5～7日、於：駒沢屋内球技場

□男子
▼準決勝
黒石東クラブ（青森）	 3─0

西尾張選抜チーム（愛知）
京都選抜A（京都）	 3─0	 岡山クラブ（岡山）
▼決勝
京都選抜A	 3─2	 黒石東クラブ

□女子
▼準決勝
五所川原南クラブ（青森）	3─0
	 伊集院北スポーツ少年団（鹿児島）
高橋クラブ（熊本）	 3─0	 高知選抜（高知）
▼決勝
五所川原南クラブ	 3─2	 高橋クラブ

第2回全国ホープス大会
昭和59年8月3～5日、於：駒沢屋内球技場

□男子
▼準決勝
梅島クラブ（東京）	 3─2	 岐阜クラブ（岐阜）
後楽園クラブ（東京）	 3─2	 西友クラブ（北海道）
▼決勝
梅島クラブ	 3─1	 後楽園クラブ

□女子
▼準決勝
河合クラブ（神奈川）	 3─1	 岡山クラブ（岡山）
五所川原南小（青森）	 3─0	 栃木ホープス（栃木）
▼決勝
河合クラブ	 3─1	 五所川原南小

第3回全国ホープス大会
昭和60年8月10～12日、於：駒沢屋内球技場

□男子
▼準決勝
浜町クラブ（熊本）	 3─1	 今池クラブ（大阪）
弘前大学附小（青森）	 3─0	 大島 TTS（栃木）
▼決勝
弘前大学附小	 3─1	 浜町クラブ

□女子
▼準決勝
太陽卓球スポーツ少年団（静岡）3─0
	 河合クラブ（神奈川）
高橋クラブ（熊本）	 3─2	 岡山クラブ（岡山）
▼決勝
太陽卓球スポーツ少年団							3─2	 高橋クラブ

第4回全国ホープス大会
昭和61年8月2～4日、於：駒沢屋内球技場

□男子
▼準決勝
今池クラブA（大阪）3─1	

秋田スポーツ少年団（秋田）
南福岡クラブA（福岡）3─1

伊集院北クラブ（鹿児島）
▼決勝
今池クラブA	 3─1	 南福岡 A

□女子
▼準決勝
高橋クラブ（熊本）	 3─0	 岐阜クラブ（岐阜）
五所川原南小（青森）	 3─1	

指宿ジュニアクラブ（鹿児島）
▼決勝
高橋クラブ	 3─2	 五所川原南小

第5回全国ホープス大会
昭和62年8月9～12日、於：大和市体育会館

□男子
▼準決勝
秋田会館スポーツ少年団（秋田）3─1

丸善クラブA（東京）
伊集院北小クラブ（鹿児島）3─2	千城クラブ（千葉）
▼決勝
秋田会館スポーツ少年団　3─0	

伊集院北スポーツ少年団

□女子
▼準決勝
五所川原南小（青森）		3─1	三浦卓球クラブ（福島）
王子クラブ（大阪）			3─1	 南福岡少年卓球（福岡）
▼決勝
王子クラブ	 3─0	 五所川原南小

第6回全国ホープス大会
昭和63年8月9～12日、於：国立オリンピック記念C

□男子
▼準決勝
KMSC（神奈川）		3─1	長良スポーツ少年団（岐阜）
丸善クラブA（東京）3─0	

五所川原南小クラブ（青森）
▼決勝
丸善クラブA	 3─1	 KMSC

□女子
▼準決勝
五所川原南小（青森）	 3─0	

伊集院北卓球スポーツ少年団（鹿児島）
王子クラブ（大阪）	 3─2	 大島 TTS（栃木）
▼決勝
王子クラブ													3─2	 五所川原南小クラブ

第7回全国ホープス大会
平成元年8月8～11日、於：国立オリンピック記念C

□男子
▼準決勝
丸善クラブA（東京）3─1	

馬関卓球少年クラブ（山口）
ウイニングジュニア（東京）3─1
	 白野江クラブ（福岡）
▼決勝
丸善クラブA										3─1	 ウイニングジュニア

□女子
▼準決勝
大島 TTS（栃木）					3─1	 円山クラブA（北海道）
三浦卓球クラブ（福島）3─2	丸善クラブA（東京）
▼決勝
三浦卓球クラブ	 3─2	 大島 TTS

第8回全国ホープス大会
平成2年8月7～10日、於：国立オリンピック記念C

□男子
▼準決勝
馬関卓球少年団（山口）	3─1	 TKOクラブ（埼玉）
大島 TTS（栃木）	 3─2	 丸善クラブA（東京）
▼決勝
大島 TTS	 3─1	 馬関卓球少年団

□女子
▼準決勝
大島 TTS（栃木）		3─1		八代本野町クラブ（熊本）
塚口ジュニア（兵庫）	 3─1	

仲良桜卓球クラブ（大阪）
▼決勝
塚口ジュニア	 3─2	 大島 TTS

第9回全国ホープス大会
平成3年8月6～9日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
馬関卓球少年団（山口）		3─1	 石田クラブ（福岡）
豊間小クラブ（福島）	　3─1	 東海クラブ（茨城）
▼決勝
馬関卓球少年団	 　3─0	 豊間小クラブ

□女子
▼準決勝
仲良桜クラブ（大阪）	 3─1	日産ジュニア（神奈川）
馬関卓球少年団（山口）	3─1	 丸善クラブ（東京）
▼決勝
仲良桜クラブ	 3─1	 馬関卓球少年団
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第10回全国ホープス大会
平成4年8月6～9日、於：オリンピック青少年C

□男子
▼準決勝
菊友EC（愛知）	 3─0	 星野クラブ（大阪）
城山クラブ J（栃木）	 3─2	 豊津クラブ（福岡）
▼決勝
城山クラブ J	 3─2	 菊友 EC

□女子
▼準決勝
大田小スポーツ少年団（鹿児島）3─2	

城山クラブ J（栃木）
馬関卓球少年団（山口）　3─1	

西中野目小クラブ（青森）
▼決勝
大田小スポーツ少年団				3─0	 馬関卓球少年団

第11回全国ホープス大会
平成5年8月5～8日、於：オリンピック青少年C

□男子
▼準決勝
長井南スポーツ少年団（山形）3─1	

豊津クラブ（福岡）
薄根卓球（群馬）							3─0	 城山クラブ J（栃木）
▼決勝
長井南スポーツ少年団										3─0	 薄根卓球

□女子
▼準決勝
馬関卓球少年クラブ（山口）3─2	 KMSC（神奈川）
大田小クラブ（鹿児島）		3─0	 小瀬クラブ（奈良）
▼決勝
大田小クラブ	 3─1	 馬関卓球少年クラブ

第12回全国ホープス大会
平成6年8月5～7日、於：オリンピック青少年C

□男子
▼準決勝
卓伸EC（愛知）	 3─1	 福光卓友会（富山）
河内クラブ（栃木）	 3─0	 秋田卓球会館（秋田）
▼決勝
卓伸EC	 3─2	 河内クラブ

□女子
▼準決勝
大田小クラブ（鹿児島）	3─0	 増穂クラブ（山梨）
城山クラブ J（栃木）	 3─0	

リトルキングスA（神奈川）
▼決勝
城山クラブ J	 3─2	 大田小クラブ

第13回全国ホープス大会
平成7年8月15～16日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
卓伸クラブ（愛知）3─1川西ギャラントム（兵庫）
薄根卓球（群馬）3─1	ウイニングジュニア（東京）
▼決勝
卓伸クラブ	 3─0	 薄根卓球

□女子
▼準決勝
城山卓球クラブジュニア（栃木）3─0	KMSC（神奈川）
リトルキングス（神奈川）			3─0	 薄根卓球（群馬）

▼決勝
リトルキングス				3─2	 	 城山卓球クラブジュニア

第14回全国ホープス大会
平成8年8月1～3日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
鳳凰EC（愛知）	 3─0	 KTGクラブ（埼玉）
川西ギャラントム（兵庫）			3─0	 卓伸 EC（愛知）
▼決勝
鳳凰EC	 3─1	 川西ギャラントム

□女子
▼準決勝
大塚クラブ（埼玉）			3─0				矢部卓球クラブ（熊本）
城山卓球クラブジュニア（栃木）3─1

その田卓研（兵庫）
▼決勝
城山卓球クラブジュニア							3─1	 大塚クラブ

第15回全国ホープス大会
平成9年8月1～3日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
KTGクラブ（埼玉）	 3─1	 港北クラブ（神奈川）
今池クラブ（大阪）	 3─2	 フジ屋クラブ（岡山）
▼決勝
今池クラブ	 3─2	 KTGクラブ

□女子
▼準決勝
トムジュニア（東京）	 3─1	 卓伸 EC（愛知）
大塚クラブ（埼玉）3─0		リトルキングス（神奈川）
▼決勝
トムジュニア	 3─2	 大塚クラブ

第16回全国ホープス大会
平成10年7月24～26日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
長崎・長与OTC（長崎）			3─2	 ITS 三鷹（東京）
今池クラブ（大阪）	 3─2	 港北クラブ（神奈川）
▼決勝
長崎・長与OTC	 3─0	 今池クラブ

□女子
▼準決勝
小瀬クラブ（奈良）			3─0	 魚津ジュニアA（富山）
レインボーEC（愛知）						3─2	 ASJ（青森）
▼決勝
小瀬クラブ	 3─1	 レインボーEC

第17回全国ホープス大会
平成11年8月2～4日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
丸善クラブ（東京）3─2

松阪ジュニア卓球クラブ（三重）
ITS 三鷹（東京）				3─1	 	 石田卓球クラブ（福岡）
▼決勝
ITS 三鷹	 3─1	 丸善クラブ

□女子
▼準決勝
助任ヤング（徳島）			3─1	 魚津ジュニアA（富山）

三好クラブ（愛知）3─0	
日立大沼卓球スポーツ少年団（茨城）

▼決勝
三好クラブ	 3─1	 助任ヤング

第18回全国ホープス大会
平成12年7月31日～8月2日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
松阪ジュニア卓球クラブ（三重）3─1

卓球の町松元卓運（鹿児島）
ビップスポーツ少年団（静岡）3─2

リトルキングス（神奈川）
▼決勝
ビップスポーツ少年団	3─0	松阪ジュニア卓球クラブ

□女子
▼準決勝
その田卓研（兵庫）3─０

日産ジュニアクラブ（神奈川）
西海小学校卓球教室（石川）3─2

妙円寺卓球スポーツ少年団（鹿児島）
▼決勝
その田卓研　　　　3─1		 西海小学校卓球教室

第19回全国ホープス大会
平成13年8月13～15日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
川西ギャラントム（兵庫）3─2	松平スポーツ（石川）
石田卓球クラブ（福岡）3─2	

青森山田ジュニアクラブ（青森）
▼決勝
川西ギャラントム	 3─1	 石田卓球クラブ

□女子
▼準決勝
糸島自然塾（福岡）	 3─2	 小瀬クラブ（奈良）
小浜卓球スクール（兵庫）3─2	

妙円寺スポーツ少年団（鹿児島）
▼決勝
糸島自然塾	 3─2	 小浜卓球スクール

第20回全国ホープス大会
平成14年8月24～26日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
青森山田ジュニアクラブ（青森）3─2

川西ギャラントム（兵庫）
松元卓運（鹿児島）	 3─2	 育徳クラブ（大阪）
▼決勝
松元卓運									3─1	 	 青森山田ジュニアクラブ

□女子
▼準決勝
糸島自然塾（福岡）	 3─0	 育徳クラブ（大阪）
小瀬クラブ（奈良）3─1		小浜卓球スクール（兵庫）
▼決勝
糸島自然塾	 3─2	 小瀬クラブ

第21回全国ホープス大会
平成15年8月11～13日、於：東京武道館

□男子
▼準決勝
青森山田ジュニアクラブ（青森）3─1

ピンポン備前（岡山）
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妙円寺卓球スポーツ少年団（鹿児島）3─0
伊丹卓球教室（兵庫）

▼決勝
青森山田ジュニアクラブ　3─1	

妙円寺卓球スポーツ少年団

□女子
▼準決勝
白根アトム（新潟）			3─2	 東北卓球C&C（宮城）
小浜クラブ Jr（兵庫）	 3─2	 星野クラブ（大阪）
▼決勝
白根アトム	 3─2	 小浜クラブ Jr

第22回全国ホープス大会
平成16年8月2～4日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
日産ジュニアクラブ（神奈川）3─1

新発田ジュニア（新潟）
仙台ジュニアクラブ（宮城）				3─2

豊田町卓球スポーツ少年団（愛知）
▼決勝
日産ジュニアクラブ	 3─1	 仙台ジュニアクラブ

□女子
▼準決勝
和銀卓球クラブ（和歌山）3─1	白根アトム（新潟）
ファミリースポーツ少年団（静岡）3─2

プレーイングピンポン府中（広島）
▼決勝
和銀卓球クラブ			3─1		ファミリースポーツ少年団

第23回全国ホープス大会
平成17年8月15～17日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
石田卓球クラブ（福岡）3─2	

日産ジュニアクラブ（神奈川）
千城クラブ（千葉）	 	3─2	 ピンテック（愛知）
▼決勝
石田卓球クラブ	 3─1	 千城クラブ

□女子
▼準決勝
糸島自然塾（福岡）	 3─1	 仙台ジュニア（宮城）
ファミリースポーツ少年団（静岡）3─0

ファイナルウィン Jr（北海道）
▼決勝
糸島自然塾						3─2					ファミリースポーツ少年団

第24回全国ホープス大会
平成18年8月29～31日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
育徳クラブ（大阪）	 3─2	 和田島クラブ（徳島）
ピンテックA（愛知）	 3─2	 円山クラブ（北海道）
▼決勝
ピンテックA	 3─1	 育徳クラブ

□女子
▼準決勝
仙台ジュニアクラブ（宮城）3─1

日産ジュニアクラブ（神奈川）
First	Step（高知）					3─0	 ヨシダ TTS（広島）
▼決勝
仙台ジュニアクラブ							3─2	 First	Step

第25回全国ホープス大会
平成19年8月8～10日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
石田卓球クラブ（福岡）3─1	

益子卓球ジュニアクラブ（栃木）
和田 TTC（岐阜）			3─2	 	 新発田ジュニア（新潟）
▼決勝
石田卓球クラブ	 3─1	 和田 TTC

□女子
▼準決勝
新発田ジュニア（新潟）3─1	

徳山卓研スポーツ少年団（山口）
卓研ジュニア（岐阜）	 		3─1	

日産ジュニアクラブ（神奈川）
▼決勝
新発田ジュニア	 	3─2	 卓研ジュニア

第26回全国ホープス大会
平成20年8月6～8日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
稗原クラブ（島根）	 3─0	 桂葉輝ララ（宮城）
城山ひのくにジュニア（熊本）3─1
	 	 杜卓球クラブ（東京）
▼決勝
城山ひのくにジュニア							3─1	 稗原クラブ

□女子
▼準決勝
石田卓球クラブ（福岡）				3─1	 大野 JTC（岩手）
美鷹クラブ（東京）	 3─1	

南茅部卓球スポーツ少年団（北海道）
▼決勝
美鷹クラブ	 3─2	 石田卓球クラブ

第27回全国ホープス大会
平成21年8月4～6日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
城山ひのくにジュニア（熊本）3─1	

益子卓球ジュニアクラブ（栃木）
稗原クラブ（島根）	 3─1	 卓伸クラブ（愛知）
▼決勝
城山ひのくにジュニア								3─1	 稗原クラブ

□女子
▼準決勝
美鷹クラブ（東京）	 3─0	 ピンテック（愛知）
ヒゴ鏡卓球クラブ（熊本）3─1

日産ジュニアクラブ（神奈川）
▼決勝
美鷹クラブ	 3─0	 ヒゴ鏡卓球クラブ

第28回全国ホープス大会
平成22年8月15～17日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
一条クラブ（京都）			3─1	 中里クラブ（青森）
卓伸クラブ（愛知）			3─1	 石田卓球クラブ（福岡）
▼決勝
卓伸クラブ　　　　		3─1	 一条クラブ

□女子
▼準決勝
石田卓球クラブ（福岡）3─1

ヒロタクスポーツ（広島）
ピンテック（愛知）　　	3─1

浜寺アスリート倶楽部（大阪）
▼決勝
ピンテック	 	3─1	 石田卓球クラブ

第29回全国ホープス大会
平成23年8月14～16日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
仙台ジュニアクラブ（宮城）3─0	卓伸クラブ（愛知）
鳥屋クラブジュニア（石川）3─2	マイダス（東京）
▼決勝
仙台ジュニアクラブ	 3─2	 鳥屋クラブジュニア

□女子
▼準決勝
石田卓球クラブ（福岡）	3─0	 ミナミラボ（福井）
ヨシダ TTS（広島）	 3─2

豊田町卓球スポーツ少年団（静岡）
▼決勝
石田卓球クラブ	 3─2	 ヨシダ TTS

第30回全国ホープス大会
平成24年8月4～6日、於：大田区総合体育館

□男子
▼準決勝
仙台ジュニアクラブ（宮城）3─0	増穂クラブ（山梨）
城山ひのくにジュニア（熊本）3─0

卓伸クラブ（愛知）
▼決勝
城山ひのくにジュニア	 3─1	 仙台ジュニアクラブ

□女子
▼準決勝
石田卓球クラブ（福岡）			3─2	 卓伸クラブ（愛知）
ミナミラボ（福井）	 				3─1	 美崎クラブ（岐阜）
▼決勝
ミナミラボ	 				3─2	 石田卓球クラブ

第31回全国ホープス大会
平成25年8月6～8日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
浜寺アスリート倶楽部（大阪）3─0

こぞのえ卓球（福岡）
マイダス（東京）						3─2	 新発田ジュニア（新潟）
▼決勝
浜寺アスリート倶楽部										3─2	 マイダス

□女子
▼準決勝
ヒゴ鏡卓球クラブ（熊本）3─2	 ピンテック（愛知）
ALL	STAR（兵庫）							3─2	 卓伸クラブ（愛知）
▼決勝
ALL	STAR	 3―1	 ヒゴ鏡卓球クラブ

第32回全国ホープス大会
平成26年8月17～19日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
仙台ジュニアクラブ（宮城）3─1

T.C マルカワ（岡山）
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華兵ロードスカイ（兵庫）3─0	卓伸クラブ（愛知）
▼決勝
仙台ジュニアクラブ	 3─1	 華兵ロードスカイ

□女子
▼準決勝
ALL	STAR（兵庫）	 3─0	 ピンテック（愛知）
フェニックス卓球クラブ（福井）3─2

弘前卓球センター（青森）
▼決勝
ALL	STAR									3─2	 	 フェニックス卓球クラブ

第33回全国ホープス大会
平成27年8月15～17日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
仙台ジュニアクラブ（宮城）3─1	マイダス（東京）
華兵ロードスカイ（兵庫）3─2	T.C マルカワ（岡山）
▼決勝
仙台ジュニアクラブ	 3─1	 華兵ロードスカイ

□女子
▼準決勝
フェニックス卓球クラブA（福井）3─1

丸子橋卓球スタジオ（神奈川）
ピンテック（愛知）			3─1	 新発田ジュニア（新潟）
▼決勝
フェニックス卓球クラブA					3─1	 ピンテック

第34回全国ホープス大会
平成28年8月13～15日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
松生 TTC（三重）				3─1					新発田ジュニア（新潟）
ねや卓球クラブ（岡山）				3─2	 田阪卓研（京都）
▼決勝
ねや卓球クラブ	 								3─1	 松生 TTC

□女子
▼準決勝
フェニックス卓球クラブ（福井）3─0

石田卓球クラブ（福岡）
卓栄 kid’s（兵庫）			3─1		ヒゴ鏡卓球クラブ（熊本）
▼決勝
フェニックス卓球クラブ								3─0	 卓栄 kid’s

第35回全国ホープス大会
平成29年8月14～16日、於：東京体育館

□男子
▼準決勝
誠卓球CL.（鹿児島）				3─0

フェニックス卓球クラブ（福井）	
田阪卓研（京都）	 3─2	 畳和卓球（大分）
▼決勝
田阪卓研	 3─1	 誠卓球CL.

□女子
▼準決勝
卓桜会栃木卓球センター（栃木）3─0

マイダス（東京）
石田卓球クラブ（福岡）3─1

ヒゴ鏡卓球クラブ（熊本）
▼決勝
石田卓球クラブ					3─1	 	 卓桜会栃木卓球センター

第36回全国ホープス大会
平成30年8月14～16日

於：エスフォルタアリーナ八王子

□男子
▼準決勝
T.C マルカワ（岡山）				3─1	 21クラブ（三重）
川嶋ジュニア（大阪）	 3─2	 岸田クラブ（神奈川）
▼決勝
T.C マルカワ	 3─1	 川嶋ジュニア

□女子
▼準決勝
T.C マルカワ（岡山）3─1	 新発田ジュニア（新潟）
卓伸クラブ（愛知）				3─0	 糸魚川ジュニア（新潟）
▼決勝
卓伸クラブ　　　　		3─1	 T.C マルカワ

第37回全国ホープス大会
2019年8月14～16日

於：甲府市小瀬スポーツ公園体育館

□男子
▼準決勝
田阪卓研（京都）	 3─2	 育徳クラブ（大阪）
石田卓球クラブ（福岡）			3─2	 偉関 TTL（東京）
▼決勝
田阪卓研	 3─0	 石田卓球クラブ

□女子
▼準決勝
石田卓球クラブ（福岡）3─0

富久山卓球クラブA（福島）
T.C マルカワ（岡山）			3─0	 MIHOTAKU（静岡）
▼決勝
石田卓球クラブ	 3─0	 T.C マルカワ

第38回全国ホープス大会
2020年8月13～15日、於：一宮市総合体育館

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止

第39回全国ホープス大会
2021年8月16～18日
於：京都市体育館

□男子
▼準決勝
新発田ジュニア（新潟）	3─0	K&Mジュニア（埼玉）
宇土クラブA（大分）3─2	

東広島スカイジュニア（広島）
▼決勝
新発田ジュニア	 3─1	 宇土クラブA

□女子
▼準決勝
ヒゴ鏡卓球クラブ（熊本）3─0

徳増卓球クラブ（静岡）
ALL	STAR（兵庫）3─2

卓桜会栃木卓球センター（栃木）
▼決勝
ヒゴ鏡卓球クラブ	 3─0	 ALL	STAR
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ジャパントップ12卓球大会
1995年度（平成7年度）〜2020年度（令和2年度）

第1回ジャパントップ12選手権大会
平成8年1月20日、於：中野区立体育館

□男子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
松下浩二（大阪・グランプリ）16、16

安藤正勝（愛知・愛知工業大）
仲村錦治郎（東京・大正大）　　10、19	 安藤③
①松下	 -16、16、17	 仲村②

《Ｂグループ》　※順位は勝率により決定
伊藤誠（東京・シチズン時計）17、15

渋谷浩（千葉・川崎製鉄千葉）
森本洋治（神奈川・日産自動車）-13、20、24	

伊藤①
②渋谷	 18、13	 森本③

《Ｃグループ》
岩崎清信（神奈川・日産自動車）10、-17、19

松下雄二（東京・協和発酵）
遊澤亮（東京・明治大）　　　15、8	 松下③
①岩崎	 -9、11、15	 遊澤②

《Ｄグループ》
山本恒安（東京・シチズン時計）-14、18、15

真田浩二（愛知・愛工大名電高）
田﨑俊雄（東京・明治大）　　18、18	 真田③
①山本	 -17、13、19	 田﨑②
▼第２ステージ　準決勝
伊藤	 19、15、16	 岩崎
松下	 -17、-22、15、11、12	 山本
▼決勝
伊藤誠	 15、14、20	 松下浩二

□女子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
小山ちれ（大阪・池田銀行）14、10

長嶋正子（神奈川・武田薬品湘南）
西飯由香（愛知・愛知工業大）　		13、12	 長嶋③
①小山	 15、11	 西飯②

《Ｂグループ》
東童多英子（滋賀・松下電工彦根）12、17

川越真由（大阪・四天王寺高）
梅村礼（岐阜・十六銀行）　19、-15、20	 川越③
①東童	 14、12	 梅村②

《Ｃグループ》
佐藤利香（和歌山・和歌山銀行）14、17

大場範子（東京・さくら銀行）
大柿柴保（東京・専修大）12、-19、16	 大場③
①佐藤	 17、14	 大柿②

《Ｄグループ》
坂田愛（大阪・日本生命）15、16

松岡りか（大阪・松下電器）
青池優美（神奈川 ･武田薬品湘南）	-28、17、13	

松岡③
①坂田愛	 19、7	 青池②
▼第２ステージ　準決勝
東童	 23、12、-17、14	 坂田愛
小山	 -13、13、-20、8、15	 佐藤
▼決勝
小山ちれ	 15、19、17	 東童多英子

第2回ジャパントップ12選手権大会
平成9年1月26日、於：越谷市立総合体育館

□男子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
岩崎清信（神奈川・日産自動車）13、13

伊藤誠（東京・シチズン時計）
木方慎之介（東京・実践学園高）-13、11、11	

伊藤③
①岩崎	 -18、16、16	 木方②

《Ｂグループ》
渋谷浩（神奈川・日産自動車）-23、18、4

真田浩二（愛知・愛工大名電高）
村上裕和（東京・専修大）14、-5、12	 真田③
①渋谷	 13、14	 村上②

《Ｃグループ》
松下浩二（東京・スヴェンソン）17、13

森本洋治（神奈川・日産自動車）
遊澤亮（東京・明治大）　　　15、16	 森本③
①松下	 18、13	 遊澤②

《Ｄグループ》
山本恒安（東京・シチズン時計）18、10

鬼頭明（愛知・愛知工業大）
高志亮（神奈川・日産自動車）				18、16	 鬼頭③
①山本	 -10、18、16	 高志②
▼第２ステージ　準決勝
岩崎	 15、7、14	 山本
松下	 12、13、20	 渋谷
▼決勝
岩崎清信	 -21、14、-17、19、10	 松下浩二

□女子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
小山ちれ（大阪・池田銀行）11、12

西飯由香（愛知・愛知工業大）
松尾清美（大阪・住友生命）-21、18、14	 西飯③
①小山	 13、14	 松尾②

《Ｂグループ》
松尾りか（大阪・松下電器）15、-21、14

内藤和子（神奈川・武田薬品湘南）
坂田愛（大阪・日本生命）　　　14、12	 内藤③
①松尾	 -17、13、16	 坂田②

《Ｃグループ》
佐藤利香（和歌山・和歌山銀行）9、10

野末愉美（千葉・三井生命）
武田明子（大阪・四天王寺高）17、-16、8	 野末③
①佐藤	 13、11	 武田②

《Ｄグループ》
梅村礼（大阪・日本生命）10、19

大野知子（岐阜・十六銀行）
大場範子（東京・さくら銀行）-16、20、14	大野③
①梅村	 11、-20、8	 大場②
▼第２ステージ　準決勝
小山	 -18、14、17、15	 佐藤
松岡	 11、-20、18、15	 梅村
▼決勝
小山ちれ	 13、15、19	 松岡りか

第3回石川杯ジャパントップ12卓球大会
平成10年1月25日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
偉関晴光（熊本・寿屋）13、8

山本恒安（東京・シチズン時計）
田﨑俊雄（東京・協和発酵）16、-20、13	 山本③
①偉関	 16、-21、18	 田﨑②

《Ｂグループ》
倉嶋洋介（東京・明治大）-20、12、12

真田浩二（愛知・愛知工業大）
渋谷浩（神奈川・日産自動車）15、-13、18	真田③
①倉嶋	 -14、18、14	 渋谷②

《Ｃグループ》
松下浩二（大阪・ミキハウス）11、9

糀谷博和（滋賀・びわこ銀行）
仲村錦治郎（東京・大正大）　　17、15	 糀谷③
①松下	 -16、15、13	 仲村②

《Ｄグループ》
佐藤建剛（和歌山・和歌山銀行）17、18
	 	木方慎之介（東京・明治大）
高志亮（神奈川・日産自動車）　	15、12	 木方③
①佐藤	 17、-23、17	 高志②
▼第２ステージ　準決勝
偉関	 13、13、18	 倉嶋
松下	 -15、9、-20、22、13	 佐藤
▼決勝
偉関晴光	 -20、18、20、15	 松下浩二

□女子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
小山ちれ（大阪・池田銀行）11、8

松尾清美（大阪・ミキハウス）
武田明子（大阪・四天王寺高）　	14、15	 松尾③
①小山	 12、19	 武田②

《Ｂグループ》
河野文江（神奈川・武田薬品湘南）-21、18、18
	 	松岡りか（大阪・松下電器）
梅村礼（大阪・日本生命）			-16、24、20	 松岡③
①河野	 13、13	 梅村②

《Ｃグループ》
西飯由香（愛知・愛知工業大）14、-17、11

佐藤利香（和歌山・和歌山銀行）
小西杏（大阪・四天王寺高）　　12、19	 佐藤③
①西飯	 17、20	 小西②

《Ｄグループ》
河村朋枝（東京・青山学院大）18、12
	 	塩見亜矢子（東京・大正大）
坂田愛（大阪・日本生命）　　17、17	 塩見③
①河村	 -18、12、15	 坂田②
▼第２ステージ　準決勝
小山	 14、13、17	 河野
西飯	 -17、5、19、-18、12	 河村
▼決勝
小山ちれ	 20、12、16	 西飯由香
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第4回石川杯ジャパントップ12卓球大会
平成11年1月31日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
三田村宗明（青森・青森山田高）20、-14、18
	 森本洋治（神奈川・日産自動車）
偉関晴光（熊本・ラララ）							19、9	 森本③
①三田村	 -20、20、18	 偉関②

《Ｂグループ》
田﨑俊雄（東京・協和発酵）13、18

青山振一（滋賀・びわこ銀行）
加藤雅也（青森・青森山田高）　		14、19	 青山③
①田﨑	 13、19	 加藤②

《Ｃグループ》
木方慎之介（東京・明治大）19、-12、16

仲村錦治郎（大阪・グランプリ）
矢島淑雄（東京・東京アート）-15、9、16	 木方③
②仲村	 19、-18、18	 矢島①

《Ｄグループ》
渋谷浩（神奈川・日産自動車）-19、13、19
	 	徳村智彦（東京・協和発酵）
遊澤亮（東京・明治大）　　　14、18	 徳村③
①渋谷	 17、17	 遊澤②
▼第２ステージ　準決勝
田﨑	 13、15、11	 三田村
渋谷	 -14、17、16、11	 矢島
▼決勝
渋谷浩	 19、10、18	 田﨑俊雄

□女子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
坂田愛（大阪・日本生命）12、7
	 	樋野眞弓（岐阜・富田高）
西飯由香（京都・健勝苑京都）　11、15	 樋野③
①坂田	 19、-16、10	 西飯②

《Ｂグループ》
小西杏（大阪・四天王寺高）-19、8、15

河野文江（神奈川・武田薬品湘南）
河村朋枝（東京・第一勧業銀行）			18、17	 小西③
①河野	 19、17	 河村②

《Ｃグループ》
内藤和子（神奈川・武田薬品湘南）9、19

西飯美幸（京都・健勝苑京都）
岡崎恵子（大阪・日本生命）　　22、16	 西飯③
①内藤	 -18、18、16	 岡崎②

《Ｄグループ》
坂田倫子（京都・健勝苑京都）10、-20、15

武田明子（大阪・ミキハウス）
小山ちれ（大阪・池田銀行）13、-19、19	 武田③
①坂田	 13、14	 小山②
▼第２ステージ　準決勝
坂田愛	 19、20、15	 河野
坂田倫	 -21、13、21、-20、18	 小山
▼決勝
坂田倫子	 -15、12、13、16	 坂田愛

第5回会長杯ジャパントップ12卓球大会
平成12年2月5日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
鬼頭明（京都・健勝苑京都）-15、12、20

高橋卓斗（東京・専修大）
渋谷浩（神奈川・日産自動車）　　16、13	 鬼頭②
①渋谷	 -19、14、9	 高橋③

《Ｂグループ》
遊澤亮（東京・東京アート）13、12

坂本竜介（青森・青森南中）

木方慎之介（東京・明治大）19、-19、11	 坂本③
①木方	 17、17	 遊澤②

《Ｃグループ》
三田村宗明（青森・青森山田高）14、10

徳村智彦（東京・協和発酵）
松下浩二（大阪・ミキハウス）-15、14、15	徳村③
①松下	 16、9	 三田村②

《Ｄグループ》
高志亮（神奈川・日産自動車）-18、15、13

野平直孝（京都・健勝苑京都）
偉関晴光（熊本・ラララ）　　　17、9	 野平③
①偉関	 15、13	 高志②
▼第２ステージ　準決勝
渋谷	 -22、14、17、13	 木方
偉関	 15、9、12	 松下
▼決勝
偉関晴光	 -20、-17、11、22、16	 渋谷浩

□女子シングルス
▼第１ステージ

《Ａグループ》
河村朋枝（東京・第一勧業銀行）15、-14、15
	 	内藤和子（大阪・松下電器）
小山ちれ（大阪・池田銀行）　　11、12	 内藤③
①小山	 13、9	 河村②

《Ｂグループ》
羽佳純子（東京・サンリツ）16、16

藤沼亜衣（大阪・四天王寺高）
②藤沼　　16、16	 	梅村礼（大阪・日本生命）
①羽佳	 16、9	 梅村③

《Ｃグループ》
坂田倫子（熊本・熊本県スポーツ振興事業団）

-20、11、16　樋浦令子（大阪・四天王寺高）
西飯美幸（京都・健勝苑京都）				7、13	 樋浦③
①坂田	 -17、10、23	 西飯②

《Ｄグループ》
西飯由香（京都・健勝苑京都）11、-20、10

藤井寛子（大阪・四天王寺高）
坂田愛（大阪・日本生命）			-19、15、17	 藤井③
①坂田	 -17、14、15	 西飯②
▼第２ステージ　準決勝
羽佳	 -17、15、18、-13、17	 小山
坂田愛	 12、13、17	 坂田倫
▼決勝
羽佳純子	 7、7、15	 坂田愛

第6回会長杯・セコム
ジャパントップ12卓球大会

平成13年1月20日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
高木和健一（青森・青森山田高）18、16
	 	倉嶋洋介（東京・協和発酵）
偉関晴光（熊本・ラララ）　　13、8	 高木和②
①偉関	 15、20	 倉嶋③

《B グループ》
真田浩二（愛知・愛知工業大）9、13
	 	徳村智彦（東京・協和発酵）
遊澤亮（東京・東京アート）15、-13、17	 真田②
①遊澤	 11、10	 徳村③

《C グループ》
木方慎之介（東京・明治大）18、14

谷口陽一（和歌山・和歌山銀行）
田﨑俊雄（東京・協和発酵）　　19、16	 木方②
①田﨑	 12、14	 谷口③

《D グループ》
松下浩二（大阪・ミキハウス）18、20

三田村宗明（青森・青森大）
大森隆弘（東京・早稲田大）					10、17	 松下②
①大森	 12、-16、16	 三田村③

▼第2ステージ　準決勝
偉関	 22、11、-17、20	 遊澤
大森	 -15、13、23、-8、15	 田﨑
▼決勝
偉関晴光	 11、11、18	 大森隆弘

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
武田明子（大阪・健勝苑）17、-10、19

福原愛（大阪・ミキハウス JSC）
小山ちれ（大阪・池田銀行）-20、10、14	 武田②
①小山	 -18、14、12	 福原③

《B グループ》
藤沼亜衣（大阪・四天王寺高）23、19

米倉知子（大阪・池田銀行）
高田佳枝（大阪・日本生命）　　10、16	 藤沼②
①高田	 10、12	 米倉③

《C グループ》
梅村礼（大阪・日本生命）12、12

谷口直子（東京・富士短期大）
小西杏（大阪・ミキハウス）　　13、14	 梅村②
①小西	 16、16	 谷口③

《D グループ》
高橋美貴江（埼玉・淑徳大）-20、17、14

平野早矢香（宮城・仙台育英学園高）
羽佳純子（東京・サンリツ）　　12、11	 高橋②
①羽佳	 3、8	 平野③
▼第2ステージ　準決勝
小山	 11、16、8	 小西
高田	 -20、15、21、-18、22	 羽佳
▼決勝
小山ちれ	 14、19、9	 高田佳枝

第7回会長杯・セコム
ジャパントップ12卓球大会

平成14年1月20日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
松下浩二（大阪・ミキハウス）-11、8、5、9

渡辺将人（東京・シチズン時計）
木方慎之介（東京・協和発酵）-10、11、7、3	
	 	 松下②
①木方	 -3、8、-10、6、5	 渡辺③

《B グループ》
鬼頭明（京都・健勝苑）-10、12、-7、8、7

谷口陽一（和歌山・和歌山銀行）
②谷口　9、8、-9、-3、12	

遊澤亮（東京・東京アート）
①遊澤	 2、9、3	 鬼頭③

《C グループ》
大森隆弘（東京・東京アート）10、7、8

倉嶋洋介（東京・協和発酵）
真田浩二（東京・K.	T.	T.C）					8、8、8	 大森②
①真田	 10、-10、-9、5、-8	 倉嶋③

《D グループ》
田﨑俊雄（東京・協和発酵）-7、8、8、7

熊田智幸（京都・同志社大）
偉関晴光（健勝苑）　　　　7、9、2	 田﨑②
①偉関	 10、-13、3、-6、4	 熊田③
▼第2ステージ　準決勝
偉関	 18、-11、12、-9、9、-6、9	 真田
木方	 -8、7、-12、5、-8、5、5	 遊澤
▼決勝
木方慎之介	 4、-4、-5、11、8、7	 偉関晴光

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
梅村礼（大阪・日本生命）-8、6、7、2

福原愛（大阪・ミキハウス JSC）
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①梅村		9、6、-6、8		樋浦令子（大阪・四天王寺高）
②福原	 6、6、10	 樋浦③

《B グループ》
藤田由希（大阪・日本生命）3、7、2
	 藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）
①藤田		8、-6、8、7			杉田早苗（大阪・四天王寺高）
②藤沼	 4、7、16	 杉田③

《C グループ》
羽佳純子（東京・サンリツ）-11、2、4、11

四元奈生美（東京・レッツスポーツ）
①羽佳　　3、6、6	 	岸田聡子（大阪・日本生命）
②四元	 9、10、-10、8	 岸田③

《D グループ》
平野早矢香（宮城・仙台育英学園高）

9、11、-10、3　小西杏（大阪・ミキハウス）
①平野　5、-7、8、-5、4

塩見亜矢子（大阪・池田銀行）
②小西	 8、2、10	 塩見③
▼第2ステージ　準決勝
梅村	 5、7、7、6	 藤田
羽佳	 9、7、9、10	 平野
▼決勝
梅村礼	 -2、11、6、12、-6、-5、3	 羽佳純子

第8回会長杯・セコム
ジャパントップ12卓球大会

平成15年2月2日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
木方慎之介（東京・協和発酵）6、4、-12、5

三田村宗明（青森・青森大）
①木方				9、7、-5、10	 	時吉佑一（京都・東山高）
②三田村	 -13、-6、9、6、7	 時吉③

《B グループ》
偉関晴光（静岡・健勝苑浜松）7、-6、8、-8、9

田﨑俊雄（東京・協和発酵）
①偉関				7、8、7			竹谷康一（神奈川・日産自動車）
②田﨑	 5、9、-7、6	 竹谷③

《Ｃグループ》
大森隆弘（東京・東京アート）2、8、-7、8

倉嶋洋介（東京・協和発酵）
①大森　-8、5、9、-8、13

真田浩二（東京・協和発酵）
②倉嶋	 9、6、7	 真田③

《Ｄグループ》
遊澤亮（東京・東京アート）7、-6、-9、4、9

新井周（大阪・グランプリ）
①遊澤				7、4、5			渡辺将人（東京・シチズン時計）
②新井	 7、3、6	 渡辺③
▼第2ステージ　準決勝
偉関	 -8、-10、9、5、10、8	 木方
遊澤	 9、8、13、-6、7	 大森
▼決勝
偉関晴光	 -11、9、9、9、12	 遊澤亮

□女子シングルス
▼第1ステージ

《Ａグループ》
平野早矢香（宮城・仙台育英学園高）10、6、6

小西杏（大阪・ミキハウス）
樋浦令子（大阪・ミキハウス）			8、-8、8、8	 平野①
③小西	 8、-9、8、6	 樋浦②

《Ｂグループ》
末益亜紗美（大阪・日本生命）2、3、5

西飯由香（京都・健勝苑）
①末益						10、7、11						越崎歩（広島・中国電力）
②西飯	 10、2、8	 越崎③

《Ｃグループ》
岸田聡子（大阪・日本生命）8、-9、-7、11、5

高橋美貴江（埼玉・淑徳短大職員）
①岸田										5、7、4	 	潮﨑由香（埼玉・淑徳大）

②高橋	 6、8、7	 潮﨑③
《Ｄグループ》
藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）8、-11、9、-5、8

福原愛（大阪・ミキハウス JSC）
①藤沼			10、11、5				坂本沙織（大阪・四天王寺高）
②福原	 8、9、7	 坂本③
▼第2ステージ　準決勝
平野	 -9、7、4、9、8	 末益
藤沼	 8、3、6、-7、-6、7	 岸田
▼決勝
藤沼亜衣	 4、-4、-5、-7、7、2、9	 平野早矢香

第9回会長杯・セコム
ジャパントップ12卓球大会

平成16年2月11日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《Ａグループ》
偉関晴光（静岡・健勝苑浜松）6、10、8

真田浩二（東京・協和発酵）
①偉関			12、10、4			高志亮（神奈川・日産自動車）
②真田	 5、9、8	 高志③

《Ｂグループ》
遊澤亮（東京・東京アート）8、-12、9、6

松下浩二（大阪・ミキハウス）
①遊澤		-9、6、5、10	 	田﨑俊雄（東京・協和発酵）
②松下	 -6、7、6、8	 田﨑③

《Ｃグループ》
大森隆弘（東京・東京アート）
9、-8、10、-12、10　三田村宗明（青森・青森大）
①大森								キケン	 	吉富永剛（京都・健勝苑）
②三田村	 9、9、4	 吉富③

《D グループ》
新井周（大阪・グランプリ）-11、6、-7、6、2

倉嶋洋介（東京・協和発酵）
①新井	9、-9、5、11	横山友一（青森・青森山田高）
②倉嶋	 -11、6、5、-9、6	 横山③
▼第2ステージ　準決勝
偉関	 8、-6、-3、9、11、-9、8	 遊澤
新井	 -8、-5、2、8、8、9	 大森
▼決勝
偉関晴光	 4、-7、6、7、11	 新井周

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
平野早矢香（大阪・ミキハウス）-8、9、-8、9、8	

西飯由香（京都・健勝苑）
①平野　6、-10、-10、7、4

柏木有希（東京・中央大）
②西飯	 -10、8、7、6	 柏木③

《B グループ》
岸田聡子（大阪・日本生命）3、-10、1、7

潮﨑由香（埼玉・淑徳大）
藤田由希（大阪・日本生命）-7、6、-5、5、8
	 	 岸田①
②潮﨑	 4、-7、7、4	 藤田③

《C グループ》
樋浦令子（大阪・ミキハウス）7、6、8

武田明子（大阪・チームマツシタ）
福原愛（青森・ミキハウス JSC）

6、-10、9、-9、7　樋浦①
③武田	 -8、4、-6、5、8	 福原②

《D グループ》
藤井寛子（埼玉・淑徳大）9、-3、9、9

藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）
①藤井　-7、4、-9、7、8

岡崎恵子（大阪・チームマツシタ）
②藤沼	 9、11、-8、-6、3	 岡崎③
▼第2ステージ　準決勝
藤井	 -3、8、11、5、-10、9	 樋浦
平野	 7、2、6、7	 岸田

▼決勝
平野早矢香	 5、-8、-8、7、11、8	 藤井寛子

第10回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成17年2月13日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
吉田海偉（神奈川・日産自動車）

8、-8、-9、6、8　坂本竜介（青森・青森大）
①吉田		11、10、-8、8	 	倉嶋洋介（東京・協和発酵）
②坂本	 5、-8、10、8	 倉嶋③

《B グループ》
加山兵伍（大阪・グランプリ）6、10、-4、3

三田村宗明（青森・健勝苑AYSC）
水谷隼（青森・青森山田中）13、-6、9、-8、7

加山①
②三田村	 8、15、-6、3	 水谷③

《C グループ》
岸川聖也（宮城・仙台育英学園高）
-6、6、6、-9、11	 高志亮（神奈川・日産自動車）
①岸川					5、6、9					横山友一（青森・青森山田高）
②高志	 6、6、-9、8	 横山③

《D グループ》
偉関晴光（東京・健勝苑）7、7、-2、5
	 高木和卓（青森・青森山田高）
①偉関				9、1、9					大矢英俊（青森・青森山田高）
②高木和	 9、-8、9、11	 大矢③
▼第2ステージ　準決勝
岸川	 -5、5、12、-8、3、12	 偉関
吉田	 9、10、8、2	 加山
▼決勝
吉田海偉	 -8、-8、6、9、13、-3、5	 岸川聖也

□ 女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
平野早矢香（大阪・ミキハウス）9、6、-10、6

石塚美和子（大阪・四天王寺高）
①平野		4、9、-5、6	 	藤田由希（大阪・日本生命）
②石塚	 -6、5、-9、8、4	 藤田③

《B グループ》
藤井寛子（埼玉・淑徳大）3、8、-11、8

福岡春菜（東京・日本大）
①藤井						13、5、9						梅村礼（大阪・日本生命）
②福岡	 8、5、-9、6	 梅村③

《C グループ》
福原愛（青森・ミキハウス JSC）9、4、4

樋浦令子（大阪・ミキハウス）
高橋美貴江（岐阜・十六銀行）7、-5、8、7	 福原①
③樋浦	 -4、9、4、-4、7	 高橋②

《D グループ》
末益亜紗美（大阪・日本生命）6、-8、11、-5、8

藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）
①末益　4、-12、8、-6、9

今福久美（埼玉・淑徳大）
②藤沼	 8、10、7	 今福③
▼第2ステージ　準決勝
藤井	 -6、-6、8、10、6、9	 平野
福原	 -8、-9、13、9、7、-1、6	 末益
▼決勝
藤井寛子	 -6、10、9、7、13	 福原愛
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国内大会

第11回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成18年2月11日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
吉田海偉（神奈川・日産自動車）5、6、8

甲斐義和（大分・明豊高）
①吉田					4、4、6					松平健太（青森・青森山田中）
②甲斐	 -8、-3、9、9、6	 松平③

《B グループ》
大森隆弘（東京・東京アート）8、-5、9、7

渡辺将人（東京・シチズン時計）
①大森				8、9、15				渡井伯和（静岡・清水国際高）
②渡辺	 8、9、6	 渡井③

《C グループ》
倉嶋洋介（東京・協和発酵）7、7、5

池田和正（静岡・清水国際高）
大矢英俊（青森・青森山田高）9、5、-7、7	 倉嶋①
③池田	 -5、5、-5、10、8	 大矢②

《D グループ》
松下浩二（大阪・グランプリ）-7、10、9、-9、13	

三原孝博（神奈川・日産自動車）
①松下　-5、5、-7、8、7

松平賢二（青森・青森山田高）
②三原	 7、-7、-8、8、9	 松平③
▼第2ステージ　準決勝
松下	 8、7、12、-7、5	 倉嶋
吉田	 9、10、4、-12、-10、2	 大森
▼決勝
吉田海偉	 7、9、4、4	 松下浩二

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
金沢咲希（大阪・日本生命）5、7、-7、12

照井萌美（宮城・秀光中等教育学校）
①金沢　13、-6、-3、8、10

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
②照井	 -10、6、8、12	 平野③

《B グループ》
高橋美貴江（岐阜・十六銀行）-5、-4、9、8、8

藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）
①高橋			7、8、10		佐藤素子（東京・卓球王国NT）
②藤沼	 13、6、4	 佐藤③

《C グループ》
福原愛（大阪・グランプリ）-8、5、11、6

西飯由香（京都・健勝苑）
①福原			-10、9、9、4	 	岸田聡子（大阪・日本生命）
②西飯	 7、5、7	 岸田③

《D グループ》
樋浦令子（大阪・ミキハウス）10、9、7

藤井寛子（大阪・日本生命）
①樋浦										5、8、8									小西杏（静岡・アスモ）
②藤井	 7、-10、5、-9、9	 小西③
▼第2ステージ　準決勝
金沢	 7、10、8、8	 高橋
福原	 5、6、8、5	 樋浦
▼決勝
金沢咲希	 -10、-9、-9、8、9、9、5	 福原愛

第12回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会
平成19年2月10日、於：駒澤体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
吉田海偉（神奈川・日産自動車）10、7、7

高木和健一（青森・青森大）
①吉田		-7、-6、7、2、8		甲斐義和（大分・明豊高）

②高木和	 8、6、3	 甲斐③
《B グループ》
松平賢二（青森・青森山田高）9、5、-2、6

下山隆敬（東京・早稲田大）
①松平		9、-8、8、7		木方慎之介（東京・協和発酵）
②木方	 -9、8、-6、6、3	 下山③

《C グループ》
松平健太（青森・青森山田中）15、5、-6、3

田﨑俊雄（東京・協和発酵）
①松平		6、6、-9、4		高岡諒太郎（東京・実践学園高）
②田﨑	 9、3、6	 高岡③

《D グループ》
坪口道和（青森・青森大）-9、3、5、6

大矢英俊（青森・青森山田高）
偉関晴光（東京・TEAM	JUIC）-6、-7、7、8、8

坪口①
②大矢	 10、-8、8、10	 偉関③
▼第2ステージ　準決勝
吉田	 9、6、9、9	 松平賢
坪口	 6、-7、-7、11、-8、2、10	 松平健
▼決勝
吉田海偉	 9、3、2、4	 坪口道和

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
平野早矢香（大阪・ミキハウス）-9、5、7、5

潮﨑由香（岐阜・十六銀行）
①平野　5、2、2

石垣優香（宮城・秀光中等教育学校）
②潮﨑	 -7、8、-7、8、5	 石垣③

《B グループ》
藤井寛子（大阪・日本生命）5、6、4

藤沼亜衣（大阪・ミキハウス）
①藤井　5、3、5
	 照井萌美（宮城・秀光中等教育学校）
②藤沼	 8、-9、8、-9、9	 照井③

《C グループ》
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）8、2、6

田㔟美貴江（岐阜・十六銀行）
②田㔟					8、6、8					藤井優子（大阪・四天王寺高）
③藤井	 5、9、-8、11	 石川①

《D グループ》
福原愛（大阪・グランプリ）10、8、9

樋浦令子（大阪・ミキハウス）
①福原			-11、5、9、9	 	渡辺裕子（東京・中央大）
②樋浦	 9、-9、8、-9、2	 渡辺③
▼第2ステージ　準決勝
平野	 -7、-10、8、1、11、10	 石川
福原	 5、-5、8、3、9	 藤井寛
▼決勝
平野早矢香				7、-9、-9、10、-8、7、10	 福原愛

第13回会長杯ジャパントップ12卓球大会
平成20年2月9日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
吉田海偉（山口・個人）8、-8、8、-9、8

下山隆敬（東京・早稲田大）
①吉田						7、5、5	 	町飛鳥（青森・青森山田中）
②下山	 6、3、-6、3	 町③

《B グループ》
上田仁（青森・青森山田高）11、12、9

渡辺将人（東京・シチズン）
①上田　-10、-8、5、9、8

坂本竜介（東京・協和発酵）
②渡辺	 -5、10、7、3	 坂本③

《C グループ》
韓陽（東京・東京アート）7、9、9

田㔟邦史（東京・協和発酵）
①韓									9、9、7	 	坪口道和（青森・青森大）

②田㔟	 9、10、5	 坪口③
《D グループ》
大矢英俊（青森・青森大）4、8、7

木方慎之介（東京・協和発酵）
①大矢　4、8、7

平野友樹（宮城・秀光中等教育学校）
②木方	 7、7、-11、5	 平野③
▼第2ステージ　準決勝
吉田	 7、6、4、7	 上田
韓	 9、8、-9、8、3	 大矢
▼決勝
吉田海偉	 -8、5、10、11、9	 韓陽

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
平野早矢香（大阪・ミキハウス）9、7、6

若宮三紗子（香川・尽誠学園高）
①平野					6、1、9					森薗美咲（青森・青森山田中）
②若宮	 9、9、6	 森薗③

《B グループ》
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）
7、4、-3、-13、10　田㔟美貴江（岐阜・十六銀行）
①石川							6、7、3	 	伊藤みどり（茨城・筑波大）
②田㔟	 -8、-6、6、8、6	 伊藤③

《C グループ》
福原愛（東京・ANA）4、10、7

照井萌美（東京・早稲田大）
①福原				7、10、4				藤井優子（大阪・四天王寺高）
②照井	 7、10、-9、10	 藤井③

《D グループ》
樋浦令子（愛知・タイコウハウス）11、7、4

福岡春菜（広島・中国電力）
①樋浦				8、4、-2、8			河村茉依（茨城・日立化成）
②福岡	 10、4、7	 河村③
▼第2ステージ　準決勝
平野	 -9、-7、8、4、-10、3、9	 石川
樋浦	 12、7、6、7	 福原
▼決勝
平野早矢香	 4、6、6、6	 樋浦令子

第14回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成21年2月11日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
水谷隼（東京・明治大）9、6、4

渡辺将人（東京・シチズン）
①水谷							4、8、7	 	町飛鳥（青森・青森山田中）
②渡辺	 6、1、11	 町③

《B グループ》
吉田海偉（大阪・グランプリ）-6、5、7、4

松平賢二（青森・青森大）
①吉田 -10、10、9、11	高木和卓（東京・東京アート）
②松平	 9、-9、6、9	 高木和③

《C グループ》
岸川聖也（東京・スヴェンソン）-11、4、4、9

大矢英俊（青森・青森大）
①岸川				12、6、9				丹羽孝希（青森・青森山田中）
②大矢	 -8、4、9、9	 丹羽③

《D グループ》
上田仁（青森・青森山田高）8、9、8

坪口道和（青森・青森大）
①上田		5、-9、-9、7、4		韓陽（東京・東京アート）
②坪口	 12、7、-8、9	 韓③
▼第2ステージ　準決勝
水谷	 10、9、7、9	 吉田
岸川	 -7、3、8、10、6	 上田
▼決勝
岸川聖也	 9、10、7、6	 水谷隼
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ジャパントップ12卓球大会

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
田㔟美貴江（岐阜・十六銀行）9、14、11

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
②平野						11、5、6					金沢咲希（大阪・日本生命）
③金沢	 3、3、-11、10	 田㔟①

《B グループ》
福原愛（東京・ANA）5、2、9

樋浦令子（愛知・タイコウハウス）
①福原					4、6、8	 	河村茉依（茨城・日立化成）
②樋浦	 9、-5、5、-4、2	 河村③

《C グループ》
藤沼亜衣（茨城・日立化成）12、12、-11、10

石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）
①藤沼		2、8、-7、6		森薗美咲（青森・青森山田高）
②石川	 10、7、6	 森薗③

《D グループ》
渡辺裕子（大阪・ミキハウス）9、-8、8、8

王輝（茨城・日立化成）
①渡辺			11、7、-9、8	 	福岡春菜（広島・中国電力）
②王輝	 3、-7、6、9	 福岡③
▼第2ステージ　準決勝
福原	 6、4、9、8	 田㔟
藤沼	 7、4、9、8	 渡辺
▼決勝
藤沼亜衣	 -7、10、5、4、-8、7	 福原愛

第15回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成22年2月11日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
水谷隼（東京・明治大）7、-8、5、3

丹羽孝希（青森・青森山田中）
①水谷					3、7、7					吉村真晴（山口・野田学園高）
②丹羽	 1、5、7	 吉村③

《B グループ》
韓陽（東京・東京アート）10、-12、11、2

藤本海統（兵庫・滝川第二高）
①韓				-8、7、4、7			𠮷田雅己（青森・青森山田中）
②藤本	 7、-3、-5、8、8	 𠮷田③

《C グループ》
笠原弘光（東京・早稲田大）4、12、6

田㔟邦史（東京・協和発酵キリン）
①笠原					7、11、8	 	町飛鳥（青森・青森山田中）
②田㔟	 11、-3、12、-11、6	 町③

《D グループ》
張一博（東京・東京アート）-9、10、4、5

平野友樹（山口・野田学園高）
①張							7、9、10	 	 森聡詩（京都・東山高）
②平野	 -7、5、9、9	 森③
▼第2ステージ　準決勝
水谷	 9、6、-8、-9、7、8	 韓
張	 -8、8、13、8、5	 笠原
▼決勝
水谷隼	 11、-9、-6、-12、10、6、5	 張一博

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）

-9、2、5、2　王輝（茨城・日立化成）
①石川		8、8、-9、14	森薗美咲（青森・青森山田高）
②王輝	 5、7、6	 森薗③

《B グループ》
藤井寛子（大阪・日本生命）6、-7、9、-11、4

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
①藤井　7、6、9

鈴木李茄（東京・エリートアカデミー）
②平野	 10、5、8	 鈴木③

《C グループ》
渡辺裕子（茨城・日立化成）5、5、7

谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー）
①渡辺								キケン								樋浦令子（大阪・ミキハウス）
②谷岡	 キケン	 樋浦③

《D グループ》
福原愛（東京・ANA）6、7、8

藤沼亜衣（茨城・日立化成）
①福原				-6、9、12、6				藤井優子（大阪・近畿大）
②藤沼	 9、9、9	 藤井③
▼第2ステージ　準決勝
石川	 4、-10、7、6、6	 藤井寛
福原	 8、5、0、9	 渡辺
▼決勝
石川佳純	 3、5、5、-6、8	 福原愛

第16回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成23年2月6日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
水谷隼（東京・明治大）8、4、5

町飛鳥（青森・青森山田高）
①水谷		8、7、-8、8		森本耕平（愛知・愛知工業大）
②町	 -10、12、-9、9、7	 森本③

《B グループ》
笠原弘光（東京・早稲田大）9、-9、10、７

丹羽孝希（青森・青森山田高）
①笠原　2、-9、6、4

村松雄斗（東京・エリートアカデミー）
②丹羽	 5、5、10	 村松③

《C グループ》
吉村真晴（山口・野田学園高）-11、5、10、9

軽部隆介（東京・明治大）
②軽部		8、-9、8、6		御内健太郎（東京・早稲田大）
③御内	 -3、8、-7、9、7	 吉村真①

《D グループ》
張一博（東京・東京アート）10、-10、8、10

松平健太（東京・早稲田大）
①張						6、9、9							𠮷田雅己（青森・青森山田高）
②松平	 9、8、9	 𠮷田③
▼第2ステージ　準決勝
水谷	 9、-8、-10、-6、9、8、8	 笠原
吉村	 9、9、-5、-3、9、-5、11	 張
▼決勝
水谷隼	 11、3、7、5	 吉村真晴

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
若宮三紗子（大阪・日本生命）5、9、5

谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー /帝京）
①若宮			キケン			石川佳純（大阪・ミキハウス JSC）
②谷岡	 キケン	 石川③

《B グループ》
藤沼亜衣（茨城・日立化成）5、8、-7、6

平野早矢香（大阪・ミキハウス）
①藤沼　5、8、-7、4

高橋真梨子（大阪・四天王寺高）
②平野	 -10、8、-10、10、5	 高橋③

《C グループ》
福原愛（東京・ANA）5、-7、5、-6、6

三宅菜津美（岡山・就実高）
①福原							キケン						森薗美咲（青森・青森山田高）
②三宅	 -4、8、-8、3、8	 森薗③

《D グループ》
藤井寛子（大阪・日本生命）9、-9、8、8

石垣優香（埼玉・淑徳大）
①藤井						9、8、6							渡辺裕子（茨城・日立化成）
②石垣	 2、5、-9、11	 渡辺③

▼第2ステージ　準決勝
藤沼	 -5、13、6、-8、6、10	 若宮
藤井	 -9、9、10、13、7	 福原
▼決勝
藤井寛子	 8、-8、7、8、-7、8	 藤沼亜衣

第17回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成24年2月11日、於：墨田区総合体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
大矢英俊（東京・東京アート）-9、10、5、-7、6

森本耕平（愛知・愛知工業大）
②町飛鳥（青森・青森山田高）7、-7、3、3	 森本③
①大矢	 -6、-6、7、9、12	 町

《B グループ》
久保田隆三（東京・シチズン）9、-9、10、-7、8

塩野真人（東京・東京アート）
①塩野　10、7、-8、5

東勇渡（東京・エリートアカデミー /帝京）
②東	 7、5、-12、5	 久保田③

《C グループ》
高木和卓（東京・東京アート）10、2、5

伊積健太（東京・中央大）
①高木和　-7、-10、9、6、9

村松雄斗（東京・エリートアカデミー）
②村松	 6、8、-10、-10、4	 伊積③

《D グループ》
時吉佑一（愛知・時吉スクール）9、8、9

小野竜也（東京・協和発酵キリン）
①時吉	-5、11、10、-6、8	森田侑樹（東京・シチズン）
②森田	 5、4、-9、-7、8	 小野③
▼第2ステージ　準決勝
大矢	 7、-7、-6、8、-8、14、6	 塩野
高木和	 9、10、8、3	 時吉	
▼決勝
高木和卓	 -3、8、10、7、-6、-10、8	 大矢英俊

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
田代早紀（大阪・日本生命）6、3、7

前田美優（大阪・ミキハウス JSC）
①田代　3、-11、8、-5、4

伊藤美誠（静岡・豊田町卓球スポーツ少年団）
②前田	 8、5、9	 伊藤③

《B グループ》
藤井優子（大阪・日本生命）-6、5、-8、4、15

石垣優香（埼玉・淑徳大）
①藤井					5、5、5						松平志穂（大阪・四天王寺高）
②石垣	 7、10、9	 松平③

《C グループ》
若宮三紗子（大阪・日本生命）8、7、-6、8
	 	松澤茉里奈（埼玉・淑徳大）
①若宮　5、-3、6、3

谷岡あゆか（東京・エリートアカデミー /帝京）
②松澤	 5、5、8	 谷岡③

《D グループ》
藤井寛子（大阪・日本生命）-9、3、6、12

森薗美咲（東京・日立化成）
②森薗　-5、9、7、5

平野美宇（山梨・ミキハウス JSC山梨）
①藤井	 5、3、-9、6	 平野③
▼第2ステージ　準決勝
田代	 10、5、6、14	 藤井優
若宮	 8、9、11、-7、-9、-9、9	 藤井寛
▼決勝
若宮三紗子	 6、-9、9、9、-7、9	 田代早紀
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国内大会

第18回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成25年2月24日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
張一博（東京・東京アート）10、7、10

森本耕平（愛知・愛知工業大）
丹羽孝希（青森・青森山田高）6、-8、4、11	森本③
①張	 8、7、12	 丹羽②

《B グループ》
時吉佑一（岐阜・TEAM	GIFU）8、5、6

岸川聖也（東京・スヴェンソン）
③岸川7、8、-9、-5、6	松平健太（東京・早稲田大）
①松平	 6、5、7	 時吉②

《C グループ》
松平賢二（東京・協和発酵キリン）4、-8、9、-7、10

吉村真晴（愛知・愛知工業大）
大矢英俊（東京・東京アート）		6、11、7	 吉村③
①大矢	 7、-10、6、7	 松平賢②

《D グループ》
平野友樹（東京・明治大）9、-6、7、-4、9

高木和卓（東京・東京アート）
水谷隼（東京・beacon.LAB）-10、-9、9、5、13

高木和③
①水谷	 11、9、3	 平野②
▼第2ステージ　準決勝
松平	 13、6、-9、14、6	 張
大矢	 8、-4、6、10、10	 水谷
▼決勝
松平健太	 -9、9、10、8、-6、10	 大矢英俊

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
田代早紀（大阪・日本生命）5、-9、5、11

山梨有理（岐阜・十六銀行）
石川佳純（山口・全農）		6、10、-8、8	 山梨③
①石川	 2、7、8	 田代②

《B グループ》
森さくら（大阪・昇陽高）14、5、-11、6
	 	天野優（東京・サンリツ）
藤井寛子（大阪・日本生命）					3、7、8	 天野③
①森	 10、-6、7、8	 藤井②

《C グループ》
平野早矢香（大阪・ミキハウス）10、-8、9、-9、10	

岡本真由子（東京・サンリツ）
①岡本				5、9、-7、7	 	小野思保（東京・日立化成）
②小野	 6、7、-6、9	 平野③

《D グループ》
藤井優子（大阪・日本生命）4、5、6

福岡春菜（広島・中国電力）
②福岡				7、-9、5、7			松澤茉里奈（埼玉・淑徳大）
①藤井	 5、10、-7、-9、8	 松澤③
▼第2ステージ　準決勝
石川	 8、-6、-6、5、4、7	 森
藤井優	 7、7、8、6	 岡本
▼決勝
石川佳純	 9、7、9、9	 藤井優子

第19回大林カップ
ジャパントップ12卓球大会

平成26年3月1日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
坪井勇磨（青森・青森山田高）8、7、-9、7

吉村和弘（山口・野田学園高）
水谷隼（東京・DIO ジャパン）8、-6、5、5	 吉村③
①水谷	 8、4、2	 坪井②

《B グループ》
丹羽孝希（東京・明治大）5、8、-10、4

高木和卓（東京・東京アート）
②高木和					-4、2、3、7					上田仁（青森・青森大）
①丹羽	 9、-10、9、-6、6	 上田③

《C グループ》
松平健太（東京・早稲田大）-10、6、10、7

𠮷田雅己（愛知・愛知工業大）
吉田海偉（埼玉・DIO ジャパン）7、-10、3、6
	 	 𠮷田雅③
①松平	 -8、4、-7、4、6	 吉田海②

《D グループ》
岸川聖也（千葉・ファースト）-8、-8、5、8、6
酒井明日翔（東京・JOCエリートアカデミー /帝京）
町飛鳥（東京・明治大）								9、4、9	 酒井③
①岸川	 -8、7、4、3	 町②
▼第2ステージ　準決勝
水谷	 5、-10、5、7、7	 丹羽
松平	 2、9、6、9	 岸川
▼決勝
水谷隼	 9、-10、9、-6、-9、8、9	 松平健太

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
①土井みなみ（広島・中国電力）15、-4、8、6

阿部愛莉（大阪・四天王寺高）②
※石川佳純（山口・全農）は不参加

《B グループ》
平野美宇（東京・JOCエリートアカデミー）
2、11、-5、5　加藤杏華（岐阜・県立岐阜商業高）
若宮三紗子（大阪・日本生命）9、8、8	 加藤③
①平野	 -6、9、-8、7、9	 若宮②

《C グループ》
加藤美優（東京・JOCエリートアカデミー）

9、5、10　芝田沙季（大阪・四天王寺高）
平野早矢香（大阪・ミキハウス）4、5、-12、10

芝田③
①平野	 5、8、11	 加藤②

《D グループ》
浜本由惟（東京・JOCエリートアカデミー）

-2、11、7、9　田代早紀（大阪・日本生命）
①田代					-8、8、4、9					森さくら（大阪・昇陽高）
②森	 5、4、-7、7	 浜本③
▼第2ステージ　準決勝
平野美	 6、9、6、10	 土井
田代	 -6、2、10、-9、-6、10、10	 平野早
▼決勝
田代早紀	 7、11、-5、6、10	 平野美宇

第20回LIONカップ
ジャパントップ12卓球大会

平成27年2月28日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
𠮷田雅己（愛知工業大）3、-9、9、6

松平賢二（協和発酵キリン）
水谷隼（beacon.LAB）						4、5、8	 松平③
①𠮷田 -10、7、-7、9、11 水谷②

《B グループ》
吉田海偉（Global	Athlete	Project）6、7、8
	 	 大島祐哉（早稲田大）
丹羽孝希（明治大）								6、4、13	 大島③
①丹羽	 4、4、-11、7	 吉田②

《C グループ》
森薗政崇（明治大）-7、8、7、-11、9
	 	 松平健太（JTB）
②松平						8、8、-11、9	 	 岸川聖也（ファースト）
①森薗	 -6、11、11、6	 岸川③

《D グループ》
吉村真晴（愛知工業大）10、7、-7、5

三部航平（青森山田高）
神巧也（明治大）							4、-10、6、5	 三部③
①吉村	 5、-14、-10、6、1	 神②
▼第2ステージ　準決勝
丹羽	 6、-10、9、7、9	 𠮷田
吉村	 -8、6、5、7、9	 森薗
▼決勝
丹羽孝希	 13、10、7、7	 吉村真晴

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
加藤美優（JOCエリートアカデミー）

6、8、-10、-6、9　松平志穂（ミキハウス）
石川佳純（全農）							6、6、5	 松平③
①石川	 6、8、3	 加藤②

《B グループ》
早田ひな（石田卓球クラブ）11、10、9

伊藤美誠（スターツSC）
②伊藤									9、8、9	 	 石垣優香（日本生命）
③石垣	 6、-4、6、10	 早田①

《C グループ》
平野早矢香（ミキハウス）6、7、3

佐藤瞳（札幌大谷高）
②佐藤		10、-3、8、-8、9	 前田美優（希望が丘高）
①平野	 9、-10、13、4	 前田③

《D グループ》
平野美宇（JOCエリートアカデミー）

9、-9、6、6　木原美悠（ALL	STAR）
森薗美咲（日立化成）						8、-9、4、9	 木原③
①平野	 2、8、4	 森薗②
▼第2ステージ　準決勝
石川	 6、-9、5、8、3	 早田
平野早	 11、9、-5、-10、8、14	 平野美
▼決勝
平野早矢香	 -6、-9、8、4、9、7	 石川佳純

第21回LIONカップ
ジャパントップ12卓球大会

平成29年3月4日、於：代々木第二体育館

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
上田仁（協和発酵キリン）キケン	
	 	 松平健太（ホリプロ）
水谷隼（木下グループ）									キケン	 松平③
①上田	 -10、5、9、7	 水谷②

《B グループ》
木造勇人（愛工大名電高）-8、7、5、-6、10

丹羽孝希（明治大）
吉田海偉（Global	Athlete	Project）11、8、6　
	 	 丹羽③
①吉田	 8、8、7	 木造②

《C グループ》
吉村真晴（名古屋ダイハツ）9、2、9

龍崎東寅（JOCエリートアカデミー /帝京）
②龍崎　-8、3、7、-2、6

平野友樹（協和発酵キリン）
①吉村	 -8、6、-7、7、10	 平野③

《D グループ》
神巧也（シチズン時計）4、6、7

張本智和（JOCエリートアカデミー）
②張本		-4、12、9、-9、6			吉村和弘（愛知工業大）
①神	 9、9、-8、9	 吉村③
▼第2ステージ　準決勝
上田	 8、11、-8、-11、-8、8、7	 吉田
吉村	 7、8、-9、8、4	 神
▼決勝
上田仁	 -8、18、9、11、-5、8	 吉村真晴
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ジャパントップ12卓球大会

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
伊藤美誠（スターツSC）3、5、3

鈴木李茄（専修大）
平野美宇（JOCエリートアカデミー /大原学園）

10、7、9　鈴木③
①伊藤	 -2、5、6、9	 平野②

《B グループ》
加藤美優（吉祥寺卓球倶楽部）7、8、7

三宅菜津美（中国電力）
橋本帆乃香（四天王寺高）				5、10、5	 三宅③
①橋本	 8、-6、-8、10、8	 加藤②

《C グループ》
前田美優（日本生命）7、5、8

松澤茉里奈（十六銀行）
佐藤瞳（ミキハウス）			-5、7、-8、11、8	 松澤③
①佐藤	 8、-8、10、-8、5	 前田②

《D グループ》
石垣優香（日本生命）7、7、-6、5

笹尾明日香（横浜隼人高）
石川佳純（全農）	 									7、7、2	 笹尾③
①石川	 -10、5、9、8	 石垣②
▼第2ステージ　準決勝
伊藤	 12、6、8、-7、8	 橋本
石川	 4、2、4、6	 佐藤
▼決勝
石川佳純	 3、3、-9、4、-4、6	 伊藤美誠

第22回LIONカップ
ジャパントップ12卓球大会
平成30年3月3日、於：駒沢屋内球技場

□男子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
𠮷田雅己（協和発酵キリン）7、13、3
	 	 渡辺裕介（明治大）
張本智和（JOCエリートアカデミー）
	 	-8、5、-5、6、7　渡辺③
①張本	 10、-6、-7、6、7	 𠮷田②

《B グループ》
吉村真晴（名古屋ダイハツ）8、7、-7、10

吉村和弘（愛知工業大）
神巧也（シチズン時計）7、7、-5、-5、4	 吉村和③
①神	 4、8、-13、-8、10	 吉村真②

《C グループ》
大島祐哉（木下グループ）9、-8、5、4

上田仁（㈱シェークハンズ）
②上田			7、12、-11、-5、6	 森薗政崇（明治大）
①大島	 6、9、6	 森薗③

《D グループ》
松平賢二（協和発酵キリン）12、8、-6、9

松山祐季（愛知工業大）
水谷隼（木下グループ）					4、6、-8、6	 松山③
①水谷	 5、10、8	 松平②
▼第2ステージ　準決勝
張本	 -7、5、6、3、-9、6	 神
水谷	 9、6、-8、8、-3、-7、5	 大島
▼決勝
水谷隼	 -8、8、-5、6、9、5	 張本智和

□女子シングルス
▼第1ステージ

《A グループ》
前田美優（日本生命）8、-7、7、8

大矢未早希（サンリツ）
③大矢	4、9、-7、-10、7		橋本帆乃香（ミキハウス）
①橋本	 5、-10、5、15	 前田②

《B グループ》
長﨑美柚（JOCエリートアカデミー）

3、-6、-8、14、9　松澤茉里奈（十六銀行）
②松澤					7、-7、-9、6、6	 森さくら（日本生命）

①長﨑	 -8、10、-8、4、8	 森③
《C グループ》
早田ひな（日本生命）10、5、8
	 	 森薗美月（サンリツ）
佐藤瞳（ミキハウス）			10、-9、-5、7、6	 森薗③
①早田	 11、4、3	 佐藤②

《D グループ》
安藤みなみ（専修大）9、-8、9、9

芝田沙季（ミキハウス）
②芝田										3、9、11	 	 永尾尭子（アスモ）
①安藤	 8、-9、-8、6、7	 永尾③
▼第2ステージ　準決勝
橋本	 5、9、-7、6、6	 長﨑
早田	 9、8、6、2	 安藤
▼決勝
早田ひな	 7、7、5、6	 橋本帆乃香

第23回LIONカップ
ジャパントップ12卓球大会

平成31年3月3日、於：カメイアリーナ仙台

□男子シングルス
▼1回戦
吉村和弘（愛知工業大）6、-8、7、7、9

森薗政崇（岡山リベッツ）
▼準決勝
張本智和（JOCエリートアカデミー）

6、5、-11、8、8　吉村
水谷隼（木下グループ）9、-8、-3、5、5、7

丹羽孝希（スヴェンソン）
▼3位決定戦
丹羽	 9、-8、7、-8、4	 吉村
▼決勝
張本智和	 8、3、7、9	 水谷隼

□女子シングルス
▼1回戦
加藤美優（日本ペイントホールディングス）
	 6、-4、3、-9、9、3　佐藤瞳（ミキハウス）
▼準決勝
石川佳純（全農）-4、5、6、-11、8、5	 加藤美優
伊藤美誠（スターツSC）10、5、4、-6、-9、-7、8

平野美宇（日本生命）
▼3位決定戦
平野	 14、-4、8、-8、8	 加藤
▼決勝
石川佳純	 5、9、-11、-2、9、10	 伊藤美誠

第24回LIONカップ
ジャパントップ12卓球大会

2019年12月21〜22日、於：カメイアリーナ仙台

□男子シングルス
▼1回戦
及川瑞基（専修大）10、-7、-5、5、9、4

平野友樹（協和キリン）
木造勇人（愛知工業大）-9、3、14、10、7

吉山僚一（愛工大名電中）
▼準々決勝
森薗政崇（BOBSON）　6、9、10、-10、3	 及川
吉村真晴（名古屋ダイハツ）9、-9、10、-6、9、-10、8

戸上隼輔（野田学園高）
吉村和弘（東京アート）8、3、-9、5、-9、-7、9
宇田幸矢（JOCエリートアカデミー /大原学園）

神巧也（T.T 彩たま）6、-10、7、8、-10、-5、7
木造勇人

▼準決勝
森薗	 10、-6、-7、-6、7、10、5	 吉村真
神	 5、-7、-7、8、8、8	 吉村和
▼決勝
森薗政崇	 -8、-9、-5、8、7、8、7	 神巧也

□女子シングルス
▼1回戦
成本綾海（中国電力）5、7、10、10
長﨑美柚（JOCエリートアカデミー /大原学園）

森田彩音（中央大）4、8、-7、8、6
出澤杏佳（大成女子高）

▼準々決勝
平野美宇（日本生命）-6、10、-6、11、7、7	 成本
加藤美優（日本ペイントホールディングス）	

-8、5、8、9、-9、3　芝田沙季（ミキハウス）
早田ひな（日本生命）8、2、7、3

橋本帆乃香（ミキハウス）
佐藤瞳（ミキハウス）			-4、6、-9、6、9、7	 森田
▼準決勝
平野	 8、-11、9、9、-10、15	 加藤
早田	 10、7、8、8	 佐藤
▼決勝
平野美宇	 7、-6、7、7、-6、4	 早田ひな

会長杯ジャパントップ12卓球大会
2021年2月27〜28日、於：東京体育館

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止

217





国際大会記録
主な国際大会の日本選手団記録 1952-2021



国際大会

世界卓球選手権大会
1952年（昭和27年度）〜2019年（令和元年度）

第19回世界選手権大会
1952年2月1～10日、於：インド・ボンベイ

●男子日本選手団
藤井則和、佐藤博治、林忠明
●女子日本選手団
楢原静、西村登美江

□男子団体
▼予選リーグA組

〈日本　5─0　ポルトガル〉
〈日本　5─0　パキスタン〉
〈日本　5─1　インド〉
〈日本　5─0　カンボジア〉
〈日本　5─0　ドイツ〉

○林　　　　　　　13、13　	 ターン　
○藤井　　　　　　19、10　	 モウリッツ　
○佐藤　　　　　　6、20　	 ブラウン　
○林　　　　　　　14、17　	 モウリッツ　
○佐藤　　　　　　14、15　	 ターン　

〈日本　2─5　イングランド〉
　林　　　　　　21、-18、-11	 シモンズ○
○佐藤　　　　　-10、13、15	 バーグマン　
　藤井　　　　　-13、16、-13	 リーチ○
　林　　　　　　-18、-13	 バーグマン○
　藤井　　　　　-18、-4	 シモンズ○
○佐藤　　　　　-18、10、13	 リーチ　
　藤井　　　　　16、-18、-21	 バーグマン○

〈日本　5─1　フランス〉
○林　　　　　　11、21	 ルーソフ　
○佐藤　　　　　5、8	 アムレッティ　
○林　　　　　　21、-17、19	 アムレッティ　
○藤井　　　　　18、12	 ランスコア　
　藤井　　　　　9、-18、-15	 ルーソフ○
○佐藤　　　　　12、10	 ランスコア　
A組：①イングランド②日本③フランス④インド
⑤ドイツ⑥ポルトガル⑦カンボジア⑧パキスタン
B組：①ハンガリー②香港③ベトナム
④シンガポール⑤ブラジル⑥チリ⑦アフガニスタン
※日本はリーグ2位で、最終順位は3位
▼決勝

〈ハンガリー　5─4　イングランド〉

□女子団体
▼決勝リーグ

〈日本　3─1　オーストリア〉
〈日本　3─0　インド〉
〈日本　3─2　ハンガリー〉

　西村　　　　　　-17、-16	 サーク○
○西村／楢原　　　14、22	 ファルカス／サーク　
　楢原　　　　　　-16、-19	 ファルカス○
○西村　　　　　　10、14	 ファルカス
○楢原　　　　　-17、15、13	 サーク　

〈日本　3─2　ルーマニア〉
○西村　　　　　　21、11	 スザツ　
　楢原　　　　　　-12、-10	 ロゼアヌ○
○西村／楢原　　　19、12	 ロゼアヌ／スザツ　
　西村　　　　　　-9、-14	 ロゼアヌ○
○楢原　　　　　　21、19	 スザツ　

〈日本　3─0　香港〉
○西村　　　　　　　11、4	 顧　
○楢原　　　　　　　15、17	 王　
○西村／楢原　　　　14、22	 顧／王　

〈日本　3─0　イングランド〉
○楢原　　　　　　19、17	 R. ロー　
○西村　　　　　　14、17	 D. ロー　
○楢原／西村　　　14、9	 D. ロー／ R. ロー　
※最終順位：①日本②イングランド・ルーマニア（同
率）④ハンガリー・オーストリア（同率）⑥香港
⑦インド

□男子シングルス
▼1回戦
林　　　4、11、13	 ケッチ・ミイ（カンボジア）
佐藤　　　3、6、6	 キルロスカール（インド）
▼2回戦
佐藤　-18、12、15、12	 ライズマン（アメリカ）
藤井　　9、8、16	 ヴァイバング（カンボジア）
薛緒初（香港）　　　　　15、18、17	 林
▼3回戦
藤井　　-14、-18、18、16、17
	 バーグマン（イングランド）
佐藤　　　8、5、12	 ヴァンリュウ（ベトナム）
▼4回戦
佐藤　　　　8、5、12	 トラン（ベトナム）
ルーソフ（フランス）　-18、17、20、17	 藤井
▼準々決勝
佐藤　　　-19、20、4、13	 シド（ハンガリー）
▼準決勝
佐藤　　　　　19、15、19	 ルーソフ
コチアン（ハンガリー）　19、14、10
	 アムレッティ（フランス）
▼決勝
佐藤博治　	19、17、14	 コチアン（ハンガリー）

□女子シングルス
▼1回戦
西村　12、3、8	スタッフォード（オーストラリア）
エリオット（スコットランド）20、-9、20、6楢原
▼2回戦
西村　勝利
▼3回戦
西村		13、16、-22、-9、16	 D.	ロー（イングランド）
▼準々決勝
ファルカス（ハンガリー）	-19、14、16、18	 西村
▼準決勝
ロゼアヌ（ルーマニア）14、18、5
	 R.	ロー（イングランド）
ファルカス　4、9、10	 ウェルテル（オーストリア）
▼決勝
ロゼアヌ　17、-11、18、-17、14	 ファルカス

□男子ダブルス
▼3回戦
藤井／林　16、19、11
	 ジャヤント／バンダリ（インド）
▼準々決勝
藤井／林	15、19、12	コチアン／シド（ハンガリー）

▼準決勝
藤井／林　8、14、19
	 カートランド／ライズマン（アメリカ）
バーグマン／リーチ（イングランド）
	5、13、-14、22　バルナ／ヘイドン（イングランド）
▼決勝
藤井則和／林忠明　-12、-9、18、17、12
	 バーグマン／リーチ

□女子ダブルス
▼準々決勝
西村／楢原　-17、-19、16、14、9	
	 ロゼアヌ／スザツ（ルーマニア）
▼準決勝
西村／楢原　16、16、-20、19
	 エリオット／ウェルテル（スコットランド／オーストリア）
D.	ロー／ R.	ロー（イングランド）-16、18、14、15
	 ファルカス／サギ（ハンガリー）
▼決勝
西村登美江／楢原静		11、7、20	 D.	ロー／ R.	ロー

□混合ダブルス
▼1回戦
リーチ／D. ロー（イングランド）
	 20、-17、17、17　佐藤／西村
藤井／楢原　勝―負　ベネス／ゼーラ（ルーマニア）
▼2回戦
バルナ／R. ロー（イングランド）
	 17、-17、18、18　藤井／楢原
▼準決勝
シド／ロゼアヌ（ハンガリー／ルーマニア）
	 17、-20、15、14　バルナ／R. ロー
リーチ／D. ロー　		21、-20、16、13
	 コチアン／ファルカス（ハンガリー）
▼決勝
シド／ロゼアヌ　	19、13、18	 リーチ／D. ロー

第21回世界選手権大会
1954年4月5～14日、於：イギリス・ウェンブレー
	
●男子日本選手団
荻村伊智朗、富田芳雄、田舛吉二、川井一男
●女子日本選手団
渡辺妃生子、江口冨士枝、田中良子、後藤英子

□男子団体
▼予選リーグB組

〈日本　5─0　オランダ〉
○富田　　　　　18、13	 ファン・ゾ－レン　
○荻村　　　　　7、12	 スヘッファー　
○田舛　　　-17、12、21	 コル・デュ・ブイ　
○富田　　　　　16、18	 コル・デュ・ブイ　
○荻村　　　　　9、11	 ファン・ゾ－レン　

〈日本　5─0　ポルトガル〉
○富田　　　　　10、13	 フェイオ　
○田舛　　　　　16、12	 カーヴァロ　
○荻村　　　　　11、8	 フィグェレド　
○田舛　　　　　11、9	 フェイオ　
○富田　　　　　9、9	 フィグェレド　

※日本が出場した大会の記録を、日本選手を中心に、確認できた範囲を掲載（一部不明の部分もあり）　※一部省略している国名表記あり。チェコ＝チェコスロバキア（1992年まで）、ユーゴ＝ユー
ゴスラビア、朝鮮・北朝鮮＝朝鮮民主主義人民共和国　※2001年までは団体・個人戦同時開催（1999・2000年を除く）

※第20回大会（於：ルーマニア・ブカレスト）は日本は不参加220
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〈日本　5─0　インド〉
○富田　　　　　11、7	 サンバット　
○田舛　　　　　13、14	 サッカーシイ　
○荻村　　　　　11、6	 ヴィアス　
○田舛　　　　　6、9	 サンバット　
○富田　　　　　9、9	 ヴィアス　

〈日本　5─0　ルーマニア〉
○田舛　　　　　13、16	 ハラシトシ　
○富田　　　　　9、16	 レイター　
○荻村　　　　　19、20	 ガンター　
○田舛　　　　　18、20	 レイター　
○荻村　　　　　15、10	 ハラシトシ　

〈日本　5─2　ハンガリー〉
　田舛　　　　　-22、18、-19	 フォルディ○
○富田　　　　　-15、15、16	 シド　
○荻村　　　　　-16、11、11	 ジェトバイ　
　田舛　　　　　12、-17、-17	 シド○
○荻村　　　　　18、13	 フォルディ　
○富田　　　　　14、19	 ジェトバイ　
○荻村　　　　　10、16	 シド　

〈日本　5─0　エジプト〉
○田舛　　　　　14、-18、13	 エルレザイエ　
○富田　　　　　12、10	 エラブラシ　
○荻村　　　　　14、13	 エラシュマウイ　
○田舛　　　　　10、6	 エラブラシ　
○荻村　　　　　17、14	 エルレザイエ　

〈日本　5─0　スペイン〉
○川井　　　　　8、12	 M. パレス　
○富田　　　　　-19、13、14	 デュエソ　
○荻村　　　　　13、14	 J. パレス　
○川井　　　　　13、19	 デュエソ　
○荻村　　　　　10、13	 M. パレス　

〈日本　5─0　スコットランド〉
○田舛　　　　　11、17	 ガーランド　
○荻村　　　　　15、14	 スチール　
○川井　　　　　10、13	 ケアー　
○田舛　　　　　4、19	 スチール　
○川井　　　　　16、14	 ガーランド　
※日本はB組1位通過
▼決勝リーグ

〈日本　5─2　イングランド〉
○富田　　　　　14、17	 シモンズ　
　田舛　-10、23-22※時間制限、-7	 バーグマン○
○荻村　　　　　10、-18、8	 リーチ　
○富田　　　　　-21、13、17	 バーグマン　
○荻村　　　　　15、-17、8	 シモンズ　
　田舛　　　　　15、-16、-19	 リーチ○
○荻村　　　　　-10、11、19	 バーグマン　

〈日本　5─4　チェコ〉
○田舛　　　　　11、12	 テレバ　
○荻村　　　　　18、-17、14	 ステペク　
　富田　　　　　-12、-14	 アンドレアディス○
○荻村　　　　　14、15	 テレバ　
　田舛　　　18、-20、-13	 アンドレアディス○
　富田　　　　-15、20、-19	 ステペク○
　荻村　　　　-13、-19	 アンドレアディス○
○富田　　　　　15、10	 テレバ　
○田舛　　　　　17、12	 ステペク　
※最終順位：①日本②チェコ③イングランド

□女子団体
▼予選リーグA組

〈日本　3─0　ベルギー〉
○田中　　　　　　9、8	 デトゥルネイ　
○渡辺　　　　　15、11	 ウータース　
○田中／渡辺　8、13	デトゥルネイ／ローランド　

〈日本　3─0　ザール〉
○田中　　　　　15、11	 ラトラス　
○渡辺　　　　　-17、10、13	 グラフ　
○田中／渡辺　　2、9	 ハレスタール／ナウマン　

〈日本　3─0　アメリカ〉
○田中　　　　11、-19、13	 シャヒアン　
○渡辺　　　　17、9	 ニューバーガー　
○田中／渡辺				8、17	 シャヒアン／ニューバーガー　

〈日本　3─0　デンマーク〉
○田中　　　　　2、9	 シュイム　
○渡辺　　　　　18、13	 カーンス　
○田中／渡辺　　15、8	 シュイム／カーンス　

〈日本　3─0　エジプト〉
○田中　　　　　11、21	 アルシアティ　
○渡辺　　　　　9、5	 アポウ　
○田中／渡辺		-18、11、12	アルシアティ／アポウ　

〈日本　3─1　オーストリア〉
○田中　　　　　18、8	 ウェルテル　
　渡辺　　　　　10、-18、-19	 プリッツィ○
○田中／渡辺　　19、-16、17
	 ウェルテル／プリッツィ　
○渡辺　　　　　11、12	 ウェルテル　

〈日本　3─0　ユーゴ〉
○田中　　　　　9、5	 コヴィック　
○渡辺　　　　　9、11	 ニコリック　
○田中／渡辺　　2、13	 ニコリック／コヴィック　

〈日本　3─0　スイス〉
○江口　　　　　7、5	 ジャケット　
○後藤　　　　　不戦勝	 ヴェッツ　
○後藤　　　　　12、7	 ジャケット　
▼決勝リーグ

〈日本　2─3　イングランド〉
○田中　　　　17、20	 R. ロー　
○渡辺　　　　13、13	 D. ロー　
　田中／渡辺　19、-16、-17	 R. ロー／D. ロー○
　渡辺　　　　-22、18、-16	 R. ロー○
　田中　　　　20、-17、-20	 D. ロー○　

〈日本　3─1　ハンガリー〉
　田中　　-18、13、-17	 ゲルバイ-ファルカス○
○渡辺　　　　-16、19、12	 コチアン　
○渡辺／江口　-18、15、12	 コチアン／シモン　
○渡辺　　　17、-16、8	 ゲルバイ-ファルカス　
※最終順位：①日本②ハンガリー③イングランド

□男子シングルス
▼1回戦
富田　13、13、13	 レートーネン（フィンランド）
荻村　　12、13、16	 ブリッジ（イングランド）
▼2回戦
富田　　14、15、-9、13	 スラー（チェコ）
川井　　　11、14、16	 フェイオ（ポルトガル）
荻村　　13、-19、14、13
	 ヒッチクリフ（イングランド）
田舛　　　　21、15、18	 ハジ（アメリカ）
▼3回戦
川井　　10、8、18	 クレーギー（イングランド）
田舛10、-18、19、19	ピーターソン（スウェーデン）
荻村　　10、11、13	 ダン（ニュージーランド）
富田　　14、12、19	 エルブラシ（エジプト）
▼4回戦
田舛　　　7、12、12	 ハグエナ（フランス）
ルーソフ（フランス）16、20、-19、12	 川井
荻村　　　8、15、13	 クローチ（イングランド）
富田　　　16、17、11	 マイルズ（アメリカ）
▼5回戦
荻村　　　　18、11、13	 シド（ハンガリー）
富田　17、13、-17、15	シェード（イングランド）
レイター（ルーマニア）
	 12-13※時間制限、16、19、10　田舛
▼準々決勝
荻村　　11、-16、12、12	 バキエト（アメリカ）
バーグマン（イングランド）13、20、-20、16	 富田
▼準決勝
荻村　19、12、-18、22	アンドレアディス（チェコ）
フリスベリ（スウェーデン）19、-16、17、13
	 バーグマン
▼決勝
荻村伊智朗　　　7、12、-18、10	 フリスベリ

□女子シングルス
▼1回戦
江口　12、-14、9、16　ミルバンク（イングランド）
渡辺　-11、-21、19、11、10
	 フランクス（イングランド）
▼2回戦
後藤　14、20、-17、18　ウータース（ベルギー）
ローバー（オーストリア）　14、20、-11、20	渡辺
江口　　　13、19、18	 ロビンソン（アメリカ）
田中　　　12、13、16	 パン（オランダ））
▼3回戦
後藤　　　14、8、13	 テグナー（スウェーデン）
江口　　　　14、14、8	 ぺオレ（フランス）
田中　　　　9、9、18	 フェルチック（ユーゴ）
▼4回戦
田中　16、12、-18、10	ウェルテル（オーストリア）
江口　-15、18、13、17
	 ゲルバイ-ファルカス（ハンガリー）
ロゼアヌ（ルーマニア）　20、9、9	 後藤
▼準々決勝
田中　　　13、14、9	 ベスト（イングランド）
江口　　　14、8、17	 D. ロー（イングランド）
▼準決勝
田中　　　　　-14、10、19、14	 江口
ロゼアヌ　　9、15、20	 コチアン（ハンガリー）
▼決勝
ロゼアヌ　　　　15、-14、7、9	 田中良子

□男子ダブルス
▼1回戦
田舛／川井　25、16、15	
	 アダムス／クレイドン（イングランド）
▼2回戦
荻村／富田　16、4、8
	 ジョーンズ／シャーウッド（イングランド）
▼3回戦
荻村／富田　14、16、12
	 スイートマン／デービス（スウェーデン）
田舛／川井　-17、-20、17、15、12
	 ベンドナー／ジャスト（オーストリア）
▼4回戦
荻村／富田　7、16、18
	 ルーソフ／ランスコイ（フランス）
ミドシ／セヴェロ（ブラジル）20、-13、22、14
	 田舛／川井
▼準々決勝
荻村／富田　8、4、12
	 クレーギー／ロード（イングランド）
▼準決勝
ハランゴゾ／ドリナー（ユーゴ）17、16、15
	 荻村／富田
ハグエナ／バルナ（フランス／イングランド）
	 19、-9、16、18　スラー／テレバ（チェコ）
▼決勝
ハランゴゾ／ドリナー　15、11、10
	 ハグエナ／バルナ

□女子ダブルス
▼1回戦
田中／後藤　9、9、16	
	 ウェルテル／ローバー（オーストリア）
▼2回戦
ベスト／ヘイドン（イングランド）
	 10、10、-19、12　田中／後藤
江口／渡辺　12、15、13
	 ウィツル／ロガルノ（フランス）
▼ベスト8決定
江口／渡辺　-10、13、19、9
	 クレイコワ／グラフコワ（チェコ）
▼準々決勝
江口／渡辺　-10、13、19、9
	 シーマン／ウイン（イングランド）
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▼準決勝
D.	ロー／ R.	ロー（イングランド）　7、11、-18、18
	 江口／渡辺
ベスト／ヘイドン　-17、-21、18、17、10

　　ロゼアヌ／ゲルバイ-ファルカス
	 （ルーマニア／ハンガリー）
▼決勝
D.	ロー／ R.	ロー　-19、10、19、20
	 ベスト／ヘイドン

□混合ダブルス
▼1回戦
荻村／渡辺　11、13、9
	 ゾロンヒル／パーカー（イングランド）
富田／江口は不戦勝
▼2回戦
荻村／渡辺　14、8、18
	 デービス／D. ロー（イングランド）
ハッジ／ニューバーガー（アメリカ）　17、23、19
	 　川井／後藤
富田／江口　16、8、16
	 パプリック／コヒック（ユーゴ）
ハランゴゾ／プリッツィ（オーストリア）
	 11、15、-8、16　田舛／田中
▼3回戦
荻村／渡辺　14、-20、14、19
	 ボグリッツ／ニコリック（ユーゴ）
富田／江口　5、10、16　ガントナー／フランクス
	 （ルーマニア／イングランド）
▼4回戦
ステペク／クレイコワ（チェコ）
	 13、8、-19、-15、13　荻村／渡辺
富田／江口　13、19、16
	 クレーギー／ルーク（イングランド）
▼準々決勝
富田／江口　17、15、-19、14
	 リーチ／D. ロー（イングランド）
▼準決勝
富田／江口　13、-23、12、15
	 ドリナー／ウェルテル（ユーゴ／オーストリア）
アンドレアディス／ゲルバイ-ファルカス
（チェコ／ハンガリー）　17、19、17
	 バルナ／R.ロー（イングランド）
▼決勝
アンドレアディス／ゲルバイ-ファルカス
	 17、-19、15、21　富田芳雄／江口冨士枝

第22回世界選手権大会
1955年4月16～24日、於：オランダ・ユトレヒト

●男子日本選手団
荻村伊智朗（日本大）、富田芳雄（専修大）、田舛吉二（柳
井）、田中利明（日本大）
●女子日本選手団
江口冨士枝（大阪薬専）、田中良子（帝人三原）、渡
辺妃生子（専修大）、楢原静世（同志社大）

□男子団体
▼予選リーグC組

〈日本　5─0　ベルギー〉
○田中　　　　　5、18	 ローランド　
○富田　　　　　9、13	 カルドス　
○田舛　　　　　7、7	 バートランド　
○富田　　　19、-15、16	 ローランド　
○田中　　　　　15、14	 バートランド　

〈日本　5─0　オーストラリア〉
○田舛　　　　　18、9	 ピータース　
○荻村　　　　　18、9	 ロビンソン　
○田中　　　　　9、7	 ラザ　
○田舛　　　　　14、12	 ラザ　
○田中　　　　　11、15	 ピータース　

〈日本　5─1　ベトナム〉
○荻村　　　　　18、11	 トラン・カンドク　
　富田　　　-19、20、-13	 マイ・バンフォア○

○田中　　　　　9、18	 グエン・キムハン　
○荻村　　　　　17、16	 マイ・バンフォア　
○田中　　　　　14、12	 トラン・カンドク　
○富田　　　　14、-17、11	 グエン・キムハン　

〈日本　5─0　ノルウェー〉
○田舛　　　　　4、3	 G. ヘルネス　
○荻村　　　　　16、13	 ニールセン　
○田中　　　　　6、5	 K. ヘルネス　
○田舛　　　　　5、4	 ニールセン　
○田中　　　　　7、12	 G. ヘルネス　

〈日本　5─0　オーストリア〉
○田中　　　　　15、16	 ジャスト　
○荻村　　　　　16、15	 ウェグラット　
○田舛　　　　　13、12	 べドナル　
○田中　　　　　14、14	 ウェグラット　
○田舛　　　　　11、18	 ジャスト　

〈日本　5─0　スコットランド〉
○荻村　　　　　7、10	 ギルムーア　
○富田　　　　　10、5	 スティル　
○田中　　　　　11、6	 ミラー　
○荻村　　　　　9、9	 スティル　
○田中　　　　　8、9	 ギルムーア　

〈日本　5─1　ユーゴ〉
○荻村　　　　　15、14	 ハランゴゾ　
　田中　　　　20、-17、-10	 ボグリンツ○
○富田　　　　-18、16、14	 ドリナー　
○田中　　　　　17、12	 ハランゴゾ　
○荻村　　　　　11、13	 ドリナー　
○富田　　　　　20、13	 ボグリンツ　
※日本はC組1位
▼準決勝

〈日本　5─4　ハンガリー〉
○田中　　　　　16、9	 ツェペシ　
　富田　　　　　-11、-9	 シド○
　荻村　　　　16、-19、-18	 コチアン○
　田中　　　　-15、16、-17	 シド○
○荻村　　　　　16、16	 ツェペシ　
○富田　　　　7、-17、12	 コチアン　
　荻村　　　　-27、19、-16	 シド○
○田中　　　　12、-19、15	 コチアン　
○富田　　　　18、-13、17	 ツェペシ　

〈チェコ　5─1　イングランド〉
▼決勝

〈日本　5─3　チェコ〉
○田舛　　　　　21、15	 ステペク　
○荻村　　　　　18、18	 バーニヤ　
　田中　　　　		-15、-20	 アンドレアディス○
○荻村　　　　　20、19	 ステペク　
　田舛　　　　		-12、-19	 アンドレアディス○
○田中　　　　	　9、18	 バーニヤ　
　荻村　　　　		-19、-19	 アンドレアディス○
○田中　　　　　12、17	 ステペク　

□女子団体
▼予選リーグB組

〈日本　3─0　アイルランド〉
○江口　　　　　10、12	 リヨンス　
○渡辺　　　　　22、11	 オウンス　
○楢原／田中　-18、7、8	 リヨンス／オウンス　

〈日本　3─0　エジプト〉
○江口　　　　　11、10	 シアティ　
○田中　　　　　4、17	 アポウヘイフ　
○江口／渡辺　19、18	 シアティ／アポウヘイフ　

〈日本　3─0　フランス〉
○田中　　　　　21、19	 ワーラル　
○江口　　　　　12、13	 ルーガニュー　
○江口／渡辺　16、25	 ワーラル／ルーガニュー　

〈日本　3─0　ザール〉
○渡辺　　　　　7、10	 グラフ　
○江口　　　　　19、14	 ニューマン　
○田中／楢原　　8、9	 グラフ／ニューマン　

〈日本　3─0　オランダ〉
○江口　　　　　8、8	 オーステルピーク　
○渡辺　　　　　4、4	 グルート　
○田中／楢原		7、14	 オーステルピーク／グルート　

〈日本　3─0　チェコ〉
○江口　　　　21、12	 クレイコワ　
○田中　　　　7、17	 ヴィナノフスカ　
○江口／渡辺　12、19	 クレイコワ／グラフコワ　
※日本はB組1位
▼決勝リーグ

〈日本　3─1　イングランド〉
○江口　　　　19、-21、8	 R. ロー　
○渡辺　　　　12、10	 D. ロー　
　江口／渡辺　10、-19、-13	 D.ロー／ R. ロー○
○渡辺　　　　16、-8、10	 R. ロー　

〈日本　2─3　ルーマニア〉
○江口　　　　9、7	 ツェラー　
　田中　　　　-16、19、-9	 ロゼアヌ○
○江口／渡辺　19、13	 ロゼアヌ／ツェラー　
　江口　　　　-13、-16	 ロゼアヌ○
　田中　　　　14、-16、-20	 ツェラー○

〈ルーマニア　3─2　イングランド〉
※最終順位：①ルーマニア②日本③イングランド

□男子シングルス
▼1回戦
ガントナー（ルーマニア）　19、11、13	 田舛
▼2回戦
富田　-20、11、-13、14、20	 クライン（アメリカ）
田中　　17、13、14	 ローズ（イングランド）
荻村　　15、6、8	 ニコライセン（デンマーク）
▼3回戦
田中　10、14、13	ウィルヘルムソン（スウェーデン）
富田　　　5、14、10	 ウルチェティ（スイス）
荻村　9、20、-12、8	 マイ・バンホア（ベトナム）
▼4回戦
荻村　　　13、13、13	 ソマエル（アメリカ）
田中　　　　6、14、15	 ホルセク（ドイツ）
リーチ（イングランド）-17、20、16、10	 富田
▼5回戦
田中　-18、17、8、-7、15	 ボグリンチ（ユーゴ）
ソモギー（ハンガリー）　17、20、19	 荻村
▼準々決勝
田中　　　12、10、15	 レイター（ルーマニア）
▼準決勝
田中　　　11、15、17	 カフィエロ（フランス）
ドリナー（ユーゴ）　-11、15、20、18
	 シド（ハンガリー）
▼決勝
田中利明　　　　12、9、14	 ドリナー

□女子シングルス
▼1回戦
楢原　　　2、12、9	 アポウへイフ（エジプト）
▼2回戦
渡辺　-20、19、10、9	トールセン（スウェーデン）
ロゼアヌ（ルーマニア）　11、9、10	 楢原
田中　　　10、18、12	 ビナノフスキー（チェコ）
江口　　　20、13、5	 クラスカ（ドイツ）
▼3回戦
渡辺　　　1、9、6	 ジャケット（スイス）
田中　　　9、8、10	 グレイ（ウェールズ）
江口　19、16、-13、-13、11	クレイコワ（チェコ）
▼4回戦
渡辺　　　9、17、6	 ルーク（イングランド）
ヘイドン（イングランド）18、-16、19、22	 田中
D. ロー（イングランド）　-16、13、15、20	 江口
▼準々決勝
渡辺　　11、16、-18、9	 スザツ（ルーマニア）
▼準決勝
ロゼアヌ　　　　　10、11、17	 渡辺
ウェルテル（オーストリア）15、-18、-13、11、17	
	 コチアン（ハンガリー）
▼決勝
ロゼアヌ　　　　13、15、8	 ウェルテル
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□男子ダブルス
▼1回戦
田中／田舛、荻村／富田ともに不戦勝
▼2回戦
荻村／富田　-12、12、18、20
	 ボグリンチ／パブリック（ユーゴ）
レイター／ガントナー（ルーマニア）
	 13、-14、19、-18、16　田中／田舛
▼3回戦
荻村／富田　8、21、14
	 ソモギー／ポペシュ（ハンガリー）
▼4回戦
荻村／富田　11、10、15
	 サイフェルト／ズンク（ドイツ）
▼準々決勝
荻村／富田		1、9、12	 カフィエロ／サラ（フランス）
▼準決勝
アンドレアディス／ステペク（チェコ）
	 16、-14、21、-15、31　荻村／富田
ドリナー／ハランゴゾ（ユーゴ）　14、11、-14、16

シド／コチアン（イングランド）
▼決勝
アンドレアディス／ステペク　10、7、18
	 ドリナー／ハランゴゾ

□女子ダブルス
▼1回戦
田中／楢原　12、12、10
	 ルック／バイパー（イングランド）
江口／渡辺は不戦勝
▼2回戦
江口／渡辺　3、4、9	ギースラー／コーン（ドイツ）
田中／楢原　3、18、6

カネヴァ／プレガンテ（イタリア）
▼3回戦
江口／渡辺　10、12、11	
	 テグナー／トールセン（スウェーデン）
田中／楢原　13、13、18	
	 スザツ／ケレケス（ハンガリー）
▼準々決勝
江口／渡辺	　12、10、-18、-12、15
	 プリッツィ／ラウベル（オーストリア）
田中／楢原　14、11、20
	ウェルテル／ヘイドン（オーストリア／イングランド）
▼準決勝
D.	ロー／ R.	ロー（イングランド）19、18、17
	 江口／渡辺
ロゼアヌ／ツェラー（ルーマニア）　19、11、22
	 田中／楢原
▼決勝
ロゼアヌ／ツェラー　17、-16、-17、19、18
	 D.	ロー／ R.	ロー

□混合ダブルス
▼1回戦
荻村／渡辺　15、16、13
	 フロインドルファー／シュラフ（ドイツ）
田中／楢原　9、14、13
	 プラムウェル／バイパー（イングランド）
田舛／田中　12、9、3
	 アンダーソン／テグナー（スウェーデン）
富田／江口	不戦勝	 ダ・モッタ／クルツ（ブラジル）
▼2回戦
荻村／渡辺　12、17、10
	 ローズ／ウイン（イングランド）
田中／楢原　14、12、14
	 モーガン／べーツ（ウェールズ）
田舛／田中　10、6、11
	 カルドス／ヘイエ（ベルギー）
富田／江口　15、3、-16、15
	 シド／ロゼアヌ（ハンガリー／ルーマニア）
▼3回戦
荻村／渡辺　18、15、13
	 ギスコフ／ニューバーガー（アメリカ）

田中／楢原　13、18、13
	 シュナイダー／ギースラー（ドイツ）
田舛／田中　10、10、5
	 リテック／ハンセン（デンマーク）
富田／江口　14、-15、15、18
	 ランスコイ／ルーガノー（フランス）
▼4回戦
荻村／渡辺　　19、-19、17、17	
	 ハランゴゾ／プリッツィ（ユーゴ／オーストリア）
田中／楢原　　　15、-18、12、-13、20	
	 リーチ／D. ロー（イングランド）
田舛／田中　10、18、17	
	 レイター／スザツ（ルーマニア／ハンガリー）
富田／江口　7、10、16	
	 マイルズ／プロウティ（アメリカ）
▼準々決勝
サイモンズ／エリオット（イングランド／スコットランド）
	 -15、20、-14、16、13　荻村／渡辺
田中／楢原　16、17、9
	 コチアン／ケレケス（イングランド／ハンガリー）
ツェペシ／コチアン（ハンガリー）
	 -8、19、20、-16、19　田舛／田中
ステペク／クレイコワ（チェコ）
	 14、7、19　富田／江口
▼準決勝
サイモンズ／エリオット　-23、13、14、-15、13
	 田中／楢原
ツェペシ／コチアン　5、11、15
	 ステペク／クレイコワ
▼決勝
ツェペシ／コチアン　-18、18、-18、18、16
	 サイモンズ／エリオット

第23回世界選手権大会
1956年4月2～11日、於：日本・東京

●男子日本選手団
田中利明、角田啓輔、荻村伊智朗、富田芳雄、道上進、
藤井基男、坂井昭一、溝畑司呂、小宮静夫、広瀬浩一、
児玉圭司、川井一男、小林英雄、山田清治、野平明雄、
津野達雄
●女子日本選手団
渡辺妃生子、田中良子、大川とみ、江口冨士枝、楢
原静世、山本千代子、佐藤富士子、田坂清子、生野
千恵子、難波多慧子、須田千鶴子、山泉和子、山川
紀久子、中山英子、白江正子、設楽義子、海老根、
川合、今井

□男子団体
▼予選リーグA組

〈日本　5─0　シンガポール〉
○富田　　　　　11、12	 盧　
○荻村　　　　　16、7	 潘　
○田中　　　　　12、13	 羅　
○富田　　　　　14、11	 潘　
○田中　　　　　9、5	 盧　

〈日本　5─0　フィリピン〉
○角田　　　　　11、17	 T. イパネス　
○荻村　　　　　15、11	 J. イパネス　
○田中　　　　　7、11	 ゲルス　
○荻村　　　　　12、13	 T. イパネス　
○角田　　　　　7、11	 ゲルス　

〈日本　5─0　オーストラリア〉
○富田　　　　　18、14	 ジェニングス　
○田中　　　　　10、9	 マチソン　
○荻村　　　　　		3、9	 ロビンソン　
○田中　　　　　16、13	 ジェニングス　
○富田　　　　　12、12	 ロビンソン　

〈日本　5─1　香港〉
○荻村　　　　　11、20	 鍾展成　
　富田　　　　　-6、-17	 徐祥齢○
○田中　　　　　6、19	 薛緒初　
○荻村　　　　　16、18	 徐祥齢　

○田中　　　　　9、15	 鍾展成　
○富田　　　　　14、16	 薛緒初　

〈日本　5─0　ドイツ〉
○荻村　　　　　1、11	 ホルセク　
○田中　　　　　11、18	 ヴォーゼバイン　
○角田　　　　18、-19、20	 フロインドルファー　
○田中　　　　　8、18	 ホルセク　
○荻村　　　　11、-16、17	 フロインドルファー　

〈日本　5─4　ルーマニア〉
○荻村　　　　　8、14	 ハラシトシ　
○田中　　　　　12、19	 レイター　
　富田　　　　15、-17、-13	 ガントナー○
○田中　　　　　18、10	 ハラシトシ　
　荻村　　　　-19、20、-20	 ガントナー○
　富田　　　　　-16、-17	 レイター○
○田中　　　　-6、17、21	 ガントナー　
　富田　　　　-19、20、-18	 ハラシトシ○
○荻村　　　　　15、22	 レイター　

〈日本　5─1　スウェーデン〉
○角田　　　　　16、18	 フリスベリ　
○荻村　　　　　17、13	 メルストロム　
○田中　　　　　11、9	 プローリン　
　角田　　　19、-14、-18	 メルストロム○
○田中　　　　　11、16	 フリスベリ　
○荻村　　　　　5、7	 プローリン　
※日本はA組1位　①日本②ルーマニア③ドイツ
④香港⑤スウェーデン⑥シンガポール・オーストラ
リア・フィリピン（同率）
B組①チェコ②イングランド・中国・ベトナム（同率）
⑤インド⑥アメリカ⑦韓国⑧ポルトガル
▼決勝

〈日本　5─1　チェコ〉
○角田　　　　　11、19	 ビナノフスキー　
○荻村　　　-26、19、13	 アンドレアディス　
○田中　　　　　12、13	 ステペク　
　角田　　　-22、16、-16	 アンドレアディス○
○田中　　　11、-18、16	 ビナノフスキー　
○荻村　　　　　6、18	 ステペク　

□女子団体
〈日本　3─0　アメリカ〉

○田中　　　　　12、6	 ニューバーガー　
○渡辺　　　　　15、13	 フラム　
○江口／渡辺　　18、12	 フラム／ロビンソン　

〈日本　3─0　インド〉
○江口　　　　　4、7	 バランデ　
○渡辺　　　　　4、13	 ジョン　
○田中／大川　　12、13	 バランデ／ジョン　

〈日本　3─0　香港〉
○渡辺　　　　　17、13	 樊倩君　
○江口　　　　　10、10	 黄碧瑤　
○渡辺／江口　　12、11	 陳以澄／黄碧瑤　

〈日本　3─0　中国〉
○田中　　　　　11、10	 張　
○大川　　　　-17、13、18	 孫梅英　
○渡辺／江口　　17、19	 孫梅英／邱鐘恵　

〈日本　3─0　韓国〉
○田中　　　　　18、14	 韓　
○大川　　　　　16、16	 魏　
○渡辺／江口　17、-13、18	 韓／魏　

〈日本　1─3　イングランド〉
○江口　　　　21、-19、18	 ヘイドン　
　渡辺　　　　　-19、-18	 ロー○
　江口／渡辺　18、-19、-19	 ヘイドン／ロー○
　渡辺　　　　　-14、-18	 ヘイドン○

〈日本　1─3　ルーマニア〉
　江口　　　　　-15、-9	 ロゼアヌ○
○田中　　　　-18、18、15	 ツェラー　
　江口／渡辺　18、-14、-17	 ロゼアヌ／ツェラー○
　田中　　　　　-14、-15	 ロゼアヌ○
※最終成績：①ルーマニア②イングランド③日本
④アメリカ⑤韓国⑥中国⑦香港⑧インド
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		□男子シングルス
▼1回戦
藤井　　　　16、14、11	 ホルセク（ドイツ）
徐祥齢（香港）　18、19、18	 坂井
小林　　-18、15、13、19	 グシコフ（アメリカ）
サイツ（ドイツ）　-17、-18、22、18、10	 津野
野平　　　21、-12、9、-19、10	 梁（中国）
山田　10、18、14	 ヒルシコウィッチ（アメリカ）
道上　　　　9、14、19	 王（中国）
広瀬　13、15、15	 ロビンソン（オーストラリア）
児玉　　　　13、16、19	 マウリッツ（ドイツ）
▼2回戦
荻村　　　　16、8、19	 陳（シンガポール）
溝畑　　4、16、-16、17	 ボベスク（ルーマニア）
川井　　　　　17、19、17	 薛緒初（香港）
田中　　　　　15、11、8	 金斗（韓国）
鍾展成（香港）　-15、-15、17、16、12	 小宮
ジェニングス（オーストラリア）
	 　8、-12、-19、16、17　藤井
小林　　21、20、7	 J. イパネス（フィリピン）
富田　　13、7、4	 マチソン（オーストラリア）
クライン（アメリカ）　9、-22、17、12	 角田
野平　　-17、19、18、18	 ステペク（チェコ）
山田　　14、8、-19、-18、17	 元（韓国）
リーチ（イングランド）-15、-11、9、15、20	 道上
児玉　　16、17、15	 フリスベリ（スウェーデン）
広瀬　18、-16、16、19	レヴァンティ（ベトナム）
▼3回戦
田中　-22、10、-15、16、19
	 ハラシトシ（ルーマニア）
児玉　11、-20、13、16	 ブキエト（アメリカ）
荻村　　　　　7、15、17	 李（韓国）　
富田　　14、17、-18、-15、20
	 メルストローム（スウェーデン）
野平　　　　10、13、-19、17	 朴（韓国）
川井　　　　　7、18、12	 金鎮（韓国）
山田　　-13、14、18、15
	 フロインドルファー（ドイツ）
アンドレアディス（チェコ）-19、10、-8、18、19
	 溝畑
ガントナー（ルーマニア）　　16、6、18	 小林
テレバ（チェコ）　　-16、11、17、12	 広瀬
▼4回戦
荻村　　　　　　7、15、12	 鍾展成
田中　　　　　　11、12、16	 児玉
富田　　　　17、-17、16、-14、20	 姜永寧
野平　　　　　　16、13、15	 クライン
川井　　　　　　13、18、17	 テレバ
ナガラジ（インド）　17、20、16	 山田
▼準々決勝
荻村　　　　16、14、13	 マイルズ（アメリカ）
田中　　　　-18、8、13、19	 川井
富田		15、-18、13、19	バーグマン（イングランド）
野平　　　　-15、22、-16、14、20	 ナガラジ
▼準決勝
荻村　　　　19、9、-17、17、22	 富田
田中　　　　　13、-17、6、18	 野平
▼決勝
荻村伊智朗　	13、-22、18、-18、13	 田中利明

□女子シングルス
▼1回戦
田坂　　　　　9、3、18	 ヌネス（インド）
設楽　　　　15、10、19	 張（中国）
山泉　　　　11、16、15	 韓（韓国）
難波　　　　　1、5、9	 陳玉（香港）
山本　-19、20、-20、14、11	 パランデ（インド）
佐藤　　　　5、6、15	 ロビンソン（アメリカ）
▼2回戦
大川　　　　　9、12、16	 樊倩君（香港）
須田　　　　-21、11、21、19	 孫梅英（中国）
山川　　　　15、19、11	 陳以澄（香港）
楢原　　　　10、3、18	 劉恵廉（香港）
渡辺　10、11、13	 グエン・キムヨン（ベトナム）

田坂　　　　19、20、30	 ロゼアヌ（ルーマニア）
魏（韓国）　-14、12、16、-20、22	 田中
邱鐘恵（中国）　　-18、16、16、19	 白江
ヘイドン（イングランド）19、12、12	 設楽
江口　　　　　　11、15、19	 ジョン（インド）
ツェラー（ルーマニア）　7、17、11	 山泉
ニューバーガー（アメリカ）17、15、-19、12	難波
黄碧瑤（香港）　　　　12、13、21	 佐藤
D. ロー（イングランド）　18、-16、11、-17、13
	 山本
▼3回戦
大川　　　　　14、10、-20、13	 田坂
渡辺　　　　　14、-20、23、13	 邱鐘恵
江口　　　　　　18、16、8	 生野
魏　　　　　　　16、13、6	 須田
ヘイドン　　　　　7、6、6	 山川
ツェラー　　　-18、13、16、13	 楢原
D. ロー　　　　　12、9、21	 難波
黄碧瑤　	　　　　15、14、9	 中山
▼準々決勝
大川　　　　　　　16、17、10	 魏
渡辺　　　　12、-17、24、-12、19	 黄碧瑤
江口　　　　　　　13、20、16	 ヘイドン
▼準決勝
大川　　　　17、-16、15、-17、13	 江口
渡辺　　　　-16、-14、21、16、15	 ツェラー
▼決勝
大川とみ　　15、-13、21、-9、16	 渡辺妃生子

□男子ダブルス
▼1回戦
川井／山田　8、16、16
	 T. イパネス／ J. イパネス（フィリピン）
広瀬／溝畑　17、17、16	 楊／胡（中国）
小林／道上　19、15、-21、10
	 グジコフ／ヒルシコウィッチ（アメリカ）
坂井／児玉　不戦勝	 デューク／ルイス（ポルトガル）
▼2回戦
田中／角田　8、16、17
	 ヴォーゼバイン／ナガラジ（ドイツ／インド）
津野／野平　20、-21、-19、10、18
	 フロインドルファー／ケネディ
	 （ドイツ／イングランド）
フリスベリ／メルストローム（スウェーデン）
	 16、-19、-10、18、16　藤井／小宮
テレバ／ビナノフスキー（チェコ）
	 12、14、-16、-16、15　小林／道上
鍾展成／徐祥齢（香港）　19、14、15	 川井／山田
バーグマン／リーチ（イングランド）
	 -19、23、11、18　広瀬／溝畑
レイター／ガントナー（ルーマニア）
	 -20、14、7、-18、13　児玉／坂井
▼3回戦
荻村／富田　9、8、13
	 ヴィアス／チャンダラナ（インド）
田中／角田　6、17、10
	 レバンティ／グエン・キム・ハン（ベトナム）
アンドレアディス／ステペク（チェコ）
	 9、-16、16、16　津野／野平
▼準々決勝
荻村／富田　14、12、21	 レイター／ガントナー
田中／角田　-19、-21、11、15、11
	 バーグマン／リーチ
▼準決勝
荻村／富田　13、13、-19、14
	 テレバ／ビナノフスキー
アンドレアディス／ステペク
	 20、18、-19、17　田中／角田
▼決勝
荻村伊智朗／富田芳雄　13、10、11
	 アンドレアディス／ステペク

□女子ダブルス
▼1回戦
生野／中山　9、15、11　ベッシンガー／

トラン・キムニョン（アメリカ／ベトナム）
▼2回戦
江口／渡辺		-19、-19、11、15、13	魏／韓（韓国）
田中／大川　16、18、4	 劉恵廉／樊倩君（香港）
楢原／山川　13、-23、18、10
	 孫梅英／邱鐘恵（中国）
難波／田坂　18、13、8	 黄碧瑤／陳以澄（香港）
ロゼアヌ／ツェラー（ルーマニア）　17、13、18
	 生野／中山
ヌネス／ロビンソン（インド／アメリカ）
	 -17、-10、15、14、20　山本／佐藤
ヘイドン／ロー（イングランド）12、-21、16、16
	 須田／設楽
ニューバーガー／フラム（アメリカ）
	 18、-17、19、-20、17　山泉／白江
▼準々決勝
江口／渡辺　10、9、11	 ニューバーガー／フラム
田中／大川9、16、-16、-18、16	 楢原／山川
ヘイドン／ロー　20、-18、18、16	 難波／田坂
▼準決勝
江口／渡辺　21、-14、13、-18、16
	 ヘイドン／ロー
ロゼアヌ／ツェラー　13、14、15	 田中／大川
▼決勝
ロゼアヌ／ツェラー　14、-14、15、9、9

　江口冨士枝／渡辺妃生子

□混合ダブルス
▼1回戦
メルストローム（スウェーデン）／設楽
	 13、13、15　ヴィアス／ヌネス（インド）
角田／楢原　9、13、18	 鍾展成／陳以澄（香港）
ケネディ（イングランド）／海老根
	 14、10、-9、14	　胡／邱鐘恵（中国）
レイター／ツェラー（ルーマニア）　15、14、21
	 道上／山川
田中／大川　13、16、17
	 ヒルシコウィッチ／レブラン（アメリカ／カナダ）
藤井／田中　18、15、15
	 トラン・カンドク／トラン・キムニョン（ベトナム）
ロビンソン（オーストラリア）／須田
　-15、12、19、-17、13	
	 フロインドルファー（ドイツ）／今井
李／韓（韓国）　-18、18、-16、11、11
	 マチソン（オーストラリア）／白江
▼2回戦
広瀬／山本　12、10、15
	 ヴォーゼバイン／樊倩君（ドイツ／香港）
ジェニングス（オーストラリア）／生野
	 16、5、19　グシコフ／ロビンソン（アメリカ）
富田／江口　6、3、6	ブエキト／フラム（アメリカ）
リーチ／D.ロー（イングランド）　18、14、11
	 溝畑／佐藤
川井／田坂　　18、12、16	 金斗／韓（韓国）
荻村／渡辺　　9、14、10
	 チャンダラナ／ジョン（インド）
アンドレアディス／ヘイドン（チェコ／イングランド）
	 16、19、9　メルストローム／設楽
レイター／ツェラー　14、-19、19、14
	 ケネディ／海老根
角田／楢原　-17、16、-15、12、21
	 ステペク	（チェコ）／川合
田中／大川　　6、13、15
	 サッカルシィ／バランデ（インド）
劉錫晃／劉恵廉（香港）　15、17、-14、18
	 ロビンソン／須田
藤井／田中　-11、17、-19、11、9
	 王／孫梅英（中国）
クライン／ニューバーガー（アメリカ）
　17、13、-20、17
	 フリスベリ（スウェーデン）／中山

224



世界卓球選手権大会

▼3回戦
アンドレアディス／ヘイドン　14、19、19	
	 角田／楢原
広瀬／山本　　17、12、14	 ジェニングス／生野
レイター／ツェラー　21、-21、17、10
	 アンダーソン　（オーストラリア）／山泉
荻村／渡辺　　9、12、9	 川井／田坂
田中／大川　17、-20、-20、13、14
	 ガントナー／ロゼアヌ（ルーマニア）
クライン／ニューバーガー　19、18、17　
	 山田／難波
富田／江口　15、14、-17、14	 劉錫晃／劉恵廉
藤井／田中　18、11、-20、14	 リーチ／D. ロー
▼準々決勝
アンドレアディス／ヘイドン	18、18、16	広瀬／山本
レイター／ツェラー　-11、10、-17、9、14
	 荻村／渡辺
クライン／ニューバーガー　19、16、-13、4
	 田中／大川
藤井／田中　11、-18、16、-16、21	 富田／江口
▼準決勝
クライン／ニューバーガー　16、-15、20、18
	 藤井／田中
アンドレアディス／ヘイドン　13、20、14
	 レイター／ツェラー
▼決勝
クライン／ニューバーガー	18、-17、18、-17、14
	 アンドレアディス／ヘイドン

第24回世界選手権大会
1957年3月7～15日、於：スウェーデン・ストックホルム

●男子日本選手団
	田中利明（日本大）、角田啓輔（中央大）、荻村伊智
朗（青卓会）、宮田俊彦（中央大）
●女子日本選手団
江口冨士枝（東レ）、渡辺妃生子（専修大）、難波多
慧子（同女大）、大川とみ（会計検査院）

□男子団体
▼予選リーグ

〈日本　5─0　カナダ〉
○荻村　　　　　　16、11	 ベランガー　
○田中　　　　　　12、7	 ポーリン　
○角田　　　　　　7、7	 パレット　
○荻村　　　　　　9、13	 ポーリン　
○角田　　　　　　7、10	 ベランガー　

〈日本　5─0　イラン〉
○田中　　　　　　13、7	 エテシャムザデ　
○荻村　　　　　　6、14	 コロロウ　
○角田　　　　　　15、10	 ボゾルグザデ　
○田中　　　　　　10、16	 コロロウ　
○角田　　　　　　13、12	 エテシャムザデ　

〈日本　5─0　南アフリカ〉
○荻村　　　　　　12、2	 ムーラ　
○田中　　　　　　9、17	 バルギー　
○宮田　　　　　　11、8	 マンダン　
○荻村　　　　　　3、5	 バルギー　
○宮田　　　　　　15、15	 ムーラ　

〈日本　5─0　フィンランド〉
○角田　　　　　　13、14	 トウミネン　
○荻村　　　　　　16、4	 ライネ　
○田中　　　　　　7、3	 グロンホルム　
○角田　　　　　　7、11	 ライネ　
○田中　　　　　　9、13	 トウミネン　

〈日本　5─0　ポーランド〉
○荻村　　　　　　11、18	 クシンスキー　
○角田　　　　　　19、15	 ロスラン　
○田中　　　　　　3、15	 ズッペル　
○荻村　　　　　　11、11	 ロスラン　
○田中　　　　　　19、18	 クシンスキー　

〈日本　5─0　フランス〉
○田中　　　　　　6、11	 シェルギー　
○荻村　　　　　　12、17	 カフォエロ　
○角田　　　　　　9、11	 グラニエ　
○荻村　　　　　　16、12	 シェルギー　
○田中　　　　　　17、14	 グラニエ　

〈日本　5─3　ベトナム〉
○荻村　　　15、13	 トラン・カンドク　
　田中　　　-16、-19	 マイ・バンフォア○
○角田　　　12、17	 フィン・バンニョク　
○荻村　　　19、-15、18	 マイ・バンフォア　
　角田　　　-17、-14	 トラン・カンドク○
　田中　　　-21、16、-11	 フィン・バンニョク○
○角田　　　-19、14、15	 マイ・バンフォア　
○荻村　　　-19、12、18	 フィン・バンニョク　

〈日本　5─2　スウェーデン〉
　角田　　　　　-15、-25	 フリスベリ○
○荻村　　　　　10、16	 ポルイ　
○田中　　　　　17、19	 メルストロム　
　荻村　　　　　-19、16、-19	 フリスベリ○
○角田　　　　　-19、20、20	 メルストロム　
○田中　　　　　10、16	 ポルイ　
○荻村　　　　　-12、7、12	 メルストロム　
▼準決勝

〈日本　5─1　中国〉
○荻村　　　　　11、13	 姜永寧　
○角田　　　　　-17、16、17	 王伝耀　
○田中　　　　　14、12	 傅其芳　
　荻村　　　　　-13、-13	 王伝耀○
○田中　　　　　22、14	 姜永寧　
○角田　　　　　-19、15、20	 傅其芳　

〈ハンガリー　5─0　チェコ〉
▼決勝

〈日本　5─2　ハンガリー〉
○荻村　　　　　17、20	 シド　
　角田　　　　　-14、-16	 ベルチック○
○田中　　　　　19、20	 ホルディ　
○荻村　　　　　14、11	 ベルチック　
　田中　　　　　-17、-12	 シド○
○角田　　　　　13、-11、24	 ホルディ　
○田中　　　　　-20、19、19	 ベルチック　

□女子団体
▼予選リーグ

〈日本　キケン　ベトナム〉
〈日本　キケン　ブラジル〉
〈日本　3─0　イタリア〉

○江口　　　　　7、6	 グジェルメッティ　
○渡辺　　　　　9、9	 カネバ　
○大川／難波　9、11	グジェルメッティ／カネバ　

〈日本　3─2　スコットランド〉
○江口　　　　　7、7	 ホーリストン　
　渡辺　　　　　-9、-16	 エリオット○
　大川／難波　-17、-13
	 エリオット／ホーリストン○
○江口　　　　　17、-18、9	 エリオット　
○渡辺　　　　　13、6	 ホーリストン　

〈日本　3─0　ドイツ〉
○江口　　　　　11、7	 ビスカンナ　
○渡辺　　　　　9、13	 シエラフ　
○渡辺／江口　		3、9	 フィードレル／ローデル　

〈日本　3─0　チェコ〉
○渡辺　　　　　14、12	 クレイコワ　
○江口　　　　　13、7	 シュワルツォワ　
○江口／渡辺、9、13　	グラフコワ／クレイコワ　

〈日本　3─0　ハンガリー〉
○江口　　　　　5、11	 ケレケス　
○渡辺　　　　　19、-14、8	 コチアン　
○江口／渡辺　　19、18	 コチアン／シモン　
▼決勝リーグ

〈日本　3─0　中国〉
○江口　　　　　11、14	 邱鐘恵　
○大川　　　　　14、18	 孫梅英　
○江口／渡辺　　　12、13	 孫梅英／邱鐘恵　

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○渡辺　　　　　12、18	 ツェラー　
○江口　　　　　14、16	 ロゼアヌ　
○江口／渡辺		-19、19、19	ロゼアヌ／ツェラー　
※最終順位：①日本②ルーマニア③中国

□男子シングルス
▼2回戦
角田		20、16、19	 オステルホルム（スウェーデン）
荻村　　　　13、16、19	 グラニエ（フランス）
宮田　　　　18、16、12	 バン・ワレ（アメリカ）
田中	-16、19、-19、15、18	 サッガシー（インド）
▼3回戦
荻村　　9、17、9	 ゴモラ（ドイツ）
角田　　-19、17、7、-19、13	 傅其芳（中国）
宮田　　16、14、16	 カフィエロ（フランス）
田中　　16、12、20	 ライズマン（アメリカ）
▼4回戦
荻村		-17、-21、19、14、20	 ボグリンチ（ユーゴ）
角田　　17、12、17	 リチック（デンマーク）
田中　　12、16、16	 ロランド（ベルギー）
宮田　　-18、16、10、-20、14	 胡丙権（中国）
▼5回戦
荻村　　14、-13、19、9	 姜永寧（中国）
田中　　13、18、18	 エテシャムザデ（イラン）
角田　19、-20、15、16	 フォルディ（ハンガリー）
宮田　-16、19、16、-16、17	 テレバ（チェコ）
▼準々決勝
荻村　　10、17、16	 エルリッシュ（フランス）
シュナイダー（ドイツ）-14、-11、19、8、17	宮田
アンドレアディス（チェコ）14、-14、12、-17、21
	 角田
田中　11、-17、19、-15、15
	 ベルチック（ハンガリー）
▼準決勝
田中　　　12、18、20	 シュナイダー
荻村　　　11、-17、10、17	 アンドレアディス
▼決勝
田中利明　　　　11、18、19	 荻村伊智朗

□女子シングルス
▼1回戦
難波　　14、17、-17、16	 アルベル（フランス）
▼2回戦
渡辺　　3、10、11	 デトーネ（ベルギー）
コチアン（ハンガリー）-21、20、19、-12、15
	 難波
大川　-21、-19、16、19、20
	 ニューバーガー（アメリカ）
江口　　4、9、10	 シャーン（ベルギー）
▼3回戦
大川　　19、-19、13、-7、10	 邱鐘恵（中国）
渡辺　　11、8、14	 ビスカント（ドイツ）
江口　　　キケン	 B. テグナー（スウェーデン）
▼4回戦
江口　12、10、16	 ゴロペンタ（ルーマニア）
大川　-13、19、13、12	ヒューベル（オーストリア）
渡辺　16、19、12	 ケレケス（ハンガリー）
▼準々決勝
江口　15、10、17	 モショチー（ハンガリー）
渡辺　18、-23、17、15	 ロゼアヌ（ルーマニア）
ツェラー（ルーマニア）
　　14、-17、19、-8、13ー12※時間制限　大川
▼準決勝
江口　　　　6、14、-15、-20、19	 渡辺
ヘイドン（イングランド）　9、14、11	 ツェラー
▼決勝
江口冨士枝　　14、22、-19、-21、19	 ヘイドン

□男子ダブルス
▼1回戦
角田／宮田　15、12、19
	 コロロウ／バイコダ（イラン）
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▼2回戦
角田／宮田　キケン
	 バルソウ／マイアンハイカル（レバノン）
荻村／田中　14、-19、22、16	
	 マイ・バンフォア／トラン・カンドク（ベトナム）
▼3回戦
角田／宮田　-15、20、15、-11、22	
	 ベルチック／フォルディ（ハンガリー）
荻村／田中　-19、12、17、8
	 シュナイダー／プレウゼ（ドイツ）
▼4回戦
荻村／田中　11、-14、17、9	
	 レイター／ガントナー（ルーマニア）
角田／宮田　19、18、-13、15	
	 ケネディ／ハリソン（イングランド）
▼準々決勝
角田／宮田　16、14、19
	 テレバ／ビナノフスキー（チェコ）
荻村／田中　14、11、11
	 ボグリンチ／フルブド（ユーゴ）
▼準決勝
荻村／田中　13、11、11
	 シド／ジェトバイ（ハンガリー）
アンドレアディス／ステペク（チェコ）
	 18、-9、18、16　角田／宮田
▼決勝
アンドレアディス／ステペク　13、-18、19、17
	 荻村伊智朗／田中利明

□女子ダブルス
▼2回戦
大川／難波　4、10、1
	 シュミット／グチック（ポーランド）
江口／渡辺　13、7、10
	 コビック／ニコリック（ユーゴ）
▼3回戦
大川／難波　6、11、6
	 オーンズ／フィアロン（エール）
江口／渡辺　-18、13、20、16
	 コチアン／ケレケス（ハンガリー）
▼準々決勝
ゴロペンタ／エリオット（ルーマニア／スコットランド）
	 12、-15、19、16　江口／渡辺
モショチー／シモン（ハンガリー）
	 16、20、-11、19　大川／難波
▼決勝
モショチー／シモン　-17、21、18、-13、13
	 ヘイドン／D. ロー（イングランド）

□混合ダブルス
▼1回戦
荻村／江口　キケン
	 トレビジョル／コロンバ（イタリア）
宮田／大川　14、11、11	
	 ニールセン／フォスム（ノルウェー）
田中／渡辺　キケン

セペシ／魏（スウェーデン／韓国）
▼2回戦
ステペク／ロゼアヌ（チェコ／ルーマニア）
	 21、-17、17、17　宮田／大川
角田／難波　6、13、15
	 テレバ／グラフコワ（チェコ）
荻村／江口　キケン

クバン・ワレ／クリズマン（アメリカ）
▼3回戦
角田／難波　-20、19、17、8
	 ライズマン／ニューバーガー（アメリカ）
荻村／江口　16、12、13
	 フロインドルファー／シェラフ（ドイツ）
田中／渡辺　22、17、10
	 ラルソン／S. テグナー（スウェーデン）
▼4回戦
角田／難波　17、19、10
	 グラニエ／アルベール（フランス）

荻村／江口　17、12、-17、15
	 シド／コチアン（ハンガリー）
田中／渡辺　-29、10、15、-17、18	
	 ガントナー／ツェラー（ルーマニア）
▼準々決勝
角田／難波　15、19、20	
	 ジェドバイ／ケレケス（ハンガリー）
荻村／江口　13、13、16

リーチ／D. ロー（イングランド）
アンドレアディス／ヘイドン（チェコ／イングランド）
	 -18、17、-15、13、14　田中／渡辺
▼準決勝
アンドレアディス／ヘイドン　6、-18、-14、8、3
	 角田／難波
荻村／江口　-15、-15、16、16、18	
ビナノフスキー／エリオット（チェコ／スコットランド）
▼決勝
荻村伊智朗／江口冨士枝　16、-19、18、-10、19
	 アンドレアディス／ヘイドン

第25回世界選手権大会
1959年3月27日～4月5日、於：西ドイツ・ドルトムント

●男子日本選手団
成田静司（日本大）、星野展弥（専修大）、村上輝夫（明
治大）、荻村伊智朗（三洋繊維）
●女子日本選手団
松﨑キミ代（専修大）、江口冨士枝（東レ）、山泉和子（東
レ）、難波多慧子（同女大出）

□男子団体
▼予選リーグ

〈日本　5─0　イタリア〉
○星野　　　　　12、12	 モリナ　
○荻村　　　　　13、8	 サンポ　
○成田　　　　　19、12	 ウインダーリン　
○星野　　　　　9、16	 サンポ　
○成田　　　　　17、17	 モリナ　

〈日本　5─0　オーストリア〉
○村上　　　　　14、15	 ヒルシュ　
○成田　　　　　17、15	 ホルト　
○荻村　　　　　14、12	 ストイバー　
○村上　　　　　18、14	 ホルト　
○荻村　　　　　10、8	 ヒルシュ　

〈日本　5─0　カナダ〉
○村上　　　　　14、8	 ガダニ　
○星野　　　　　11、6	 デソルミュ　
○荻村　　　　　5、2	 ボーラン　
○村上　　　　　18、14	 デソルミュ　
○荻村　　　　　8、5	 ガダニ　

〈日本　5─0　オランダ〉
○村上　　　　　7、7	 シェファー　
○成田　　　　　17、-21、16	 ショーフス　
○荻村　　　　　6、4	 ウィール　
○村上　　　　　11、5	 ショーフス　
○荻村　　　　　3、11	 シェファー　

〈日本　5─0　デンマーク〉
○村上　　　　　4、11	 ウィンガード　
○成田　　　　　7、7	 リチック　
○荻村　　　　　10、14	 ピーターセン　
○村上　　　　　11、18	 リチック　
○荻村　　　　　7、7	 ウィンガード　

〈日本　5─1　インド〉
　成田　　　　　-15、7、-17	 デイバン○
○荻村　　　　　11、8	 ボラ　
○村上　　　　　20、16	 サッカーシー　
○荻村　　　　　15、14	 デイバン　
○成田　　　　　11、17	 サッカーシー　
○村上　　　　　12、13	 ボラ　

〈日本　5─0　ルクセンブルク〉
○成田　　　　　21、-12、13	 ジャネット　
○星野　　　　　4、4	 カンビル　
○荻村　　　　　13、12	 フェルテン　

○星野　　　　　15、8	 ジャネット　
○成田　　　　　10、-17、8	 フェルテン　

〈日本　5─0　ユーゴ〉
○村上　　　　　-19、11、16	 マルコビッチ　
○星野　　　　　20、17	 ハランゴゾ　
○荻村　　　　　-19、19、14	 ボグリンチ　
○村上　　　　　19、-12、9	 ハランゴゾ　
○荻村　　　　　16、16	 マルコビッチ　

〈日本　5─0　東ドイツ〉
○星野　　　　　16、19	 ハンシュマン　
○荻村　　　　　10、20	 シュナイダー　
○村上　　　　　7、9	 テーゲル　
○星野　　　　　17、16	 シュナイダー　
○村上　　　　　8、17	 ハンシュマン　
▼準決勝

〈日本　5─3　ベトナム〉
○村上　　　　14、17	 マイ・バンフォア　
　星野　　　　-18、11、-12	 レ・バンチェット○
○荻村　　　　15、18	 トランカンドク　
○村上　　　　18、19	 レ・バンチェット　
　荻村　　　　-15、-6	 マイ・バンフォア○
　星野　　　　-14、-20	 トランカンドク○
○荻村　　　　20、19	 レ・バンチェット　
○村上　　　　8、6	 トランカンドク　
▼決勝

〈日本　5─1　ハンガリー〉
○村上　　　　-14、19、17	 シド　
○荻村　　　　18、-17、13	 ブボニー　
○星野　　　　17、12	 ベルチック　
　荻村　　　　-17、10、-14	 シド○
○村上　　　　-21、18、17	 ベルチック　
○星野　　　　13、14	 ブボニー　

□女子団体
▼予選リーグ

〈日本　3─0　イタリア〉
○江口　　　　　11、10	 ムグノズ　
○難波　　　　　9、15	 コロンボ　
○江口／山泉　　12、７	 ムグノズ／コロンボ　

〈日本　3─0　オーストリア〉
○難波　　　　　11、8	 ワネット　
○江口　　　　　5、9	 ハウスライトナー　
○江口／山泉			8、5	ワネット／ハウスライトナー　

〈日本　3─0　ニュージーランド〉
○江口　　　　　8、11	 イングリス　
○難波　　　　　10、18	 ウィリアムソン　
○江口／山泉		7、17	イングリス／ウィリアムソン　

〈日本　3─0　ベルギー〉
○松﨑　　　　　11、8	 ケンペン　
○江口　　　　　7、12	 ゲルダー　
○江口／難波　　6、12	 ローランド／ケンペン　

〈日本　3─0　フランス〉
○松﨑　　　　　15、13	 ロガーノ　
○江口　　　　　8、17	 ターレ　
○江口／難波　　19、12	 ターレ／アルベール　

〈日本　3─0　カナダ〉
○松﨑　　　　　7、6	 ジェソップ　
○江口　　　　　11、6	 ペアレント　
○江口／難波　	9、3	 ジェソップ／ペアレント　

〈日本　3─2　ハンガリー〉
　松﨑　　　　　18、-17、-13	 コチアン○
○江口　　　　　-18、12、15	 モショチー　
　江口／難波　	-17、-18	 コチアン／モショチー○
○江口　　　　　7、-13、15	 コチアン　
○松﨑　　　　　14、10	 モショチー　

〈日本　3─0　西ドイツ〉
○江口　　　　　7、13	 ミーレンハウゼン　
○難波　　　　　11、13	 クルーゼ　
○江口／山泉　　7、5	 シュラーフ／マチアス　
▼決勝リーグ

〈日本　3─0　中国〉
○難波　　　　　9、18	 　
○松﨑　　　　　13、13	 孫梅英　
○江口／松﨑　　11、8	 孫梅英／邱鐘恵　

226



世界卓球選手権大会

〈日本　3─2　韓国〉
　難波　　　　　-18、-18	 崔京子○
○松﨑　　　　　8、11	 曹敬子　
○江口／松﨑　　10、17	 崔京子／曹敬子　
　松﨑　　　　　18、-19、-16	 崔京子○
○難波　　　　　-19、16、15	 曹敬子　
※最終順位：①日本②韓国③中国

□男子シングルス
▼1回戦
村上　　　15、17、12	 グシュワ（アメリカ）
星野　　　12、9、15	 サファ（アラブ連合）
▼2回戦
村上　18、9、10	 スタネク（チェコ）
星野　-20、13、18、14クードグリアン（ブラジル）
荻村　20、17、17	 ダ・コスタ（ブラジル）
成田　9、10、-20、17	 アグナウアー（フランス）
▼3回戦
星野　　　　12、15、13	 グランエ（フランス）
徐寅生（中国）　　13、17、-13、-22、20	 成田
村上　　16、13、11	 マリオッチ（スイス）
荻村　　13、7、9	 ポポワ（ブルガリア）
▼4回戦
星野　19、18、17	 シュナイダー（東ドイツ）
村上　16、15、-18、17	アスラー（スウェーデン）
荻村　13、11、-19、17	ビナノフスキー（チェコ）
▼5回戦
荻村　17、11、-16、16	ラルソン（スウェーデン）
容国団（中国）　　18、-17、16、14	 星野
シド（ハンガリー）　-19、15、-19、7、15	 村上
▼準々決勝
荻村　　　　　19、18、20	 荘家富（中国）
▼準決勝
シド　　16、13、-11、-12、18	 荻村
容国団　20、-23、-12、18、8	マイルズ（アメリカ）
▼決勝
客国団　　　　-19、12、15、14	 シド

□女子シングルス
▼1回戦
山泉　　9、10、7	 ワネット（オーストリア）
▼2回戦
山泉　　12、12、10	 グローバー（西ドイツ）
松﨑　　13、10、9	 ルーガニ（フランス）
難波　　11、11、6	 ペルトン（オランダ）
江口　11、10、14	 ファン・ゲルダー（ベルギー）
▼3回戦
ヘイドン（イングランド）16、-18、20、20	 山泉
松﨑　　6、4、12	 ラバソワ（チェコ）
難波　　14、17、11	 マチアス（西ドイツ）
江口　　12、16、11	 D.	ロー（イングランド）
▼4回戦
松﨑　　12、18、9	 ビボー（ルーマニア）
難波　　5、14、18	 シュミット（ポーランド）
江口　　15、21、16	 曹敬子（韓国）
▼準々決勝
松﨑　　14、12、20	 シモン（オランダ）
コチアン（ハンガリー）17、18、-15、12	 難波
江口　　8、20、15	 ラントス（ハンガリー）
▼準決勝
松﨑　　　17、14、14	 邱鐘恵（中国）
江口　　　17、11、-8、20	 コチアン
▼決勝
松﨑キミ代　　　13、7、-18、18	 江口冨士枝

□男子ダブルス
▼1回戦
成田／星野　5、12、8	
	 ジャクソン／アムスバリー（アメリカ）
▼2回戦
成田／星野　15、14、19
	 ボラ／ナガラジー（インド）
荻村／村上　13、20、-11、16	
	 バートランド／デラバレー（ベルギー）

▼3回戦
成田／星野　16、15、18
	 イングバー／ランドリー（イングランド）
荻村／村上　-19、9、14、11
	 コチバ／レテー（ルーマニア）
▼4回戦
成田／星野　15、15、-21、14
	 バロー／グルニエ（フランス）
荻村／村上、12、18、19	
	トラン・バンリュー／レ・バンチェット（ベトナム）
▼準々決勝
ステペク／ビナノフスキー（チェコ）
	 -18、-16、12、16、20　成田／星野
荻村／村上　11、12、-22、19
	 シド／容国団（ハンガリー／中国）
▼準決勝
荻村／村上　13、-12、15、12
	 ベルチック／ホルジー（ハンガリー）
ステペク／ビナノフスキー　10、20、-19、13
	 アスラー／ラーケル（スウェーデン）
▼決勝
荻村伊智朗／村上輝夫　-17、-19、19、19、14
	 ステペク／ビナノフスキー

□女子ダブルス
▼1回戦
難波／山泉　11、9、3
	 クワイトン／ウイサム（ブルガリア）
▼2回戦
難波／山泉　14、-18、14、4
	 シュラフ／マチアス（西ドイツ）
江口／松﨑　11、6、19
	 クルーズ／ムエスラー（西ドイツ）
▼3回戦
難波／山泉　17、15、-17、13
	 コチアン／モショチー（ハンガリー）
江口／松﨑　19、8、13
	 カーリントン／ラバソワ（ハンガリー）
▼準々決勝
難波／山泉　11、13、15
	 グラフコワ／クロポワ（チェコ）
江口／松﨑　6、7、11
	 シモン／ニューバーガー（オランダ／アメリカ）
▼準決勝
難波／山泉　15、22、-16、11
	 ヘイドン／D. ロー（イングランド）
江口／松﨑　13、18、12　孫梅英／邱鐘恵（中国）
▼決勝
難波多慧子／山泉和子　19、15、14
	 江口冨士枝／松﨑キミ代

□混合ダブルス
▼1回戦
星野／難波　8、-18、6、-18、13	　マルコビッチ／
	 ウイリアムスン（ユーゴ／ニュージーランド）
成田／山泉	18、10、7	ストック／マン（西ドイツ）
▼2回戦
星野／難波　13、8、8
	 ハースト／ミーレンハウゼン（西ドイツ）
村上／松﨑　7、11、18
	 ロスラン／クイアトスカ（ポーランド）
成田／山泉　13、16、9
	 アルビオール／ホスピタル（スペイン）
荻村／江口　14、19、11
	 ファン・ゲルダー兄妹（ベルギー）
▼3回戦
星野／難波　-15、6、20、17
	 プロイゼル／ミッテルシュタット（東ドイツ）
村上／松﨑　16、8、15
	 ネグレスク／ビロー（ルーマニア）
成田／山泉　9、14、6
ウィルコックス／トラック（オーストリア／西ドイツ）
荻村／江口　12、15、13
	 コーラー／シュラック（西ドイツ）

▼4回戦
星野／難波　12、16、19
	 イニグバー／カーリントン（イングランド）
村上／松﨑　16、17、20
	 シド／モショチー（ハンガリー）
ループト／ヘイドン（ユーゴ／イングランド）
	 -20、17、-15、18、11　成田／山泉
荻村／江口　14、16、18	 姜永寧／ （中国）
▼準々決勝
ベルチック／ラントス（ハンガリー）
	 -18、15、11、19　星野／難波
村上／松﨑　14、14、11
	 ポセイパル／ラバソワ（チェコ）
荻村／江口　-17、11、20、19	 朴／曹（韓国）
▼準決勝
村上／松﨑　19、13、15	 ベルチック／ラントス
荻村／江口　18、18、-18、17
	 王伝耀／孫梅英（中国）
▼決勝
荻村伊智朗／江口冨士枝　14、7、14
	 村上輝夫／松﨑キミ代

第26回世界選手権大会
1961年4月5～14日、於：中国・北京

●男子日本選手団
星野展弥（ナンバ一番）、荻村伊智朗（青卓会）、渋
谷五郎（八幡製鉄）、木村興治（早稲田大）、三木圭
一（中央大）、村上輝夫（NHK）
●女子日本選手団
	伊藤和子（東レ）、松﨑キミ代（専修大）、岡田とみ（会
計検査院）、関正子（中央大）

□男子団体
▼予選リーグ

〈日本　5─0　シンガポール〉
○荻村　　　　　11、9	 王志南　
○星野　　　　　13、-19、18	 藩永浩　
○村上　　　　　13、14	 羅慶釗　
○荻村　　　　　13、13	 藩永浩　
○村上　　　　　11、4	 王志南　

〈日本　5─1　イングランド〉
○荻村　　　　　11、15	 イングバー　
○星野　　　　　15、15	 ハリソン　
○村上　　　　　10、17	 メレット　
　荻村　　　　　-18、-19	 ハリソン○
○村上　　　　　12、19	 イングバー　
○星野　　　　　13、-20、13	 メレット　

〈日本　5─0　キューバ〉
○荻村　　　　　1、5	 アングロ　
○渋谷　　　　　5、4	 レムス　
○木村　　　　　12、9	 フェレロ　
○荻村　　　　　4、6	 レムス　
○木村　　　　　5、11	 アングロ　

〈日本　5─0　ソ連〉
○荻村　　　　　8、16	 ノビコフ　
○星野　　　　　21、22	 アベリン　
○村上　　　　　10、18	 ソーノリス　
○荻村　　　　　12、17	 アベリン　
○村上　　　　　-18、12、13	 ノビコフ　

〈日本　5─0　北朝鮮〉
○荻村　　　　　16、14	 鄭吉和　
○星野　　　　　12、15	 金増昇　
○渋谷　　　　　6、17	 金春浩　
○荻村　　　　　17、13	 金増昇　
○渋谷　　　　　-18、18、19	 鄭吉和　

〈日本　5─0　ブラジル〉
○荻村　　　　　18、11	 ロート　
○木村　　　　　13、10	 コスタ　
○星野　　　　　13、13	 デュアルテ　
○荻村　　　　　16、-18、11	 コスタ　
○星野　　　　　10、7	 ロート　
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〈日本　5─1　ユーゴ〉
○荻村　　　　　15、14	 ボグリンチ　
○村上　　　　　-16、16、11	 マルコビッチ　
　木村　　　　　11、-24、-19	 ハルバト○
○荻村　　　　　19、14	 マルコビッチ　
○木村　　　　　16、19	 ボグリンチ　
○村上　　　　　15、10	 ハルバト　

〈日本　5─0　ニュージーランド〉
○星野　　　　　10、17	 フォスター　
○荻村　　　　　11、15	 トムリンソン　
○木村　　　　　3、14	 ダン　
○星野　　　　　8、16	 トムリンソン　
○木村　　　　　8、13	 フォスター　
▼決勝リーグ

〈日本　3─5　中国〉
　星野　　　　　-14、-22	 荘則棟○
○木村　　　　　-17、17、17	 徐寅生　
○荻村　　　　　19、19	 容国団　
　星野　　　　　17、-14、-18	 徐寅生○
　荻村　　　　　-13、-13	 荘則棟○
○木村　　　　　11、-15、17	 容国団　
　荻村　　　　　-7、-8	 徐寅生○
　星野　　　　　-15、20、-18	 容国団○

〈日本　5─2　ハンガリー〉
○村上　　　　　8、16	 ロザス　
○星野　　　　　17、17	 ペテルフィ　
○荻村　　　　　7、15	 シド　
　村上　　　　　-14、-20	 ペテルフィ○
○荻村　　　　　14、18	 ロザス　
　星野　　　　　-9、-18	 シド○
○荻村　　　　　16、11	 ペテルフィ　

〈中国　5─2　ハンガリー〉
※最終順位：①中国②日本③ハンガリー

□女子団体
▼予選リーグ

〈日本　3─0　北ベトナム〉
○松﨑　　　　　9、20	 トアンドン　
○伊藤　　　　　5、11	 チュクアン　
○松﨑／岡田　8、8	 チュクアン／トアンドン　

〈日本　3─0　ニュージーランド〉
○松﨑　　　　　2、15	 デービス　
○伊藤　　　　　12、14	 アットウッド　
○岡田／関　　　18、17	 デービス／グリーン　

〈日本　3─0　ソ連〉
○松﨑　　　　　6、6	 ラマナウスカイテ　
○伊藤　　　　　16、17	 バイスヤーク　
○松﨑／伊藤　　17、10
	 バイスヤーク／コンドラタイテ　

〈日本　3─0　ガーナ〉
○松﨑　　　　　2、10	 T.	アクエテ　
○岡田　　　　　7、10	 E.	アクエテ　
○松﨑／関　　7、9	 T.	アクエテ／ E.	アクエテ　

〈日本　3─0　スウェーデン〉
○松﨑　　　　　13、11	 アンダーソン　
○伊藤　　　　　13、11	 カールソン　
○松﨑／岡田　　10、15	 アンダーソン／ガンツ　

〈日本　3─0　イングランド〉
○伊藤　　　　　11、-14、21	 D. ロー　
○松﨑　　　　　14、13	 ハローワー　
○伊藤／松﨑　　14、5	 D. ロー／ハローワー　
▼決勝リーグ

〈日本　5─0　ルーマニア〉
○松﨑　　　　　13、9	 ピチカ　
○伊藤　　　　-17、15、13	 アレキサンドル　
○松﨑／伊藤　-19、21、10
	 アレキサンドル／ピチカ　
○松﨑　　　　　12、10	 アレキサンドル　
○伊藤　　　　　13、13	 ピチカ　

〈日本　3─2　中国〉
○松﨑　　　　　-20、12、12	 孫梅英　
　伊藤　　　　　-16、17、-19	 邱鐘恵○
　松﨑／伊藤　　12、-14、-17	 邱鐘恵／孫梅英○
○松﨑　　　　　18、8	 邱鐘恵　
○伊藤　　　　　9、18	 孫梅英　

〈中国　3─2　ルーマニア〉
※最終順位：①日本②中国③ルーマニア

□男子シングルス
▼1回戦
三木　　14、17、11	 アンドレアディス（チェコ）
▼2回戦
渋谷	14、9、14	トムリンソン（ニュージーランド）
三木　　　10、6、13	 ミドシ（ブラジル）
星野　　　キケン	 モハンラオ（ビルマ）
村上　　　キケン	 コン（ポルトガル）
荻村　16、11、14	 トムソン（オーストラリア）
木村　16、8、9	 クレードン（イングランド）
▼3回戦
三木　　17、16、-16、14	 郭仲恭（中国）
張燮林（中国）　-18、11、-16、20、13	 星野
荻村　　-14、14、13、-21、17	 周蘭遜（中国）
村上　　19、-18、16、16	 陳協中（中国）
荘則棟（中国）　-17、19、12、10	 木村
渋谷　　16、-19、15、18	 鄭吉和（北朝鮮）
▼4回戦
三木　　　　20、16、13	 王伝耀（中国）
李富栄（中国）　-19、-15、14、19、8	 渋谷
村上　　　14、13、11	 ゴモラ（西ドイツ）
荻村　6、19、-22、-15、13
	 プテルフィ（ハンガリー）
▼5回戦
荻村　　　20、15、10	 アベリン（ソ連）
三木　　19、-13、16、8	 シド（ハンガリー）
徐寅生（中国）　　　16、11、16	 村上
▼準々決勝
張燮林　　　　9、5、11	 三木
荘則棟　　　　9、21、10	 荻村
▼準決勝
荘則棟　　　　18、14、17	 徐寅生
李富栄　　　　15、11、10	 張燮林
▼決勝
荘則棟　　　　15、15、-19、17	 李富栄

□女子シングルス
▼2回戦
韓玉珍（中国）　13、13、-16、-18、13	 岡田
関　　　-20、-15、16、17、21	 何運富（中国）
伊藤　　14、13、17	 李赫男（中国）
松﨑　　15、15、14	 葉佩 （中国）
▼3回戦
王健（中国）　-14、12、20、18	 伊藤
松﨑　　　14、12、13	 ホレア（ルーマニア）
関　　　　-19、19、9、14	 黄玉環（中国）
▼4回戦
松﨑　　　-19、17、17、12	 梁麗珍（中国）
孫梅英（中国）　　-16、18、10、-15、15	 関
▼準々決勝
松﨑　　11、12、10	 D. ロー（イングランド）
▼準決勝
邱鐘恵（中国）　　　　　7、13、13	 王健
コチアン（ハンガリー）　-17、20、20、16	 松﨑
▼決勝
邱鐘恵　　-19、19、-14、18、19	 コチアン

□男子ダブルス
▼1回戦
渋谷／三木　　　16、-19、14、15	 郭兄弟
▼2回戦
荻村／村上	8、18、-19、17	曾傳強／呉小明（中国）
渋谷／三木　15、16、13
	 カリンスキー／クシンスキー（ポーランド）
星野／木村　-18、15、18、12
	 李仁蘇／王志良（中国）
▼3回戦
荻村／村上　13、14、19
	 ハリソン／メレット（イングランド）
渋谷／三木　12、18、12
	 ダン／フルー（ニュージーランド）

星野／木村　10、18、17
	 フォルジ／ピグニツキ（ハンガリー）
▼4回戦
荘則棟／李富栄（中国）　6、18、19	 渋谷／三木
星野／木村　16、19、16	 蔡明枢／屠漢剛（中国）
荻村／村上　14、12、19
	 フロインドルファー／ネス（西ドイツ）
▼準々決勝
星野／木村　10、13、13	 容国団／楊瑞華（中国）
周蘭蘇／王家声（中国）-19、17、19、19
	 荻村／村上
▼準決勝
星野／木村　14、-12、11、15	 	荘則棟／李富栄
ベルチック／シド（ハンガリー）
	 13、15、19　　周蘭蘇／王家声
▼決勝
星野展弥／木村興治　18、-25、19、13
	 ベルチック／シド

□女子ダブルス
▼2回戦
松﨑／伊藤　15、12、20	 黄玉環／葉素芬（中国）
岡田／関　-14、26、14、17	葉佩 ／林慧卿（中国）
▼3回戦
韓玉珍／梁麗珍（中国）　16、18、16	 岡田／関
松﨑／伊藤　7、13、11	 戴竜朱／池慧芳（中国）
▼準々決勝
アレキサンドル／ピチカ（ルーマニア）
	 22、-18、15、16　松﨑／伊藤
▼準決勝
アレキサンドル／ピチカ　-18、17、15、18　
	 胡克明／王健（中国）
邱鐘恵／孫梅英（中国）9、5、8	 韓玉珍／梁麗珍
▼決勝
アレキサンドル／ピチカ　14、-12、18、-17、13
	 邱鐘恵／孫梅英

□混合ダブルス
▼2回戦
荻村／松﨑　7、-14、19、11
	 屠漢剛／李赫男（中国）
星野／関	-14、17、19、14	張燮林／林慧卿（中国）
コビルザン／アレキサンドル（ルーマニア）
	 -19、10、18、13　渋谷／岡田
村上／伊藤　22、12、15
	 プロイゼ／パナッパ（東ドイツ）
▼3回戦
荻村／松﨑　17、14、18　
	 プランケ／フルーゼ（ドイツ）
星野／関　20、-12、14、-19、15
	 ハリソン／D. ロー（イングランド）
村上／伊藤　13、-15、11、19
	 余長春／胡淑芬（中国）
▼4回戦
李富栄／韓玉珍（中国）　19、14、17	 村上／伊藤
星野／関	19、10、-17、18	楊瑞華／狄嗇華（中国）
荻村／松﨑	19、-11、18、12	王家声／王健（中国）
▼準々決勝
星野／関　17、14、-20、12
	 レチ／フォレア（ルーマニア）
荻村／松﨑　23、16、16	 荘則棟／邱鐘恵（中国）
▼準決勝
荻村／松﨑　　　21、-15、19、14	 星野／関
李富栄／韓玉珍　13、14、7	王伝耀／孫梅英（中国）
▼決勝
荻村伊智朗／松﨑キミ代　17、14、-16、9
	 李富栄／韓玉珍
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世界卓球選手権大会

第27回世界選手権大会
1963年4月5～14日、於：チェコスロバキア・プラハ

●男子日本選手団
三木圭一（中央大）、小中健（法政大）、木村興治（早
稲田大）、荻村伊智朗（青卓会）
●女子日本選手団
	松﨑キミ代（日興證券）、関正子（中央大）、伊藤和
子（ナンバ一番）、山中教子（ナンバ一番）

□男子団体
▼予選リーグ

〈日本　5─0　ポーランド〉
○木村　　　　　8、13	 カリンスキ　
○荻村　　　　　8、12	 クシンスキ　
○三木　　　　　12、8	 グルザンカ　
○木村　　　　　17、10	 クシンスキ　
○三木　　　　　16、8	 カリンスキ　

〈日本　5─0　アメリカ〉
○荻村　　　　　11、20	 マイルズ　
○木村　　　　　10、17	 クレイン　
○小中　　　　　8、10	 フィールズ　
○荻村　　　　　13、21	 クレイン　
○小中　　　　　13、14	 マイルズ　

〈日本　5─0　オランダ〉
○三木　　　　　17、6	 B. スクーフス　
○荻村　　　　　16、19	 オンネス　
○小中　　　　　18、17	 F. スクーフス　
○三木　　　　　16、19	 オンネス　
○小中　　　　　6、6	 B. スクーフス　

〈日本　5─0　インド〉
○三木　　　　　11、11	 ボラ　
○木村　　　　　12、7	 ジャチャド　
○荻村　　　　　4、14	 ディバン　
○木村　　　　　11、7	 ボラ　
○三木　　　　　19、17	 ディバン　

〈日本　5─0　北ベトナム〉
○山中　　　　　9、7	 チャン　
○三木　　　　　15、14	 ヌイン　
○荻村　　　　　5、9	 グェン　
○小中　　　　　11、11	 ヌイン　
○荻村　　　　　10、15	 チャン
　

〈日本　5─0　イングランド〉
○木村　　　　　9、16	 クリーマン　
○荻村　　　　　-18、15、17	 ハリソン　
○小中　　　　　9、12	 バーネス　
○木村　　　　　-18、10、14	 ハリソン　
○小中　　　　　17、16	 クリーマン　
▼準決勝

〈日本　5─0　スウェーデン〉
○木村　　　　　10、9	 ベルンハルト　
○三木　　　　　23、15	 アルセア　
○荻村　　　　　19、15	 ヨハンソン　
○木村　　　　　15、20	 アルセア　
○荻村　　　　　10、11	 ベルンハルト　

〈中国　5─1　西ドイツ〉
▼決勝

〈中国　5─1　日本〉
　荘則棟　　　　　-20、13、-13	 木村○
○張燮林　　　　　9、8	 三木　
○徐寅生　　　　　11、17	 荻村　
○張燮林　　　　　5、11	 木村　
○荘則棟　　　　　19、19	 荻村　
○徐寅生　　　　　12、21	 三木　

□女子団体
▼予選リーグ

〈日本　3─0　オーストラリア〉
○松﨑　　　　　6、11	 ジャギール　
○関　　　　　　10、4	 シェパード　
○山中／伊藤　11、11	ジャボール／オブライエン　

〈日本　3─0　オランダ〉
○伊藤　　　　　5、10	 ボグマンス　
○松﨑　　　　　-15、10、10	 ウイニア　
○関／山中　　10、8	 ギグマンス／ウイニア　

〈日本　3─0　ノルウェー〉
○山中　　　　　9、8	 オメダル　
○松﨑　　　　　7、4	 グヌートセン　
○伊藤／関　　14、8　	オメダル／クヌートセン　

〈日本　3─0　ポルトガル〉
○松﨑　　　　　8、8	 カノ　
○関　　　　　　18、7	 トン　
○伊藤／山中　　18、19	 トン／カノ　

〈日本　3─0　ブルガリア〉
○松﨑　　　　　3、5	 ギャジェフ　
○伊藤　　　　　15、1	 クリストイワ　
○関／山中　5、6	 ギャジャエフ／クリストイワ　

〈日本　3─0　ブラジル〉
○山中　　　　　10、5	 デリア　
○伊藤　　　　　8、7	 コスタ　
○松﨑／関　　　18、15	 コスタ／タカタツ　

〈日本　3─0　ユーゴ〉
○関　　　　　　10、-15、9	 ピルク　
○松﨑　　　　　12、5	 ペトラッチ　
○松﨑／関　　　8、15	 ピルク／ペトラッチ　

〈日本　3─0　スウェーデン〉
○伊藤　　　　　12、10	 カールソン　
○関　　　　　　7、15	 ヨハンソン　
○山中／関 -17、8、19	カールソン／ヨハンソン　
▼準決勝

〈日本　3─0　ハンガリー〉
○関　　　　　　11、15	 フォルジ　
○松﨑　　　　　20、19	 ハイリツ　
○松﨑／関　-18、13、16	 フォルジ／ハイリツ　

　〈ルーマニア　3─2　中国〉
▼決勝

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○松﨑　　　　17、19	 コンスタンチネスク　
○関　　　　　16、17	 アレキサンドル　
○松﨑／関　17、12	 アレキサンドル／ピチカ　

□男子シングルス
▼2回戦
三木　　4、18、5	 コルロー（イラン）
荻村　　13、19、16	 マイルズ（アメリカ）
木村　　15、-15、-10、14、14	 蘇国熙（中国）
小中　　15、9、18	 バーネス（イングランド）
▼3回戦
三木　16、15、24	 ホールチャル（ハンガリー）
木村　12、-20、15、18	 シェラー（西ドイツ）
小中　11、24、-16、14	 スタネク（チェコ）
荻村　18、-12、14、19	 郭仲恭（中国）
▼4回戦
胡道本（中国）　　　15、11、15	 三木
小中	10、3、-17、10	 ジュルジュカ（ルーマニア）
木村　-20、9、-19、3、8	 レムケ（東ドイツ）
荻村　19、20、-11、-19、20	 王家声（中国）
▼5回戦
王志良（中国）　　19、-19、12、-9、15	 木村
荘則棟（中国）　　13、16、-15、16	 小中
荻村　-12、-15、17、17、16
	 ベルチク（ハンガリー）
▼準々決勝
張燮林（中国）　　18、-20、16、-18、14	 荻村
▼準決勝
荘則棟　　　　　	　18、13、22	 張燮林
李富栄（中国）　　　18、10、15	 王志良
▼決勝
荘則棟　　　16、15、-10、18	 李富栄

□女子シングルス
▼1回戦
松﨑　　11、12、9	 クリストワ（ブルガリア）
伊藤　　キケン	 アクェッチ（ガーナ）
関　　　キケン	 スクリバノウ（ギリシャ）

山中　18、-18、19、-18、10
	 ノボリータ（ポーランド）
▼2回戦
伊藤　　　　22、17、7	 ルキナ（ソ連）
松﨑　-22、13、-20、13、19	 胡克明（中国）
山中　16、21、18	 ウィリアムス（イングランド）
林慧卿（中国）　　　16、20、-18、15	 関
▼3回戦
松﨑　　　10、14、13	 クント（東ドイツ）
山中　　　16、19、19	 石鳳玲（中国）
伊藤　-18、10、22、8	 シュミット（ポーランド）
▼4回戦
松﨑　　8、16、15	 ピチカ（ルーマニア）
コンスタンチネスク（ルーマニア）
	 -13、22、17、12　伊藤
山中　　　18、19、17	 邱鐘恵（中国）
▼準々決勝
松﨑　　　21、18、18	 梁麗珍（中国）
アレキサンドル（ルーマニア）
	 16、-20、18、-11、19　山中
▼準決勝
松﨑　　-16、15、10、10	 コンスタンチネスク
アレキサンドル　　　3─0	 孫梅英
▼決勝
松﨑キミ代		14、13、-20、-15、17	 アレキサンドル

□男子ダブルス
▼2回戦
三木／小中　18、11、-16、12
	 キル／デュク（北朝鮮）
荻村／木村　15、16、-20、8
	 クリストドラトス／ギアンナコポロス（ギリシャ）
▼3回戦
三木／小中　5、13、12
	 ベルトランド／デワート（ベルギー）
張燮林／王志良（中国）11、22、14	 荻村／木村
▼4回戦
三木／小中	15、16、-8、18	郭仲恭／鄭仲賢（中国）
▼準々決勝
三木／小中　17、16、-16、10
	 楊瑞華／周蘭蓀（中国）
▼準決勝
荘則棟／徐寅生（中国）　13、19、15	 三木／小中
張燮林／王志良　20、18、12
	 李富栄／王家声（中国）
▼決勝
張燮林／王志良　　18、15、17	 荘則棟／徐寅生

□女子ダブルス
▼2回戦
松﨑／関　8、10、14
	 ボヤジェワ／クリストワ（ブルガリア）
伊藤／山中　15、6、7
	 ザメツニコワ／トマソワ（チェコ）
▼3回戦
松﨑／関　17、13、15
	 ルビンスタイン／ルキナ（ソ連）
伊藤／山中　　キケン					トン／カノ（ポルトガル）
▼4回戦
松﨑／関　6、13、18	 金重実／康慈雨（北朝鮮）
伊藤／山中　11、7、8
	 スチブナー／デリア（東ドイツ／ブラジル）
▼準々決勝
伊藤／山中　18、18、15	 梁麗珍／狄薔華（中国）
松﨑／関　10、-16、14、18
	 フォルジ／ハインツ（ハンガリー）
▼準決勝
松﨑／関　-16、13、13、-19、16
	 邱鐘恵／王健（中国）
D. ロー／シャノン（イングランド）18、-21、10、19
	 伊藤／山中
▼決勝
松﨑キミ代／関正子　16、-15、15、16
	 D. ロー／シャノン
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□混合ダブルス
▼1回戦
小中／山中　7、12、17
	 ガビェル／ルグラ（フランス）
木村／伊藤　10、15、15	 キム／ハイタ（北朝鮮）
▼2回戦
三木／関　15、16、17
	 ハリソン／D. ロー（イングランド）
小中／山中　16、-15、21、15
	 クライン／ニューバーガー（アメリカ）
荻村／松﨑　11、14、-21、12
	 サンダー／フォルジ（ハンガリー）
木村／伊藤　11、16、18	 李富栄／梁麗珍（中国）
▼3回戦
三木／関　19、-16、12、16
	 アルント／ブックホルツ（西ドイツ）
木村／伊藤　-15、15、13、9
	 王志良／林慧郷（中国）
荻村／松﨑　17、-15、13、12
	 シェラー／シモン（西ドイツ）
小中／山中　-20、19、-17、18、18
	 プロイゼ／カールバイト（東ドイツ）
▼4回戦
三木／関　　9、16、9	 王家声／王健（中国）
張燮林／鄭敏之（中国）-24、14、21、10	荻村／松﨑
木村／伊藤　9、17、7
	 レチ／フォレア（ルーマニア）
小中／山中　-16、-20、5、19、14
	 余長春／李赫男（中国）
▼準々決勝
木村／伊藤	17、9、-20、24		胡道本／狄薔華（中国）
荘則棟／邱鐘恵（中国）　19、11、10	 小中／山中
三木／関　17、15、20
	 アルセア／ハルスト（スウェーデン／西ドイツ）
▼準決勝
木村／伊藤　-9、10、19、10
	 ファハジ／フォルジ（ハンガリー）
三木／関　　11、-19、19、14	 荘則棟／邱鐘恵
▼決勝
木村興治／伊藤和子	18、14、19	三木圭一／関正子

第28回世界選手権大会
1965年4月15～25日、於：ユーゴスラビア・リュブリアナ

●男子日本選手団
荻村伊智朗（青卓会）、木村興治（ゼネラル石油）、
小中健（リコー）、高橋浩（シチズン時計）、野平孝
雄（専修大）
●女子日本選手団
山中教子（ナンバ一番）、磯村淳（青卓会）、深津尚子（慶
應義塾大）、関正子（旭精機）

□男子団体
▼予選リーグ〈Bグループ2組〉

〈日本　5─0　スペイン〉
○小中　　　　　7、11	 イバネス　
○野平　　　　　11、10	 セラノ　
○高橋　　　　　10、8	 パレス　
○小中　　　　　9、3	 セラノ　
○高橋　　　　　13、8	 イバネス　

〈日本　5─1　デンマーク〉
○木村　　　　　19、16	 ハンセン　
○野平　　　　　17、18	 ランベルク　
○小中　　　　　9、7	 ペテルセン　
○木村　　　　　14、7	 ランベルク　
　小中　　　　　-18、13、-20	 ハンセン○
○野平　　　　　16、9	 ペテルセン　

〈日本　5─0　オーストラリア〉
○高橋　　　　　16、15	 ウィルコックス　
○木村　　　　　13、16	 マクドナルド　
○荻村　　　　　11、7	 スターリング　
○高橋　　　　　14、12	 マクドナルド　
○荻村　　　　　13、11	 ウィルコックス　

▼準決勝リーグ〈Ｂグループ〉
〈日本　5─0　イングランド〉

○小中　　　　　10、13	 ライト　
○高橋　　　　　14、14	 バーンズ　
○木村　　　　　15、7	 ハリソン　
○小中　　　　　-18、13、13	 バーンズ　
○木村　　　　　13、7	 ライト　

〈日本　5─0　スウェーデン〉
○木村　　　　　-12、4、10	 バーナート　
○小中　　　　　-7、19、19	 アルセア　
○高橋　　　　　-13、18、19	 ヨハンソン　
○木村　　　　　19、-13、24	 アルセア　
○高橋　　　　　16、15	 バーナート　

〈日本　5─2　北朝鮮〉
○木村　　　　　14、-19、17	 金春浩　
　小中　　　　　-15、-19	 朴信一○
○高橋　　　　　15、18	 鄭良雄　
○木村　　　　　18、11	 朴信一　
　高橋　　　　　20、-16、-8	 金春浩○
○小中　　　　　16、-15、11	 鄭良雄　
○高橋　　　　　23、12	 朴信一　

〈日本　5─1　ハンガリー〉
○小中　　　　　10、12	 ファハシ　
○高橋　　　　　16、12	 ピグニツキ　
　木村　　　　　-22、-21	 ハランギ○
○小中　　　　　16、-11、15	 ピグニツキ　
○木村　　　　　14、14	 ファハシ　
○高橋　　　　　12、10	 ハランギ　

〈日本　5─0　イラン〉
○木村　　　　　12、13	 エーテシャムザデ　
○小中　　　　　11、9	 ラバサニ　
○荻村　　　　　17、11	 ボゾルグザデ　
○小中　　　　　7、7	 エーテシャムザデ　
○木村　　　　　15、18	 ボゾルグザデ　
▼3位決定戦

〈北朝鮮　5─2　ユーゴ〉
○金春浩　　　　　17、18	 ベッコ　
　朴信一　　　　-22、15、-18	 コルパ○
○キム・ユンサム　15、-17、12	 マルコビッチ　
　金春浩　　　　-14、-17	 コルパ○
○キム・ユンサム　18、15	 ベッコ　
○朴信一　　　12、-22、14	 マルコビッチ　
○キム・ユンサム　18、15	 コルパ　
▼決勝

〈日本　2─5　中国〉
○高橋　　　　　16、-12、16	 張燮林　
　小中　　　　　-18、-19	 李富栄○
　木村　　　　　-13、15、-18	 荘則棟○
　小中　　　　　-8、-10	 張燮林○
○高橋　　　　　18、20	 荘則棟　
　木村　　　　　-20、15、-11	 李富栄○
　小中　　　　　19、-12、-16	 荘則棟○

□女子団体
▼予選リーグ〈Aグループ1組〉

〈日本　3─0　ポルトガル〉
○関　　　　　7、11	 L. カン　
○山中　　　　14、-19、9	 E. トン　
○関／山中　　17、17	 L. カン／ E. トン　

〈日本　3─0　ベルギー〉
○磯村　　　　16、14	 ペトル　
○関　　　　　11、18	 コーネリス　
○関／山中　　12、9	 スタス／ペトル　

〈日本　3─0　ガーナ〉
○深津　　　　8、13	 アケテー　
○山中　　　　10、13	 ジャクス　
○関／深津　　5、13	 アケテー／ジャスク　
▼準決勝リーグ〈Aグループ〉

〈日本　3─0　チェコ〉
○深津　　　　12、10	 ボサ　
○山中　　　　-19、20、10	 ルゾワ　
○関／山中　　13、20	 ボサ／ルゾワ　

〈日本　3─1　イングランド〉
○関　　　　　17、13	 ベル　
○深津　　　　12、18	 D.	ロー　
　関／深津　15、-12、-16	 シャノン／D.	ロー○
○関　　　　　13、12	 D.	ロー　

〈日本　3─0　ハンガリー〉
○深津　　　　16、15	 フォルディ　
○関　　　　　10、11	 ジューリック　
○関／深津　　-19、13、20
	 フォルディ／ジューリック　
▼3位決定戦

〈イングランド　3─0　ルーマニア〉
○D.	ロー　　　16、14	 コンスタンチネスク　
○シャノン　　　18、7	 アレキサンドル　
○D.	ロー／シャノン　-21、12、15
	 コンスタンチネス／アレキサンドル　
▼決勝

〈日本　0─3　中国〉
　関　　　　-11、18、-12	 鄭敏之○
　深津　　　-16、18、-15	 林慧卿○
　関／深津　-11、-14	 林慧卿／鄭敏之○

□男子シングルス
▼決勝トーナメント3回戦
荻村　12、15、13	 ベリコフ（ブルガリア）
木村　14、13、13			リー・キム・ロク（インドネシア）
高橋　-19、10、16、16	 ニール（イングランド）
小中　-15、14、10、-16、18	 鄭良雄（北朝鮮）
野平　　　キケン	 			ロドリゲス（エクアドル）
▼4回戦
荻村　14、-15、15、22	 レチ（ルーマニア）
野平	15、5、13	ウィルコックス（オーストラリア）
小中　14、14、15	 バーンズ（イングランド）
木村　10、11、13	 スエーリス（アメリカ）
高橋　-18、12、11、-16、19
	 ピグニツキ（ハンガリー）
▼5回戦
野平　15、18、-22、13	 ハイネ（オーストリア）
朴信一（北朝鮮）　　　14、7、18	 荻村
木村　10、10、-19、15	 ハランギ（ハンガリー）
張燮林（中国）　　　16、11、-16、18	 小中
高橋　　　-17、19、18、10	 王志良（中国）
▼6回戦
李富栄（中国）　　-15、13、16、19	 野平
周蘭蓀（中国）　　15、9、-20、-18、21	 木村
高橋	-19、19、-18、18、15		マルコビッチ（ユーゴ）
▼準々決勝
荘則棟（中国）　　　18、8、15	 高橋
李富栄　　-15、13、16、19	 胡道本（中国）
徐寅生（中国）　　　15、13、18	 周蘭蓀
シェラー（西ドイツ）15、14、-16、-21、25
	 張燮林
▼準決勝
荘則棟　　　　15、15、10	 シェラー
李富栄　　　　11、16、-16、19	 徐寅生
▼決勝
荘則棟　　　18、-14、21、-19、15	 李富栄

□女子シングルス
▼決勝トーナメント3回戦
深津　　6、8、9	 シュトラウス（東ドイツ）
関　　-18、16、12、12	 ガイスラー（東ドイツ）
山中		26、18、14	 E. ヨハンソン（スウェーデン）
磯村　　　　19、12、19	 スタス（ベルギー）
▼4回戦
深津　　12、-20、15、19	 狄薔華（中国）
山中　　19、22、13	 シャノン（イングランド）
関　　　12、10、15	 ノオリタ（ポーランド）
林慧卿（中国）　　　　16、9、9	 磯村
▼5回戦
深津　　　8、7、6	 ブコールズ（西ドイツ）
山中		-15、18、-9、19、15	 グリンベルク（ソ連）
関　　　　12、15、20	 シモン（西ドイツ）

230



世界卓球選手権大会

▼準々決勝
深津　　-11、-14、19、16、11	 鄭敏之（中国）
山中　　-16、14、15、16	 梁麗珍（中国）
李莉（中国）　　16、17、15	 関
林慧卿　-13、17、7、11
	 アレキサンドル（ルーマニア）
▼準決勝
深津　　　-14、-13、13、17、20	 山中
林慧卿　　　17、10、-19、15	 李莉
▼決勝
深津尚子　　12、17、-15、-13、16	 林慧卿

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント3回戦
荻村／高橋　15、13、14
	 ドミックス／クシンスキー（ポーランド）
木村／小中　11、14、11
	 ヌバン／コワルスキー（ポーランド）
▼4回戦
荻村／高橋　21、13、15
	 ランベルク／ハンセン（デンマーク）
木村／小中　17、12、19	
	 プロイセ／レムケ（東ドイツ）
▼5回戦
荻村／高橋　-17、18、-18、20、17
	 ピグニツキ／ファハシ（ハンガリー）
木村／小中　15、22、13
	 バーナート／C. ヨハンソン（スウェーデン）
▼準々決勝
荘則棟／徐寅生（中国）-16、16、20、10	荻村／高橋
周蘭蓀／余長春（中国）-16、16、-19、19、14
	 木村／小中
李富栄／王家声（中国）4、14、16
	 シュルベク／フルブド（ユーゴ）
張燮林／王志良（中国）11、20、15
	 コルパ／ベッコ（ユーゴ）
▼準決勝
荘則棟／徐寅生	19、15、-14、17	 李富栄／王家声
張燮林／王志良　	15、19、17	 周蘭蓀／余長春
▼決勝
荘則棟／徐寅生　15、13、13	 張燮林／王志良

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント3回戦
関／山中　12、11、16
	 ツツルーン／カマルジン（インドネシア）
深津／磯村	9、6、8	ジャケット／スターン（スイス）
▼4回戦
関／山中　20、19、12	 狄薔華／劉美英（中国）
李莉／馮夢雅（中国）-18、18、-15、18、11
	 深津／磯村
▼準々決勝
関／山中　12、8、11
	 ルーカクス／パップ（ハンガリー）
梁麗珍／李赫男（中国）14、18、15
	アレキサンドル／コンスタンチネスク（ルーマニア）
李莉／馮夢雅	14、14、19		周一玲／仇宝琴（中国）
林慧卿／鄭敏之（中国）-19、12、-19、20、12
	 シュミット／ノオリタ（ポーランド）
▼準決勝
関／山中　-14、16、-17、11、11	 梁麗珍／李赫男
林慧卿／鄭敏之　16、16、18	 李莉／馮夢雅
▼決勝
林慧卿／鄭敏之　15、-6、11、-16、19
	 関正子／山中教子

□混合ダブルス
▼3回戦
木村／関　-19、16、13、19
	 アベリン／ルドノワ（ソ連）
アルセア／ヨハンソン（スウェーデン）
	 -16、-15、12、19、19　荻村／磯村
高橋／山中　15、13、13
	 ランクマン／スタス（ベルギー）

小中／深津　11、18、13
	 クシンスキー／カリンスカ（ポーランド）
▼4回戦
木村／関　11、8、6
	 ベーカー／ボグマンズ（オランダ）
小中／深津　13、-13、-16、14、16
	 ゴマツコフ／ペイサリー（ソ連）
高橋／山中　-24、9、10、13
	 スタネク／ボサ（チェコ）
▼5回戦
木村／関　17、14、16	 李富栄／李赫男（中国）
小中／深津　-18、17、9、-18、19
	 ギルギューカ／コンスタンチネスク（ルーマニア）
高橋／山中　-18、14、12、15
	 ピルチ／ベッコ（ユーゴ）
▼準々決勝
木村／関 -17、19、14、16	ミコ／ルゾワ（チェコ）
小中／深津　15、17、-17、-21、17
	 王家声／狄薔華（中国）
張燮林／林慧卿（中国）10、18、19	 高橋／山中
荘則棟／梁麗珍（中国）16、16、19
	 アルセア／ヨハンソン（スウェーデン）
▼準決勝
木村／関　　　16、10、-19、20	 小中／深津
張燮林／林慧卿　18、-16、14、11	荘則棟／梁麗珍
▼決勝
木村興治／関正子　13、-18、-21、12、18
	 張燮林／林慧卿

第29回世界選手権大会
1967年4月11～21日、於：スウェーデン・ストックホルム

●男子日本選手団
木村興治（ゼネラル石油）、長谷川信彦（愛知工大）、
河野満（専修大）、鍵本肇（早稲田大）、河原智（早
稲田大）、笠井賢二（愛知工大）、吉田正勝（愛知工大）
反畑秀彦（三井生命）
●女子日本選手団
	山中教子（青卓会）、森澤幸子（大生信用組合）、広
田佐枝子（専修大）、深津尚子（慶應大）

□男子団体
▼予選リーグ
〈Aグループ１組〉①日本②ポーランド③フィンラン
ド④ガーナ⑤エクアドル
▼準決勝リーグ（Aグループ）

〈日本　5─0　ユーゴ〉
○河野　　　-17、14、16	 ステパンチッチ　
○鍵本　　　11、16	 シュルベク　
○長谷川　　　11、-18、19	 コルパ　
○鍵本　　　-16、19、14	 ステパンチッチ　
○河野　　　-19、10、19	 コルパ　

〈日本　5─1　西ドイツ〉
○河野　　　　-19、19、19	 アーント　
○鍵本　　　　14、17	 ネス　
○長谷川　　　21、-9、10	 シェラー　
○鍵本　　　　23、12	 アーント　
　河野　　　　-18、-19	 シェラー○
○長谷川　　　13、14	 ネス　

〈日本　5─3　ソ連〉
　鍵本　　　　-17、-14	 サルホヤン○
　河野　　　　14、-21、-9	 ゴモスコフ○
○長谷川　　　16、20	 アメリン　
　鍵本　　　　-18、-17	 ゴモスコフ○
○長谷川　　　14、-19、18	 サルホヤン　
○河野　　　　14、18	 アメリン　
○長谷川　　　-16、12、19	 ゴモスコフ　
○鍵本　　　　-16、22、12	 アメリン　
▼3～4位決定戦

〈スウェーデン　5─2　西ドイツ〉
　アルセア　　　　-19、12、-19	 アーント○
　バーナート　　　-10、9、-19	 ネス○
○ヨハンソン　　　10、22	 ヤンセン　

○アルセア　　　　21、16	 ネス　
○ヨハンソン　　　-20、11、11	 アーント　
○バーナート　　　-16、18、14	 ヤンセン　
○ヨハンソン　　　18、19	 ネス　
▼決勝

〈日本　5─3　北朝鮮〉
　河野　　　　-20、-10	 金昌虎○
○長谷川　　　16、-20、16	 鄭良雄　
○鍵本　　　　19、15	 朴信一　
　長谷川　　　18、-18、-14	 金昌虎○
○河野　　　　17、7	 朴信一　
　鍵本　　　　-18、-16	 鄭良雄○
○長谷川　　　16、16	 朴信一　
○鍵本　　　　18、18	 金昌虎　

□女子団体
▼予選リーグ〈Aグループ1組〉
①日本②ニュージーランド③アメリカ④ノルウェー
▼準決勝リーグ

〈日本　3─0　東ドイツ〉
○山中　　　10、11	 ホヘスタット　
○深津　　　19、16	 ガイスラー　
○山中／深津	10、9	 ホヘスタット／ガイスラー　

〈日本　3─0　イングランド〉
○山中　　　　　10、14	 スミス　
○深津　　　　　15、19	 ライト　
○山中／深津　　17、16	 スミス／ライト　

〈日本　3─1　チェコ〉
　山中　　　　　10、-13、-20	 ルゾワ○
○深津　　　　　13、10	 ボストワ　
○山中／深津　　19、20	 ルゾワ／カーリコワ　
○深津　　　　　22、8	 ルゾワ　
▼3位決定戦

〈ハンガリー　3─2　チェコ〉
▼決勝

〈日本　3─0　ソ連〉
○山中　　　　17、20	 ルドノワ　
○深津　　　　18、17	 グリンベルグ　
○山中／深津	-20、19、14	ルドノワ／バライシテ　

□男子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
反畑　　　キケン	 　　　コーニル（ベルギー）
吉田　　　3─2	 ランガン（アイルランド）
▼2回戦
河原　　　3─0	 ヤング（カンボジア）
反畑　　　3─0	 全徳治（北朝鮮）
吉田　　　3─0	 スブ（パレスチナ）
笠井　　　3─0	 ペターリン（デンマーク）
▼3回戦
河野　　19、13、-16、9	 オネス（オランダ）
河原　　8、15、-19、21	 パップ（ハンガリー）
ベッコ（ユーゴ）　　14、16、-24、16	 吉田
ギルギューカ（ルーマニア）　11、8、13	 反畑
木村　　　11、17、13	 ヤンセン（西ドイツ）
鍵本　　　14、8、10	 スウェーリス（アメリカ）
笠井			-18、-12、18、12、13	 ボゾルグザディ（イラン）
長谷川　　　5、10、7	 フォノラ（スペイン）
▼4回戦
笠井　17、-20、15、15	クシンスキ（ポーランド）
河野　19、-12、18、13	 ギブス（イングランド）
朴信一（北朝鮮）　　-18、14、19、21	 河原
木村　　　18、17、11	 スクーフス（オランダ）
長谷川　　　　7、14、9	 ヘルム（オランダ）
ネグレスク（ルーマニア）20、-20、20、-17、17
	 鍵本
▼5回戦
河野　　6、8、14	 プルノモ（インドネシア）
木村　20、-11、14、17	 ニール（イングランド）
笠井		-16、18、20、-20、18	 アーント（西ドイツ）
長谷川　15、14、14	 バーンズ（イングランド）
▼6回戦
河野　17、17、-16、-18、19	 ゴモスコフ（ソ連）
木村　18、11、15	 サルホヤン（ソ連）

231



国際大会

コルパ（ユーゴ）　　13、14、-11、13	 笠井
長谷川　19、9、12	 コビルザン（ルーマニア）
▼準々決勝
河野　　　　15、19、12	 朴信一
木村　　16、-14、18、-17、15	 ミコ（チェコ）
シェラー（西ドイツ）　-20、-18、19、15、21
	 金昌虎（北朝鮮）
長谷川　　　　14、14、17	 コルパ
▼準決勝
河野　　　　17、-19、19、13	 木村
長谷川　　　　20、14、9	 シェラー
▼決勝
長谷川信彦　　8、-19、-20、14、16	 河野満

□女子シングルス
▼3回戦
深津　5、5、9	 アンダーソン（スウェーデン）
広田　7、11、14	 ニューバーガー（アメリカ）
森澤　11、17、18	 キシャジ（ハンガリー）
山中　8、14、14	 バイシャルブ（ソ連）
▼4回戦
深津　　11、11、10	 リヒター（東ドイツ）
広田　　17、5、8	 ドロベール（フランス）
森澤　　6、16、14	 スミス（イングランド）
山中　　13、12、13	 ユリック（ハンガリー）
▼5回戦
深津　　8、18、14	 シェラー（西ドイツ）
アレキサンドル（ルーマニア）	
	 -14、17、-16、12、10　広田
森澤　　6、12、10	 カリンスカ（ポーランド）
山中　　11、14、12	 アルツ（オランダ）
▼準々決勝
深津　　14、19、19	 ライト（イングランド）
ルドノワ（ソ連）　21、12、15	 アレキサンドル
森澤　　19、16、17	 ガイスラー（東ドイツ）
山中　　16、18、17	 ルゾワ（チェコ）
▼準決勝
深津　　14、15、14	 ルドノワ
森澤　　19、-17、-21、6、18	 山中
▼決勝
森澤幸子　　　18、-15、18、17	 深津尚子

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
木村／笠井　　　3─0	 スリーブ／キャロル
	 （オーストラリア／ニュージーランド）
▼2回戦
反畑／吉田	3─0	パステル／ナクボリス（イスラエル）
▼3回戦
ネグレスク／レチ（ルーマニア）15、11、14
	 反畑／吉田
アルセア／ヨハンソン（スウェーデン）	
	 -11、-19、17、17、6　木村／笠井
鍵本／河原	10、16、14	シェルギ／ドーン（フランス）
長谷川／河野　10、6、-16、9
	 ベルグステット／マグヌソン（スウェーデン）
▼4回戦
長谷川／河野　12、18、15
	 ステパンチッチ／シュルベク（ユーゴ）
鍵本／河原　9、-12、11、-17、15
	 レビン／ローズベリー（スウェーデン）
▼5回戦
コルパ／ベッコ（ユーゴ）17、18、23	鍵本／河原
長谷川／河野　15、14、19
	 金英三／美能和（北朝鮮）
▼準々決勝
アメリン／ゴモスコフ（ソ連）15、17、17
	 バーンズ／ニール（イングランド）
ミコ／スタネク（チェコ）-16、17、19、16
	 コルパ／ベッコ
アルセア／ヨハンソン　18、10、-12、-19、16
	 金徳治／鄭良雄（北朝鮮）
長谷川／河野　10、16、22
	 レムケ／ファーター（東ドイツ）

▼準決勝
アメリン／ゴモスコフ　-20、19、19、-18、20
	 ミコ／スタネク
アルセア／ヨハンソン　17、15、-17、19
	 長谷川／河野
▼決勝
アルセア／ヨハンソン　16、-19、13、-12、20
	 アメリン／ゴモスコフ

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント3回戦
山中／深津　8、13、14
	 クリストワ／イワノワ（ブルガリア）
▼4回戦
山中／深津　17、5、8
	 アレキサンドル／ミハルカ（ルーマニア）
森澤／広田　16、12、17
	 ルゾワ／カーリコワ（チェコ）
▼準々決勝
山中／深津　-16、14、14、6
	 パイシャルブ／バライシテ（ソ連）
コチアン／ユリック（ハンガリー）
18、-10、-16、11、11	ピルチ／ストイシク（ユーゴ）
ルドノワ／グリンベルグ（ソ連）14、16、16
	 ライト／スミス（イングランド）
森澤／広田　16、16、12
	 シモン／ブホルツ（西ドイツ）
▼準決勝
山中／深津　18、16、-16、8	コチアン／ユリック
森澤／広田　13、19、-16、-15、19
	 グリンベルグ／ルドノワ
▼決勝
森澤幸子／広田佐枝子　19、17、20
	 山中教子／深津尚子

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント3回戦
長谷川／山中　-15、15、-16、13、15
	 スタネク／ボストワ（チェコ）
河野／森澤　14、7、11
	 シュタイン／ガイスラー（東ドイツ）
木村／深津　7、25、7
	 ネグレスク／クリサン（ルーマニア）
メルストロム／バライシテ（スウェーデン／ソ連）
	 11、-7、15、15　鍵本／広田
▼4回戦
長谷川／山中　18、16、10
	 フランケンベルク／キルバート（オーストラリア）
河野／森澤　-19、7、11、11
	 ペターソン／ヘンリクセン（デンマーク）
木村／深津　15、-19、13、15
	 ファーター／ホヘスタット（東ドイツ）
▼5回戦
長谷川／山中　10、17、17
	 アーント／ブホルツ（西ドイツ）
木村／深津　16、18、-14、12
	 サルホヤン／ポゴソワ（ソ連）
アメリン／ルドノワ（ソ連）18、16、-10、-19、12
	 河野／森澤
▼準々決勝
長谷川／山中　16、16、9
	 アルセア／ヨハンソン（スウェーデン）
アメリン／ルドノワ　18、-7、-20、21、18
	 ミコ／ルゾワ（チェコ）
ギルギューカ／アレキサンドル（ルーマニア）

13、10、-16、13
	 シェラー／シェラー（西ドイツ）
木村／深津　15、19、19
	 ニール／スミス（イングランド）
▼準決勝
長谷川／山中　-14、16、17、21
	 アメリン／ルドノワ
木村／深津　9、12、17
	 ギルギューカ／アレキサンドル

▼決勝
長谷川信彦／山中教子　15、20、-19、14
	 木村興治／深津尚子

第30回世界選手権大会
1969年4月17～27日、於：西ドイツ・ミュンヘン

●男子日本選手団
伊藤繁雄（蝶友クラブ）、長谷川信彦（愛知工大）、
河野満（旺文社）、井上哲夫（専修大）、田阪登紀夫（早
稲田大）、笠井賢二（愛知工大）
●女子日本選手団
小和田敏子（中京大）、森澤幸子（大生信用組合）、
広田佐枝子（専修大）、伊藤和子（大生信用組合）、
浜田美穂（中央大）、今野安子（愛知工大）

□男子団体
▼準決勝リーグ（Ａグループ）

〈日本　5─0　ハンガリー〉
○河野　　　　　12、16	 ベレツナイ　
○伊藤　　　　　14、9	 ボルッセイ　
○長谷川　　　　16、-19、17	 ヨンヤー　
○河野　　　　　-19、14、20	 ボルッセイ　
○長谷川　　　　16、9	 ベレツナイ　

〈日本　5─0　デンマーク〉
○河野　　　　　18、11	 ランバーグ　
○伊藤　　　　　17、19	 ペデルセン　
○長谷川　　　　15、10	 ハンセン　
○河野　　　　　13、8	 ペデルセン　
○長谷川　　　　14、-14、15	 ランバーグ　

〈日本　5─1　イングランド〉
○伊藤　　　　　12、10	 バーンズ　
○長谷川　　　　14、13	 ハイズ　
　河野　　　　　-19、-19	 ニール○
○長谷川　　　　17、12	 バーンズ　
○伊藤　　　　　-16、16、17	 ニール　
○河野　　　　　18、12	 ハイズ　

〈日本　5─1　ユーゴ〉
　伊藤　　　　　11、-19、-17	 シュルベク○
○長谷川　　　　14、14	 コルパ　
○河野　　　　　16、19	 ステパンチッチ　
○長谷川　　　　18、14	 シュルベク　
○伊藤　　　　　16、19	 ステパンチッチ　
○河野　　　　　11、10	 コルパ　

〈日本　5─0　ソ連〉
○伊藤　　　　　19、-21、16	 バルダニアン　
○河野　　　　　13、-19、13	 アメリン　
○長谷川　　　　16、-17、14	 エグリチス　
○伊藤　　　　　14、12	 アメリン　
○長谷川　　　　8、10	 バルダニアン　
▼3・4位決定戦

〈ユーゴ　5─0　韓国〉
▼決勝

〈日本　5─3　西ドイツ〉
○河野　　　　　-15、16、12	 ヤンセン　
　伊藤　　　　　-17、8、-12	 シェラー○
○長谷川　　　　　20、13	 リーク　
○河野　　　　　21、-14、17	 シェラー　
　長谷川　　　　　-18、-17	 ヤンセン○
○伊藤　　　　　16、17	 リーク　
　長谷川　　　　　15、-13、-17	 シェラー○
○河野　　　　　13、16	 リーク　

□女子団体
▼準決勝リーグ（Ａグループ）

〈日本　3─1　東ドイツ〉
○小和田　　　　-16、11、10	 ガイスラー　
○森澤　　　　　17、12	 ホへスタット　
　小和田／今野　-16、-12
	 ガイスラー／ホヘスタット○
○森澤　　　　　12、12	 ガイスラー　
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〈ルーマニア　3─1　日本〉
　クリサン　　　　			-18、18、-13	 森澤○
○アレキサンドル　　		-20、11、15	 小和田　
○アレキサンドル／クリサン	14、10	 森澤／小和田　
○アレキサンドル　　		-11、18、14	 森澤　

〈日本　3─0　西ドイツ〉
○森澤　　　　　16、12	 ブホルツ　
○小和田　　　　20、12	 シェラー　
○森澤／小和田　8、11	 ブホルツ／シェラー　

〈日本　3─1　スウェーデン〉
○森澤　　　　　16、14	 ヨハンソン　
○小和田　　　　10、19	 ネイダート　
　森澤／広田			-20、-16	 ヨハンソン／ネイダート○
○森澤　　　　　-20、14、20	 ネイダート　

〈日本　3─0　ハンガリー〉
○森澤　　　　　-18、8、15	 ユリック　
○小和田　　　　15、11	 キシャジ　
○小和田／今野　18、18	 ユリック／キシャジ　
▼3・4位決定戦

〈日本　3─2　チェコ〉
　森澤　　　　　-13、-12	 ボストワ○
○小和田　　　　14、-21、16	 グロホバ　
○森澤／小和田	-21、17、20	ボストワ／カーリコワ　
　小和田　　　　-13、18、-11	 ボストワ○
○森澤　　　　　17、16	 グロホバ　
▼決勝

〈ソ連　3─0　ルーマニア〉
○ルドノワ　　　　　23、17	 アレキサンドル　
○グリンベルグ　　　17、13	 クリサン　
○ルドノワ／グリンベルグ　18、18
	 アレキサンドル／クリサン　
□男子シングルス
▼2回戦
笠井　　12、10、7	 レイネ（フィンランド）
井上　　12、12、11	 オリバー（スペイン）
▼3回戦
長谷川　15、20、16	 ドミコス（ポーランド）
伊藤　　12、12、14	 ミハイロフ（西ドイツ）
田阪　　12、12、9	 スレダ（スペイン）
笠井　　キケン	 　　　
井上　　16、10、15	 　　　ウォール（ベルギー）
河野　　-19、10、14、-19、16
	 ランガン（アイルランド）
▼4回戦
長谷川　　18、17、19	 ニール（イングランド）
笠井　　14、14、9	 ヘヤチ（イラン）
伊藤　　11、8、15	 ロスマリン（ベルギー）
井上　　10、15、9	 ハンセン（デンマーク）
田阪　　14、13、18	 ヤン（カンボジア）
河野　11、-17、15、19	 バーンズ（イングランド）
▼5回戦
長谷川　12、20、14	 リーク（西ドイツ）
笠井　　16、16、17	 金忠勇（韓国）
伊藤　　10、16、25	 セクリチン（フランス）
井上	13、15、-13、10	ベンクソン（スウェーデン）
田阪　　21、15、17	 ボルッセイ（ハンガリー）
アメリン（ソ連）　-18、15、10、20	 河野
▼6回戦
ステパンチッチ　18、-9、17、-12、17	 長谷川
笠井　　9、15、21	 ウトモ（インドネシア）
伊藤　　19、19、17	 コルパ（ユーゴ）
井上		17、-11、14、-19、12	 シュルベク（ユーゴ）
田阪　　-21、16、16、15	 周昌石（韓国）
▼準々決勝
笠井　20、-15、16、-15、17
	 ステパンチッチ（ユーゴ）
伊藤　　　18、16、15	 ゴモスコフ（ソ連）
田阪　　　18、22、14	 井上
シェラー（西ドイツ）19、-17、14、14
	 スタネク（チェコ）
▼準決勝
伊藤　　　　　14、15、14	 笠井
シェラー　　　14、16、-18、-18、12	 田阪
▼決勝
伊藤繁雄　　-19、-14、19、15、9	 シェラー

□女子シングルス
▼1回戦
伊藤　15、8、-14、19	 フリストバ（ブルガリア）
▼2回戦
伊藤　　　15、17、12	 カイブ（西ドイツ）
浜田　13、-16、-18、11、15
	 シャーリー（イングランド）
▼3回戦
ビドック（イングランド）13、20、-16、16	 森澤
浜田　　　12、-19、14、11	 ボゴソワ（ソ連）
今野　		17、17、13	 ヘンドリクセン（西ドイツ）
小和田　　10、16、15	 ゲドライチト（ソ連）
広田　　18、25、-21、16	 ゴンザレス（チリ）
伊藤　18、-17、19、20	 ユリック（ハンガリー）
▼4回戦
浜田　5、18、-24、-14、18
	 ネイダート（スウェーデン）
ミハルカ（ルーマニア）19、-19、18、19	 今野
小和田　18、7、-19、13	 ライト（イングランド）
ホへスタット（東ドイツ）			18、14、14	 広田
伊藤　13、16、13	 マシュース（イングランド）
▼5回戦
浜田　15、-17、10、13	 ザイデル（西ドイツ）
小和田　-19、10、21、18	 レスラー（ユーゴ）
シェラー（西ドイツ）　　14、12、9	 伊藤
▼準々決勝
ガイスラー（東ドイツ）-12、-18、19、15、18
	 ブホルツ（西ドイツ）
浜田　　　11、-14、17、12	 ミハルカ
小和田	18、-16、19、-19、19		クリサン（ルーマニア）
アレキサンドル（ルーマニア）19、17、15
	 シェラー
▼準決勝
ガイスラー　　-14、-19、22、14、20	 浜田
小和田　　16、15、-20、16	 アレキサンドル
▼決勝
小和田敏子　　-20、14、17、8	 ガイスラー

□男子ダブルス
▼2回戦
井上／笠井　-10、12、-14、18、15
	 コラロビッツ／ベンダ（チェコ）
▼3回戦
河野／伊藤　18、20、15
	 ジーワート／ハーゼ（西ドイツ）
長谷川／田阪　14、14、12
	 サントス／ダオド（ナイジェリア）
井上／笠井　14、9、-20、8
	 ロカ／ウイサン（インドネシア）
▼4回戦
伊藤／河野　18、11、15
	 リー／スエーリス（アメリカ）
長谷川／田阪　8、-21、3、12
	 タンヒル／カウアン（アメリカ）
井上／笠井　13、12、-19、-21、15
	 ドント／セクレタン（フランス）
▼5回戦
伊藤／河野　18、15、14	
	 エグリチス／テイラー（ソ連／イングランド）
長谷川／田阪　13、10、15
	 パーソン／バーナード（スウェーデン）
井上／笠井　16、20、20
	 シェール／レイス（西ドイツ）
▼準々決勝
ヨハンソン／アルセア（スウェーデン）9、10、11
	 コルパ／シュルベク（ユーゴ）
河野／伊藤　13、18、16
	 ヤンセン／ミハイロフ（西ドイツ）
長谷川／田阪　-21、16、17、18
	 スタネク／ミコ（チェコ）
ゴモスコフ／アメリン（ソ連）
	 15、-15、-12、17、15　井上／笠井

▼準決勝
ヨハンソン／アルセア　-20、13、18、9
	 伊藤／河野
長谷川／田阪　19、19、8	 ゴモスコフ／アメリン
▼決勝
ヨハンソン／アルセア　19、-17、8、12
	 長谷川信彦／田阪登紀夫

□女子ダブルス
▼3回戦
伊藤／浜田　10、5、10
	 ネスカイチス／ゲロ（カナダ）
森澤／広田　16、18、18
	 シャーリー／ウイリアムズ（イングランド）
小和田／今野　18、-22、-12、7、19
	 ネイダート／ヨハンソン（スウェーデン）
▼4回戦
ボストワ／カーリコワ（チェコ）15、-12、11、13
	 伊藤／浜田
ゲドライチト／ステファン（ソ連／東ドイツ）
	 17、19、15　小和田／今野
森澤／広田	6、17、-23、18		金寿卿／盧和子（韓国）
▼準々決勝
アレキサンドル／ミハルカ（ルーマニア）
	 16、-15、18、18　森澤／広田
ボストワ／カーリコワ　-20、15、16、12
	 ユリック／キシャジ（ハンガリー）
崔正淑／崔丸煥（韓国）11、12、15
	 ゲドライチト／ステファン
ルドノワ／グリンベルグ（ソ連）19、18、19
	 ライト／マシュース（イギリス）
▼準決勝
アレキサンドル／ミハルカ　17、-18、17、15
	 ボストワ／カーリコワ
ルドノワ／グリンベルグ　-15、26、-19、19、17
	 崔正淑／崔丸煥
▼決勝
ルドノワ／グリンベルグ　-17、17、15、-16、14
	 アレキサンドル／ミハルカ

□混合ダブルス
▼1回戦
笠井／浜田　-22、14、17、9
	 ベンクソン／ヘンドリクソン（スウェーデン）
▼2回戦
笠井／浜田　9、14、19
	 フロイン／ドルファブロック（西ドイツ）
▼3回戦
長谷川／今野　11、5、21
	 スエーリス／マーチン（アメリカ）
井上／森澤　-20、19、10、10
	 スロッペ／デルラーン（オランダ）
田阪／伊藤　19、6、9
	 ディアカキス／ルーカ（ギリシャ）
河野／広田　-7、-13、11、15、20
	 パーソン／ヨハンソン（スウェーデン）
伊藤／小和田　6、11、10
	 ウォール／ネスカイチス（カナダ）
ゴモスコフ／ルドノワ（ソ連）　12、15、17
	 笠井／浜田
▼4回戦
長谷川／今野　13、11、9
	 B. ネイダート／M. ネイダート（スウェーデン）
井上／森澤　-18、18、15、15
	 ベレツナイ／ステファン（ハンガリー／東ドイツ）
田阪／伊藤		19、13、21	金忠勇夫／崔正淑（韓国）
河野／広田		14、10、17
	 ランガン／フイッチモス（アイルランド）
伊藤／小和田　-19、11、17、12	
	 鄭次鉉／金寿卿（韓国）
▼5回戦
長谷川／今野　-12、13、13、16
	 サルホヤン／ボゴソワ（ソ連）
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ニール／ライト（イングランド）13、-18、18、12
	 井上／森澤
田阪／伊藤　17、-18、14、19
	 アメリン／グリンベルグ（ソ連）
河野／広田　17、19、-17、16
	 ツライ／グロホバ（チェコ）
伊藤／小和田　18、12、16
アンダーソン／クリサン（スウェーデン／ルーマニア）
▼準々決勝
長谷川／今野　18、21、12
	 スタネク／ボストワ（チェコ）
ニール／ライト　-20、13、14、19	 田阪／伊藤
河野／広田　11、16、19
	 シェラー／シェラー（西ドイツ）
伊藤／小和田　-13、18、9、19
	 ゴモスコフ／ルドノワ（ソ連）
▼準決勝
長谷川／今野　　17、18、14	 ニール／ライト
河野／広田　18、-15、-14、20、9	 伊藤／小和田
▼決勝
長谷川信彦／今野安子　17、19、19
	 河野満／広田佐枝子

第31回世界選手権大会
1971年3月28日～4月7日、於：日本・名古屋

●男子日本選手団
長谷川信彦（タマス）、伊藤繁雄（タマス）、河野満（旺
文社）、井上哲夫（シチズン）、田阪登紀夫（青卓会）、
西飯徳康（ニッタク）、荒蒔基邦（中央大）、阿部勝幸（専
修大）、今野裕二郎（早稲田大）、鎌田信幸（荻村化学）、
古川敏明（荻村化学）、大屋正彦（日本楽器）、田中
敬太郎（ニッタク）、柴田幸男（リコー）、小岩勇（愛
知工大）、高島則夫（近畿大）
●女子日本選手団
大関行江（青山学院大）、小和田敏子（中京大職）、
今野安子（愛知工大）、大場恵美子（谷地高職）、福
野美恵子（大生信用）、浜田美穂（タマス）、小堀世
津子（リコー）、川守田幸子（リコー）、伊藤和子（大
阪ベテラン会）、本橋直子（シチズン）、榊原倫子（ク
スダ）、井上キヨ子（シチズン）、平野美恵子（日本
楽器）、山口朝子（大生信用）、阪本礼子（専修大）、
越仲洋子（専修大）

□男子団体
▼予選リーグ〈Aグループ〉

〈日本　5─0　オーストラリア〉
○伊藤　　　　　8、7	 バウェル　
○長谷川　　　　6、11	 フランケンバーグ　
○河野　　　　　14、15	 ウバニッチ　
○長谷川　　　　8、3	 バウェル　
○伊藤　　　　　10、12	 ウバニッチ　

〈日本　5─0　オーストリア〉
○長谷川　　　　11、13	 バインマン　
○田阪　　　　　8、-18、12	 シュルター　
○井上　　　　　14、19	 バウレガー　
○田阪　　　　　-19、16、10	 バインマン　
○長谷川　　　　18、16	 バウレガー　
▼準決勝リーグ〈Aグループ〉

〈日本　5─0　韓国〉
○河野　　　　　18、13	 崔乗国　
○伊藤　　　　　18、17	 鄭次鉉　
○長谷川　　　　11、16	 金銀泰　
○河野　　　　　14、17	 鄭次鉉　
○長谷川　　　　16、11	 崔乗国　

〈日本　5─1　イングランド〉
○伊藤　　　　　10、13	 ハイズ　
○長谷川　　　　13、15	 クレイトン　
　井上　　　　　20、-14、-19	 テイラー○
○長谷川　　　　15、13	 ハイズ　
○伊藤　　　　　12、10	 テイラー　
○井上　　　　　17、18	 クレイトン　

〈日本　5─0　インドネシア〉
○長谷川　　　　11、16	 バリアント　
○伊藤　　　　　14、7	 カマルテジン　
○田阪　　　　　14、18	 ウィサン　
○伊藤　　　　　14、11	 バリアント　
○長谷川　　　　22、18	 ウィサン　

〈日本　5─1　西ドイツ〉
○長谷川　　　　17、16	 リーク　
○河野　　　　　19、17	 シェラー　
○伊藤　　　　　17、7	 ネス　
　長谷川　　　　-14、-16	 シェラー○
○伊藤　　　　　16、10	 リーク　
○河野　　　　　7、13	 ネス　

〈日本　5─4　ユーゴ〉
○河野　　　　　-16、17、13	 シュルベク　
　伊藤　　　　　-19、-22	 カラカセビッチ○
　長谷川　　　　-16、-17	 ステパンチッチ○
　伊藤　　　　　-22、13、-7	 シュルベク○
　河野　　　　　-4、-13	 ステパンチッチ○
○長谷川　　　　8、18	 カラカセビッチ　
○伊藤　　　　　17、-18、15	 ステパンチッチ　
○長谷川　　　　17、17	 シュルベク　
○河野　　　　　-19、10、18	 カラカセビッチ　
▼3位決定戦

〈ユーゴ　5─3　スウェーデン〉
▼決勝

〈日本　2─5　中国〉
○長谷川　　　　-15、8、19	 梁戈亮　
　伊藤　　　　　-19、17、-15	 荘則棟○
　河野　　　　　-13、-18	 李景光○
　伊藤　　　　　-11、-15	 梁戈亮○
　長谷川　　　　15、-19、-18	 李景光○
○河野　　　　　12、16	 荘則棟　
　伊藤　　　　　-3、-6	 李景光○

□女子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　3─0　香港〉
○大関　　　　　7、5	 ラウ・ワイリム　
○小和田　　　　9、8	 ロ・ユクムイ　
○小和田／今野　14、12
	 ラウ・ワイリム／ロ・ユクムイ　
▼準決勝リーグ〈Bグループ〉

〈日本　3─2　韓国〉
　大関　　　　　-10、-13	 崔正淑○
○小和田　　　　13、8	 李エリサ　
　小和田／今野		-18、16、-21	崔正淑／李エリサ○
○大関　　　　　-17、17、16	 李エリサ　
○小和田　　　　17、16	 崔正淑　

〈日本　3─0　ハンガリー〉
○大関　　　　　10、20	 マゴス　
○小和田　　　　11、11	 キシャジ　
○小和田／大場		-13、18、10	 マゴス／キシャジ　

〈日本　3─0　西ドイツ〉
○大関　　　　　22、-17、17	 シェラー　
○小和田　　　　　17、13	 シモン　
○小和田／大場		-14、16、14	 シェラー／シモン　

〈日本　3─0　クメール〉
○大関　　　　　　5、11	 ラタナク　
○小和田　　　　　6、16	 タン　
○小和田／今野　　8、7	 ラタナク／タン　

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○大関　　　　　25、24	 アレキサンドル　
○小和田　　　　-15、14、13	 ミハルカ　
○小和田／大場　-18、14、15
	 アレキサンドル／ミハルカ　
▼3位決定戦

〈韓国　3─2　チェコ〉
▼決勝

〈日本　3─1　中国〉
○小和田　　　　17、9	 鄭敏之　
○大関　　　　　-18、16、23	 林慧卿　
　小和田／大場　-9、15、-15	 林慧卿／鄭敏之○
○小和田　　　　18、-17、19	 林慧卿　

□男子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
大屋　　11、11、10	 アラキジ（レバノン）
鎌田　　6、6、7	 タパ（ネパール）
阿部　　15、-19、14、13
	 タン・クーハン（シンガポール）
古川　16、16、11	 マーフィ（ニュージーランド）
田中　13、24、-14、7	 バロウネ（ブラジル）
高島　14、7、12	 タン・カイユク（シンガポール）
柴田　　11、12、2	 スワル（ネパール）
小岩　-20、22、19、13	 コーワン（アメリカ）
荒蒔　15、8、-18、12
	 ピンケウイッチ（オーストラリア）
▼2回戦
伊藤　　12、9、16	 シフマン（イスラエル）
大屋	-14、13、-8、12、17ヨハンソン（スウェーデン）
鎌田　　　18、16、18	 スパチャイ（タイ）
コルダス（ユーゴ）　-21、16、23、-15、17	 井上
田阪　　　19、19、-19、20
	 ローン・ベン（マレーシア）
阿部　14、-19、14、-14、18
	 ブバニッチ（オーストラリア）
シュルベク（ユーゴ）　-15、10、15、11	 古川
今野　17、10、19	 パウエル（オーストラリア）
ステパンチッチ（ユーゴ）　15、16、-21、16	 田中
西飯　　18、17、-18、15	 ウェバー（フランス）
高島　　17、11、9	 エルカバニ（アラブ連合）
河野　　12、14、12	 クレイトン（イングランド）
柴田　　16、12、20	 コルパ（ユーゴ）
小岩　　19、16、14	 イン（南ベトナム）
ベンクソン（スウェーデン）　6、14、14	 荒蒔
長谷川　　12、15、15	 ドント（フランス）
▼3回戦
伊藤　-10、15、17、-20、9
	 カラカセビッチ（ユーゴ）
大屋　　7、13、16	 シュフ（オランダ）
鎌田　　-24、18、-18、18、16
	 ドミンゴ（フィリピン）
田阪　　16、15、-19、-12、8	 金銀泰（韓国）
阿部　　10、11、12	 ロハニ（ネパール）
今野　　12、-20、14、17	 崔乗国（韓国）
クランパ（ハンガリー）-19、15、-8、16、10	西飯
郗恩庭（中国）　　15、11、11	 高島
河野　　10、12、13	 オーティ（ガーナ）
周蘭蓀（中国）　　19、14、-16、17	 小岩
長谷川　　　12、14、7	 鄭次鉉（韓国）
▼4回戦
伊藤　15、-19、-19、17、14	 鄭良雄（北朝鮮）
大屋　15、-17、19、16	 チマール（ハンガリー）
ヨニエル（ハンガリー）　14、20、18	 鎌田
田阪　　-13、19、14、13	 ヤンセン（西ドイツ）
オロスキー（チェコ）　　13、16、15	 阿部
今野　　　14、9、13	 カウ（クメール）
河野　13、-16、13、12	 ウトモ（インドネシア）
クンツ（チェコ）　　14、12、11	 柴田
長谷川　　15、20、17	 コロラビッツ（チェコ）
▼5回戦
伊藤　　　　-16、-17、18、14、20	 大屋
オロスキー　　-16、7、-7、12、22	 田阪
シュルベク　　16、13、16	 今野
郗恩庭　　　　14、20、18	 河野
ベンクソン　　13、-7、-18、12、19	 長谷川
▼準々決勝
伊藤　　　-17、12、16、12	 李富栄（中国）
シュルベク　　-19、12、15、19	 オロスキー
郗恩庭　　　　21、17、-14、18	 クランパ
ベンクソン　　14、19、17	 クンツ
▼準決勝
伊藤　　　　　12、-19、16、18	 シュルベク
ベンクソン　　19、19、19	 郗恩庭
▼決勝
ベンクソン　　17、-19、13、10	 伊藤繁雄
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□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
鄭懐穎（中国）　19、-11、-15、16、16	 平野
福野　20、9、-18、-18、14
	 ボッヘンスキー（アメリカ）
グロフォワ（チェコ）　　19、15、13	 山口
大場　　　10、10、8	 ヤップ（シンガポール）
越仲　　　11、14、18	 リョウアル（フランス）
川守田　　9、11、8	 ラタナック（クメール）
井上　　　7、12、8	 スメカル（オーストリア）
マシューズ（アメリカ）　　9、12、22	 小堀
▼2回戦
小和田　　　11、13、8	 ハイマ（西ドイツ）
ポゴソワ（ソ連）　　　15、23、20	 福野
大場　-19、18、8、11	 キシャジィ（ハンガリー）
伊藤　10、19、7	 ソルテズ（アメリカ）
ボストワ（チェコ）　　　15、9、15	 越仲
今野　14、13、10	フレーザー（ニュージーランド）
川守田　　18、5、14	 ラ・ワイリム（香港）
井上　-13、16、-10、11、10	シェラー（西ドイツ）
林慧卿（中国）　　　　12、9、11	 本橋
浜田　　　8、9、9	 ムカージ（インド）
大関　　　12、8、5	 ヒックス（アメリカ）
阪本　キケン		タン・ケク・ヒャン（シンガポール）
榊原　　キケン　　		ビクターソン（スウェーデン）
▼3回戦
小和田　　22、10、21	 チャージマン（インド）
アレキサンドル（ルーマニア）19、10、17	 榊原
大場　　　13、13、13	 羅仁淑（韓国）
阪本　　20、17、-18、19	 李エリサ（韓国）
鄭敏之（中国）　　　11、18、15	 伊藤
今野　　16、15、18	 シュマッハー（西ドイツ）
アントニアン（ソ連）　　　10、15、15	 川守田
井上　12、14、-23、12	
	 C.	テジャスクマナ（インドネシア）
浜田　　12、14、14	 モーリシャ（フランス）
大関　18、6、10	 ヘンドリックセン（西ドイツ）
▼4回戦
鄭懐穎　　　-12、23、-17、16、11	 小和田
グロフォア（チェコ）　　17、16、21	 大場
鄭敏之　　　10、15、9	 阪本
ボストワ　　11、15、-19、10	 今野
井上　　　　-23、14、16、13	 アントニアン
林慧卿　　　9、6、-15、15	 浜田
大関　　　　15、11、20	 ルドノワ（ソ連）
▼準々決勝
李莉（中国）　14、-16、12、20	 鄭懐穎
鄭敏之　　　9、10、12	 グロフォア
ボストワ　　18、-17、12、13	 井上
林慧卿　　　-18、10、9、-16、10	 大関
▼準決勝
鄭敏之　　　11、10、13	 李莉
林慧卿　　　9、5、14	 ボストワ
▼決勝
林慧卿　　　17、15、-13、19	 鄭敏之

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント2回戦
井上／柴田　10、11、15
	 チャイア・フェルナンデス（シンガポール）
鎌田／荒蒔　11、16、6
	 レゼック／タンヒル（アメリカ）
古川／高島　10、16、18
	 クルドグリアン／マウロ（ブラジル）
長谷川／田阪　15、7、20
	 ヅルプス／カエタノ（カナダ）
今野／阿部　17、19、17	 ワール／リー（カナダ）
西飯／大屋　18、-13、15、-12、16
	 鄭良雄／金永三（北朝鮮）
田中／小岩　19、17、-20、11
	 クレイトン／ランソン（イングランド）
伊藤／河野　19、12、12
	 トムリンソン／マーフィ（ニュージーランド）

▼3回戦
オロスキー／キツライ（チェコ）　-16、16、15、18
	 鎌田／荒蒔
井上／柴田　8、18、12
	 ポールセン／ハンセン（デンマーク）
シュルベク／ステパンチッチ（ユーゴ）
	 -18、19、19、13　古川／高島
長谷川／田阪　-9、10、19、17
	 李富栄／郗恩庭（中国）
今野／阿部		9、11、14	リー／コーワン（アメリカ）
西飯／大屋　11、13、14
	 ブバニチ／ピンケウィッチ（オーストラリア）
荘則棟／梁戈亮（中国）　15、16、18	 田中／小岩
伊藤／河野　17、17、11
	 ベンクソン／パーソン（スウェーデン）
▼4回戦
クランパ／ヨニエル（ハンガリー）-15、16、19、20
	 井上／柴田
長谷川／田阪　16、15、17
	 朴信一／金昌虎（北朝鮮）
今野／阿部　17、18、-16、15
	 コルパ／カラカセビッチ（ユーゴ）
西飯／大屋　17、18、-23、16
	 コロラビッツ／クンツ（チェコ）
伊藤／河野　5、-17、19、15
	 リーク／ネス（西ドイツ）
▼準々決勝
クランパ／ヨニエル　21、18、15
	 周蘭蓀／余長春（中国）
長谷川／田阪　17、-10、18、-15、12
	 シュルベク／ステパンチッチ
荘則棟／梁戈亮　16、18、-20、16	 伊藤／河野
今野／阿部　　20、12、-18、11	 西飯／大屋
▼準決勝
クランパ／ヨニエル　15、16、14	 長谷川／田阪
荘則棟／梁戈亮　　18、19、18	 今野／阿部
▼決勝
クランパ／ヨニエル　	-11、16、10、16
	 荘則棟／梁戈亮

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
李莉／梁麗珍（中国）　16、16、10	 井上／越仲
福野／山口　-16、15、15、-18、14
	 スメカル／ウイリンガー（オーストリア）
伊藤／大場　5、14、9	 スマリー／ラバン（タイ）
小堀／川守田　12、21、18
	 チャージマン／ムカージ（インド）
本橋／榊原　20、13、-17、19
	 タン／ボファ（クメール）
▼2回戦
大関／浜田　15、13、16
	 ハイマ／シャルマッハ（西ドイツ）
福野／山口　15、-18、15、15
	 李エリサ／鄭賢淑（韓国）
伊藤／大場、15、10、16
	 マクマホン／ウッドワード（オーストラリア）
本橋／榊原		18、16、-20、17	張立／鄭懐穎（中国）
小堀／川守田　2、8、18
	 ヤップ／ヤップ（シンガポール）
平野／阪本　-14、-14、11、12、17
	 マシューズ／ピドック（イングランド）
小和田／今野　12、11、7
	 ヘンドリクセン／マゴス（西ドイツ／ハンガリー）
▼3回戦
大関／浜田　-19、15、16、16
	 ベルジュレ／モリソー（フランス）
福野／山口　8、16、-15、16
	 キシャジ／シャリー（ハンガリー／イングランド）
林慧卿／鄭敏之（中国）　19、15、14	 伊藤／大場
本橋／榊原　-17、13、19、17
	 アレキサンドル／ミハルカ（ルーマニア）
小堀／川守田　-19、15、20、17
	 シェラー／シモン（西ドイツ）

平野／阪本　18、13、-17、17
	 アンダーソン／ニーデルト（スウェーデン）
小和田／今野　13、16、11	
C.デジャスクマナ／D.デジャスクマナ（インドネシア）
▼準々決勝
大関／浜田　22、-13、12、14
	 ルドノワ／グリンベルグ（ソ連）
林慧卿／鄭敏之　10、9、-18、17	 福野／山口
小堀／川守田　-14、19、10、-22、18	 本橋／榊原
平野／阪本　-13、-18、15、22、23	 小和田／今野
▼準決勝
林慧卿／鄭敏之　　19、20、14	 大関／浜田
平野／阪本　　12、14、16	 小堀／川守田
▼決勝
林慧卿／鄭敏之	11、16、10	 平野美恵子／阪本礼子

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
小岩／越仲　-16、14、22、-15、10
	 テック／ラタナック（クメール）
大屋／榊原　8、16、-19、16
	 スパンチャイ／スマーリー（タイ）
田中／大場　11、7、18	
	 タン／オング（シンガポール）
阿部／小堀　13、7、10
	 ハイネ／ウイリンガー（オーストリア）
今野／山口　10、15、16
チマール／スチュアート（ハンガリー／アイルランド）
西飯／福野		12、9、9	 チュチャイ／ラバン（タイ）
荒蒔／本橋　18、15、9
	 トムリンソン／フォーガティ（ニュージーランド）
▼2回戦
長谷川／今野　8、20、12
	 ブバニッチ／ウッドワード（オーストラリア）
小岩／越仲　9、12、15
	 リー／フレーザー（ニュージーランド）
郗恩庭／李莉（中国）　-15、20、-20、9、19
	 大屋／榊原
田阪／大関　-18、17、7、16
	 シュレッタ／スメカル（オーストラリア）
田中／大場　11、18、-18、18
	 ヤンセン／シュマッハー（西ドイツ）
井上／平野　17、20、10
	 マーフィ／トライル（ニュージーランド）
余長春／馮夢雅（中国）　13、19、14	 高島／浜田
シェラー／シェラー（西ドイツ）　14、20、11
	 柴田／川守田
古川／井上　14、19、-16、15
	 荘則棟／梁麗珍（中国）
西飯／福野	18、20、20		リーク／シモン（西ドイツ）
荒蒔／本橋　19、13、16
		 ティラー／シャリー（イングランド）
河野／小和田　10、-17、18、14
	 周昌石／鄭賢淑（韓国）
伊藤／阪本　-10、14、15、12
	 リー／ヒックス（アメリカ）
阿部／小堀　14、17、18
	 ベンクソン／アンダーソン（スウェーデン）
今野／山口　17、-20、16、-17、18
	 崔乗国／李エリサ（韓国）
▼3回戦
長谷川／今野　15、9、13
	 クレイトン／マシューズ（イングランド）
ステパンチッチ／アレキサンドル（ユーゴ／ルーマニア）
	 -18、10、13、19　小岩／越仲
アルセア／ボゴソワ（スウェーデン／ソ連）
	 21、15、-18、-17、19　田阪／大関
田中／大場　-8、17、-11、18、13
	 周蘭蓀／鄭敏之（中国）
伊藤／阪本　5、-19、-19、14、13
	 シュルベク／ミハルカ（ユーゴ／ルーマニア）
張燮林／林慧卿（中国）　13、5、17	 阿部／小堀
梁戈亮／張立（中国）　10、14、11	 鎌田／伊藤
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ゴモスコフ／ルドノワ（ソ連）　15、-18、12、18
	 今野／山口
古川／井上	11、-12、19、16		鄭次鉉／羅仁淑（韓国）
西飯／福野　20、19、15
	 クランパ／グリンベルグ（ハンガリー／ソ連）
シュミティンガー／ハイマ（西ドイツ）
	 16、13、-19、18　荒蒔／本橋
河野／小和田　20、-15、8、19
	 パーソン／ニーデルト（スウェーデン）
ベルツナイ／キシャジ（ハンガリー）
	 12、18、-11、18　井上／平野
▼4回戦
ステパンチッチ／アレキサンドル
	 -15、12、-17、19、19　長谷川／今野
ベルツナイ／キシャジ　-19、-14、20、22、21
	 田中／大場
張燮林／林慧卿　　15、18、17	 伊藤／阪本
西飯／福野　　　　10、18、8	 古川／井上
河野／小和田　17、-16、6、18
	 シュミティンガー／ハイマ
▼準々決勝
ステパンチッチ／アレキサンドル、9、14、14
	 アルセア／ボゴソワ
シェラー／シェラー　17、-19、16、21
	 ベルツナイ／キシャジ
張燮林／林慧卿	18、15、17	ゴモスコフ／ルドノワ
西飯／福野　19、-17、-16、16、11	 河野／小和田
▼準決勝
ステパンチッチ／アレキサンドル　19、11、17
	 シェラー／シェラー
張燮林／林慧卿　-19、15、12、12	 西飯／福野
▼決勝
張燮林／林慧卿　19、-15、16、18
	 ステパンチッチ／アレキサンドル

第32回世界選手権大会
1973年4月5～15日、於：ユーゴ・サラエボ

●男子日本選手団
高島則夫（近畿大）、長谷川信彦（蝶友ク）、今野裕
二郎（旺文社）、田阪登紀夫（荻村商事）、河野満（ヤ
マト卓球）、大屋正彦（日本楽器）、久世雅之（興国高）
●女子日本選手団
横田幸子（中央大）、高瀬良子（大生信用組合）、枝野と
みえ（富士短大）、今野安子（愛知工大職）、大関行江（三
井銀行）、浜田美穂（蝶友ク）、阿部多津子（中央大）

□男子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　5─1　フランス〉
○河野　　　　　13、9	 マルタン　
○高島　　　　　14、-12、17	 セクレタン　
○長谷川　　　　14、11	 カノール　
　河野　　　　　-20、18、-17	 セクレタン○
○長谷川　　　　10、13	 マルタン　
○高島　　　　　18、18	 カノール　

〈日本　5─2　ソ連〉
○田阪　　　　　19、-13、18	 サルホヤン　
○高島　　　　　-15、12、17	 ゴモスコフ　
○長谷川　　　　17、15	 ストロカトフ　
○田阪　　　　　13、9	 ゴモスコフ　
　長谷川　　　　-12、13、-18	 サルホヤン○
　高島　　　　　12、-24、-13	 ストロカトフ○
○長谷川　　　　11、20	 ゴモスコフ　

〈日本　5─3　チェコ〉
○河野　　　　　14、14	 クンツ　
　田阪　　　　　-20、-17	 ドボラチェク○
　高島　　　　　-9、18、-19	 オロスキー○
○田阪　　　　　17、11	 クンツ　
○河野　　　　　21、19	 オロスキー　
○高島　　　　　15、11	 ドボラチェク　
　田阪　　　　　-17、17、-18	 オロスキー○
○高島　　　　　14、13	 クンツ　

〈日本　5─4　イングランド〉
　長谷川　　　　9、-9、-20	 テーラー○
○今野　　　　　18、14	 ジャービス　
○田阪　　　　　-11、16、15	 ニール　
　今野　　　　　10、-13、-18	 テーラー○
○長谷川　　　　-9、9、19	 ニール　
○田阪　　　　　9、18	 ジャービス　
　今野　　　　　-18、12、-17	 ニール○
　田阪　　　　　13、-19、-20	 テーラー○
○長谷川　　　　16、9	 ジャービス　

〈日本　5─4　ユーゴ〉
○長谷川　　　　17、13	 カラカセビッチ　
○河野　　　　　-12、12、18	 ステパンチッチ　
　田阪　　　　　-17、-11	 シュルベク○
○長谷川　　　　-12、18、14	 ステパンチッチ　
○田阪　　　　　6、14	 カラカセビッチ　
　河野　　　　　-15、16、-18	 シュルベク○
　田阪　　　　　-12、-19	 ステパンチッチ○
　長谷川　　　　-12、17、-18	 シュルベク○
○河野　　　　　13、17	 カラカセビッチ　

〈日本　5─2　西ドイツ〉
○高島　　　　　15、18	 バウム　
　河野　　　　　-16、-21	 ライス○
○今野　　　　　15、16	 シェラー　
　高島　　　　　-18、16、-17	 ライス○
○今野　　　　　-11、15、11	 バウム　
○河野　　　　　16、14	 シェラー　
○今野　　　　　20、12	 ライス　
▼決勝リーグ

〈日本　4─5　中国〉
　高島　　　　　17、-19、-17	 刁文元○
○田阪　　　　　-12、19、16	 李景光　
　長谷川　　　　16、-12、-12	 許紹発○
○田阪　　　　　14、-11、7	 刁文元　
○高島　　　　　19、17	 許紹発　
　長谷川　　　　-13、18、-13	 李景光○
　田阪　　　　　11、-13、-14	 許紹発○
○長谷川　　　　20、-15、11	 刁文元　
　高島　　　　　20、-15、-19	 李景光○

〈日本　3─5　スウェーデン〉
○高島　　　　　-16、13、12	 パーソン　
　河野　　　　　-13、-13	 ヨハンソン○
　田阪　　　　　16、-11、-13	 ベンクソン○
○河野　　　　　12、11	 パーソン　
　高島　　　　　16、-14、-15	 ベンクソン○
○田阪　　　　　16、16	 ヨハンソン　
　河野　　　　　-8、-18	 ベンクソン○
　田阪　　　　　-23、-20	 パーソン○
※最終順位：①スウェーデン②中国③日本④ソ連

□女子団体
▼予選リーグ〈Aグループ〉

〈日本　3─0　ソ連〉
○大関　　　　　-14、14、16	 ルドノワ　
○横田　　　　　10、20	 アントニアン　
○浜田／横田　13、16	 ルドノワ／アントニアン　

〈日本　3─0　イングランド〉
○大関　　　　　12、13	 ハマースレイ　
○横田　　　　　19、8	 マシューズ　
○浜田／横田　10、-19、8	マシューズ／ハワード　

〈日本　3─0　インドネシア〉
○大関　　　　12、7	 ワロナ　
○横田　　　　6、14	 C.	テジャスクマナ　
○大関／今野　12、5
	 C.	テジャスクマナ／D.	テジャスクマナ　

〈日本　3─0　オーストリア〉
○横田　　　　　12、8	 ワグナー　
○今野　　　　　17、16	 ボグナー　
○今野／大関　　12、14	 ワグナー／ボグナー　

〈日本　3─1　ハンガリー〉
　大関　　　　-17、11、-19	 キシャジ○
○横田　　　　19、12	 マゴス　
○浜田／横田　11、8	 マゴス／モルナー　
○横田　　　　22、8	 キシャジ　

〈日本　3─0　チェコ〉
○浜田　　　　　20、11	 グロホワ　
○横田　　　　　11、9	 シルハノワ　
○浜田／横田　　5、15	 グロホワ／シルハノワ　
▼決勝リーグ

〈日本　1─3　韓国〉
　横田　　　　　-12、-10	 李エリサ○
○大関　　　　　19、20	 鄭賢淑　
　大関／横田　　-16、-8	 李エリサ／朴美羅○
　大関　　　　　-10、21、-14	 李エリサ○

〈日本　2─3　中国〉
○大関　　　　　2ー0	 胡玉蘭　
　横田　　　　　1ー2	 鄭懐穎○
○大関／横田　　2ー1	 鄭懐穎／張立　
　大関　　　　　0ー2	 鄭懐穎○
　横田　　　　　0ー2	 胡玉蘭○
※最終順位：①韓国②中国③日本④ハンガリー

□男子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
ゴモスコフ（ソ連）　　　　　キケン　　　		　高島
梁戈亮（中国）　　17、13、16	 大屋
ニール（イングランド）-21、-18、13、17、12
	 長谷川
▼2回戦
河野　-10、15、20、12	 クランパ（ハンガリー）
李富栄（中国）　　-18、15、14、14	 田阪
▼3回戦
河野　　4、12、7	 カラカセビッチ（ユーゴ）
今野　　10、17、10	 クンツ（チェコ）
久世　　21、20、-8、15	 於貽沢（中国）
▼4回戦
オロスキー（チェコ）　-15、16、-17、18、6	 河野
ボルッセイ（ハンガリー）　18、15、11	 今野
シュルベク（ユーゴ）　　　17、13、20	 久世
▼準々決勝
郗恩庭（中国）　18、15、-16、15	 オロスキー
ステパンチッチ（ユーゴ）-19、13、18、11
	 ボルッセイ
シュルベク　16、12、19	 セクレタン（フランス）
ヨハンソン（スウェーデン）19、19、11
	 サルホヤン（ソ連）
▼準決勝
郗恩庭　19、19、-12、-20、19	 ステパンチッチ
ヨハンソン　20、-16、13、-13、16	 シュルベク
▼決勝
郗恩庭　　18、-13、-13、19、18	 ヨハンソン

□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
グロホワ（チェコ）　16、18、-14、16	 今野
胡玉蘭（中国）　　　5、8、8	 横田
張立（中国）　　　　11、-18、14、14	 浜田
▼2回戦
アントニアン（ソ連）　13、16、-18、17	 高瀬
枝野　　　-17、18、19、9	 仇宝琴（中国）
林美群（中国）　　　12、17、13	 阿部
▼3回戦
朴美羅（韓国）　　　18、-17、17、22	 枝野
大関　　　20、9、-7、19	 鄭懐頴（中国）
▼準々決勝
グロホワ　　　　19、8、11	 アントニアン
朴美羅　　　　21、-12、16、19	 大関
胡玉蘭　　　　14、-16、-16、18、12
	 ロドベルク（スウェーデン）
張立　　　　-18、-20、18、11、8	 鄭懐頴
▼準決勝
グロホワ　　　　19、18、-19、14	 朴美羅
胡玉蘭　　　　　14、-15、16、19	 張立
▼決勝
胡玉蘭　　　　　17、11、14	 グロホワ

236



世界卓球選手権大会

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
キトク／カライバノク（ブルガリア）キケン

高島／大屋
▼2回戦
何租斌／李富栄（中国）7、-21、13、17
	 長谷川／今野
田阪／河野　-20、18、-18、25、15
	 ボルッセイ／シェラー（ハンガリー／西ドイツ）
サルホヤン／ゴモスコフ（ソ連）14、15、12
	 クンツ（チェコ）／久世
▼3回戦
郗恩庭／王文華（中国）　-16、-11、19、20、8
	 田阪／河野
▼準々決勝
ベンクソン／ヨハンソン（スウェーデン）
	 21、-18、19、22　梁戈亮／余長春（中国）
セクレタン／コンスタン（フランス）
　　　18、20、-18、-12、13
	 コルパ／カラカセビッチ（ユーゴ）
シュルベク／ステパンチッチ（ユーゴ）
	 -15、16、-16、7、13　郗恩庭／王文華
ヨニエル／クランパ（ハンガリー）21、-20、21、21
	 於貽沢／刁文元（中国）
▼準決勝
ベンクソン／ヨハンソン　13、17、11
	 セクレタン／コンスタン
ヨニエル／クランパ　-14、20、19、21
	 シュルベク／ステパンチッチ
▼決勝
ベンクソン／ヨハンソン　19、-15、19、-18、15
	 ヨニエル／クランパ

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
仇宝琴／林美群（中国）-13、22、11、15
	 横田／大関
▼2回戦
ルドノワ／マゴス（ソ連／ハンガリー）
	 14、16、-19、12　今野／高瀬
浜田／アレキサンドル（ルーマニア）9、25、13
	 ヘンドリクセン／シェラー（西ドイツ）
▼準々決勝
仇宝琴／林美群　-19、19、15、20
	 李エリサ／朴美麗（韓国）
キシャジ／ハマースレイ（ハンガリー／イングランド）
	 12、17、-14、19　張立／鄭懐頴
浜田／アレキサンドル　18、17、-19、15
	 ルドノワ／マゴス
阿部／枝野　-10、-17、16、19、15
	 シルハノワ／レイドロワ（チェコ）
▼準決勝
仇宝琴／林美群　18、-18、-19、18、19
	 キシャジ／ハマースレイ
浜田／アレキサンドル　-19、8、21、13
	 阿部／枝野
▼決勝
浜田美穂／アレキサンドル　11、18、14
	 仇宝琴／林美群

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
コルパ／コーダス（ユーゴ）19、14、-18、12
	 久世／枝野
ヨニエル／マゴス（ハンガリー）キケン	高島／浜田
▼2回戦
於貽沢／張立（中国）　-13、14、13、-14、19
	 長谷川／今野
張燮林／鄭敏之（中国）14、9、15	 今野／阿部
▼3回戦
河野／横田　14、10、15
	 ドボシ／ライコフ（ルーマニア）
余長春／鄭懐頴（中国）17、18、14	 大屋／高瀬

田阪／大関　16、14、13
	 セクレタン／ベルジェレ（フランス）
▼準々決勝
ドボラチェク／グロホワ（チェコ）-20、13、-13、19、15
	 ステパンチッチ／アレキサンドル（ルーマニア）
梁戈亮／李莉（中国）　17、13、18	 河野／横田
余長春／鄭懐頴　　17、17、14	 於貽沢／張立
ストロカトフ／ゲドレイティーテ（ソ連）
	 15、18、-12、15　田阪／大関
▼準決勝
梁戈亮／李莉		18、17、17	ドボラチェク／グロホワ
ストロカトフ／ゲドレイティーテ
	 -15、14、20、12　余長春／鄭懐頴
▼決勝
梁戈亮／李莉　13、18、-17、19	
	 ストロカトフ／ゲドレイティーテ

第33回世界選手権大会
1975年2月6～16日、於：インド・カルカッタ

●男子日本選手団
伊藤繁雄（蝶友クラブ）、阿部勝幸（協和醗酵）、高
島規郎（近畿大）、河野満（唐橋卓球）、古川敏明（青
卓会）
●女子日本選手団
横田幸子（中央大）、小野智恵子（第一勧銀）、大関
行江（三井銀行）、高橋省子（専修大）、枝野とみえ（川
徳デパート）

□男子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　5─1　インド〉
○伊藤　　　　　17、-16、16	 メノン　
○阿部　　　　　17、-18、17	 デュア　
○河野　　　　　19、-17、16	 バジャジ　
○阿部　　　　　-13、20、20	 メノン　
　伊藤　　　　　-18、-21	 バジャジ○
○河野　　　　　14、10	 デュア　

〈日本　5─1　インドネシア〉
　高島　　　　　-17、-11	 ラオジャル○
○河野　　　　　10、14	 ウトモ　
○古川　　　　　12、14	 ウイサン　
○高島　　　　　12、11	 ウトモ　
○古川　　　　　17、16	 ラオジャル　
○河野　　　　　11、13	 ウイサン　

〈日本　5─4　イングランド〉
○阿部　　　　　19、-19、18	 テーラー　
○古川　　　　　-12、17、14	 ニール　
　高島　　　　　-21、-16	 ジャービス○
　阿部　　　　　21、-11、-14	 ニール○
○高島　　　　　13、15	 テーテー　
　古川　　　　　-16、18、-20	 ジャービス○
○高島　　　　　13、14	 ニール　
　阿部　　　　　-19、9、-17	 ジャービス○
○古川　　　　　14、21	 テーラー　

〈日本　3─5　ハンガリー〉
○高島　　　　　20、24	 テイマール　
○阿部　　　　　15、16	 ヨニエル　
　河野　　　　　-14、15、-16	 ゲルゲリー○
　高島　　　　　-14、-17	 ヨニエル○
○河野　　　　　13、7	 ティマール　
　阿部　　　　　-20、-10	 ゲルゲリー○
　河野　　　　　-15、12、-14	 ヨニエル○
　高島　　　　　-15、-16	 ゲルゲリー○

〈日本　5─2　ルーマニア〉
○伊藤　　　　　20、8	 ドフェスク　
　古川　　　　　-11、10、-13	 ゲオルゲ○
○河野　　　　　14、14	 フィラネスク　
　伊藤　　　　　-11、14、-14	 ゲオルゲ○
○河野　　　　　7、5	 ドフェスク　
○古川　　　　　13、18	 フィラネスク　
○河野　　　　　11、16	 ゲオルゲ　

〈日本　3─5　ユーゴ〉
○高島　　　　　-18、9、6	 カラカセビッチ　
　阿部　　　　　-18、-11	 シュルベク○
○河野　　　　　-22、16、12	 ステパンチッチ　
　高島　　　　　-14、-14	 シュルベク○
○河野　　　　　11、8	 カラカセビッチ　
　阿部　　　　　-21、-20	 ステパンチッチ○
　河野　　　　　-16、12、-20	 シュルベク○
　高島　　　　　-17、-17	 ステパンチッチ○

〈日本　3─5　中国〉
　阿部　　　　　-10、-14	 梁戈亮○
　河野　　　　　-14、-18	 陸元盛○
○高島　　　　　19、19	 李鵬　
　河野　　　　　-17、-12	 梁戈亮○
○阿部　　　　　18、12	 李鵬　
　高島　　　　　-7、-17	 陸元盛○
○河野　　　　　14、-13、13	 李鵬　
　高島　　　　　-12、-10	 梁戈亮○
▼準決勝

〈中国　5─2　スウェーデン〉
　梁戈亮　　　　12、-14、-14	 ヨハンソン○
○李振恃　　　　13、16	 トーセル　
○許紹発　　　　-16、18、11	 ベンクソン　
　李振恃　　　　13、-19、-15	 ヨハンソン○
○梁戈亮　　　　19、15	 ベンクソン　
○許紹発　　　　17、10	 トーセル　
○李振恃　　　　10、17	 ベンクソン　

〈ユーゴ　5─3　チェコ〉
　ステパンチッチ　　-23、19、-13	 クンツ○
　カラカセビッチ　　-19、-12	 オロスキー○
○シュルベク　　　　-13、14、14	 ツライ　
○ステパンチッチ　　21、-11、17	 オロスキー　
○シュルベク　　　　-21、19、9	 クンツ　
　カラカセビッチ　　-17、-14	 ツライ○
○シュルベク　　　　キケン　　　　	オロスキー　
○ステパンチッチ　　11、9　　　　	　　ツライ　
▼5～8位決定戦

〈日本　5─2　ソ連〉
○古川　　　　　-10、16、14	 サルホヤン　
　河野　　　　　16、-18、-13	 ストロカトフ○
○高島　　　　　-13、19、18	 ゴモスコフ　
　古川　　　　　21、-8、-13	 ストロカトフ○
○高島　　　　　15、14	 サルホヤン　
○河野　　　　　23、11	 ゴモスコフ　
○高島　　　　　-16、20、16	 ストロカトフ　
▼5～6位決定戦

〈日本　1─5　ハンガリー〉
　古川　　　　　-13、-16	 ヨニエル○
○高島　　　　　19、15	 ティマール　
　阿部　　　　　-10、-12	 ゲルゲリー○
　高島　　　　　-14、-11	 ヨニエル○
　古川　　　　　-13、-13	 ゲルゲリー○
　阿部　　　　　-19、-10	 ティマール○
▼決勝

〈中国　5─3　ユーゴ〉
　陸元盛　　　　-26、-17	 ステパンチッチ○
○李振恃　　　　16、19	 カラカセビッチ　
　許紹発　　　　21、-16、-14	 シュルベク○
○李振恃　　　　12、8	 ステパンチッチ　
○陸元盛　　　　10、20	 シュルベク　
○許紹発　　　　14、17	 カラカセビッチ　
　李振恃　　　　-20、-17	 シュルベク○
○許紹発　　　　16、13	 ステパンチッチ　
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□女子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　3─0　ポーランド〉
○大関　　　　　11、11	 ダヌタ　
○横田　　　　　14、12	 ツェスラワ　
○大関／枝野　　21、21	 ダヌタ／ツェスラワ　

〈日本　3─0　ユーゴ〉
○横田　　　　　12、15	 パラテニュース　
○大関　　　　　18、9	 ジェラー　
○大関／横田　　12、-18、19
	 パラテニュース／ジェラー　

〈日本　3─2　イングランド〉
　大関　　　　　-16、18、-20	 ハマースレイ○
○枝野　　　　　13、12	 ナイト　
　大関／枝野　　17、-19、-16
	 ハマースレイ／ハワード○
○枝野　　　　　20、19	 ハマースレイ　
○大関　　　　　4、9	 ナイト　

〈日本　3─0　西ドイツ〉
○大関　　　　　15、10	 エベラレ　
○横田　　　　　6、19	 ナイプ　
○大関／横田　　-17、17、18
	 ヒルスムッター／ナイプ　

〈日本　3─1　ブルガリア〉
　横田　　　　　-19、8、-15	 ネイコバ○
○枝野　　　　　9、18	 ランゲロバ　
○横田／高橋　　15、18	 ネイコバ／ランゲロバ　
○枝野　　　　　17、17	 ネイコバ　

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○大関　　　　　14、10	 モルドバン　
○横田　　　　　10、-17、19	 アレキサンドル　
○大関／枝野　　14、-18、15
	 アレキサンドル／モルドバン　

〈日本　1─3　中国〉
　大関　　　　　-8、-17	 張立○
○横田　　　　　13、18	 胡玉蘭　
　大関／横田　　-10、-21	 胡玉蘭／葛新愛○
　横田　　　　　-15、-15	 張立○
▼準決勝

〈日本　0─3　韓国〉
　大関　　　　　-13、-16	 鄭賢淑○
　横田　　　　　-18、-6	 李エリサ○
　大関／枝野　　-9、-16	 李エリサ／鄭賢淑○

〈中国　3─0　ハンガリー〉
○張立　　　　　13、3	 キシャジ　
○胡玉蘭　　　　-10、17、15	 マゴス　
○胡玉蘭／葛新愛　13、10	 キシャジ／マゴス　
▼3～4位決定戦

〈日本　3─2　ハンガリー〉
　高橋　　　　　-19、-15	 マゴス○
　横田　　　　　-19、13、-19	 キシャジ○
○大関／横田　　21、14	 マゴス／ロタラー　
○横田　　　　　19、7	 マゴス　
○高橋　　　　　17、17	 キシャジ　
▼決勝

〈中国　3─2　韓国〉
○張立　　　　　　18、14	 李エリサ　
○葛新愛　　　　　-19、10、20	 鄭賢淑　
　胡玉蘭／葛新愛　-15、-21	 李エリサ／鄭賢淑○
　張立　　　　　　-16、-20	 鄭賢淑○
○葛新愛　　　　　14、10	 李エリサ　

□男子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
阿部　　18、18、20	 トーセル（スウェーデン）
ゴモスコフ（ソ連）　　10、-12、12、12	 伊藤
高島　　6、8、10	 ラシン（ナイジェリア）
李振恃（中国）　　　12、6、-17、14	 古川
河野　　8、10、8	 ラティーフ（ナイジェリア）
▼2回戦
阿部　　-10、18、19、-14、18	 刁文元（中国）
高島　　-13、15、19、15	 ストロカトフ（ソ連）
河野　　12、16、14	 ハンセン（デンマーク）

▼3回戦
郗恩庭（中国）　-17、14、-16、11、16	 阿部
高島　　12、14、7	 オロスキー（チェコ）
河野　　14、15、19	 チュル・ユン（北朝鮮）
▼4回戦
高島　21、6、-19、18	 セクレタン（フランス）
河野　-18、19、-18、16、10
	 ベンクソン（スウェーデン）
▼準々決勝
ステパンチッチ（ユーゴ）8、-21、-21、7、17
	 郗恩庭
高島		18、23、-21、12	ヨハンソン（スウェーデン）
ヨニエル（ハンガリー）　19、16、-16、20
	 サルホヤン（ソ連）
河野　　　7、10、18	 シュルベク（ユーゴ）
▼準決勝
ステパンチッチ　10、6、-20、-19、13	 高島
ヨニエル　　　　13、15、23	 河野
▼決勝
ヨニエル　-17、-12、14、15、19	 ステパンチッチ

□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
鄭賢淑（韓国）　　　13、12、15	 高橋
大関　17、-21、17、21	 キシャジ（ハンガリー）
枝野　-22、-14、16、15、15
	 ヒルシュムッター（西ドイツ）
横田　7、12、16	 ポッチェンスキー（アメリカ）
小野　　　　9、13、14	 ナイプ（西ドイツ）
▼2回戦
大関　　　15、19、-12、22	 閻桂麗（中国）
アントニアン（ソ連）　　　12、6、11	 枝野
横田　　15、14、16	 ダヌタ（ポーランド）
レセイ（ルーマニア）　　	16、13、17	 小野
▼3回戦
フェルドマン（ソ連）　-15、10、-16、19、23	 大関
朱香雲（中国）　　　　-11、7、8、11	 横田
▼準々決勝
朴英順（北朝鮮）		-13、19、-20、16、21	 鄭賢淑
フェルドマン　12、15、16
	 アレキサンドル（ルーマニア）
葛新愛（中国）9、9、8	 パラテニュース（ユーゴ）
張立（中国）　　　7、17、16	 朱香雲（中国）
▼準決勝
朴英順　　-10、11、-17、19、11	 フェルドマン
張立　　　　　　　7、17、16	 葛新愛
▼決勝
朴英順　　　　-24、12、14、15	 張立

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
高島／古川　-15、17、16、16
	 バジャジ／デュア（インド）
河野／テーラ（イングランド）
18、-17、-10、10、15　李景光／刁文元（中国）

伊藤／阿部　-19、18、16、16
	 カエタノ／ゴンダ（カナダ）
▼2回戦
ヨハンソン／ベンクソン（スウェーデン）
	 -17、19、18、18　高島／古川
ヨニエル／ゲルゲリー（ハンガリー）19、15、17
	 河野／テーラ
伊藤／阿部　16、-12、17、-18、15
	 マルチン／ハギイング（フランス／西ドイツ）
▼3回戦
伊藤／阿部　7、18、13
	 ピンケウィッチ／タケット（オーストラリア）
▼準々決勝
セクレタン／コンスタント（フランス）7、18、13
	 ラオジャ／ウトモ（インドネシア）
ヨニエル／ゲルゲリー　15、20、18
	 郗恩庭／陸元盛（中国）
シュルベク／ステパンチッチ（ユーゴ）	
　-16、16、15、-15、14	 梁戈亮／李卓敏（中国）

伊藤／阿部　20、-13、-16、16、22
	 ゴモスコフ／サルホヤン（ソ連）
▼準決勝
ヨニエル／ゲルゲリー　-18、10、-10、12、22
	 セクレタン／コンスタント
シュルベク／ステパンチッチ　16、14、-22、13
	 伊藤／阿部
▼決勝
ヨニエル／ゲルゲリー　14、-19、16、16	
	 シュルベク／ステパンチッチ	

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
大関／横田　17、15、15
	 シスコワ／スミドワ（チェコ）
アレキサンドル（ルーマニア）／高橋
	 10、14、13　サロケ／バトサラ（インド）
枝野／小野　-17、19、13、17
	 ツェスラワ／ダヌタ（ポーランド）
▼2回戦
大関／横田　-13、17、14、11
	 胡玉蘭／葛新愛（中国）
アレキサンドル／高橋　17、9、14
	 ベルジェラン／ティリエ（フランス）
枝野／小野　19、15、17
	 ヘンドリーセン／エベルレ（西ドイツ）
▼準々決勝
大関／横田　12、14、18
	 ファブリ／コルパ（ユーゴ）
アレキサンドル／高橋　-17、-14、13、18、20
	 グロフォワ／リエドロワ（チェコ）
アントニアン／フェルドマン（ソ連）
	 -17、12、18、-19、16　枝野／小野
林美群／朱香雲（中国）　13、7、12
		 鄭賢淑／金順玉（韓国）
▼準決勝
林美群／朱香雲　　16、14、12	 大関／横田
アレキサンドル／高橋　19、18、15
	 アントニアン／フェルドマン
▼決勝
アレキサンドル／高橋省子　18、-9、11、14
	 林美群／朱香雲

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
阿部／小野　10、6、15	 デュア／ブリ（インド）
古川／高橋　16、-14、18、19
	 フラチク／ダヌタ（ポーランド）
ステパンチッチ／パラテニュース（ユーゴ）
	 11、10、21　高島／横田
河野／枝野　17、10、14
	 ハイネン／ゲルミート（ベルギー）
伊藤／大関　19、16、19
	 ボルセイ／キシャジ（ハンガリー）
▼2回戦
梁戈亮／張立（中国）　17、8、15	 阿部／小野
オロスキー／グロフォワ（チェコ）
	 20、-10、16、10　河野／枝野
伊藤／大関　-14、12、17、-14、11	 古川／高橋
▼3回戦
伊藤／大関　16、14、9
	 ゲオルグ／ビオリカ（ルーマニア）
▼準々決勝
梁戈亮／張立　8、13、12	李徳洋／黄錫萍（中国）
サルホヤン／アントニアン（ソ連）
	 15、16、-15、15　李鵬／葛新愛（中国）
ゴモスコフ／フェルドマン（ソ連）
	 -9、15、14、13　陸元盛／胡玉蘭（中国）
伊藤／大関　12、9、22	 李卓敏／鄭懐穎（中国）
▼準決勝
サルホヤン／アントニアン　14、19、-15、16
	 梁戈亮／張立
ゴモスコフ／フェルドマン	20、11、15	伊藤／大関
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▼決勝
ゴモスコフ／フェルドマン　13、13、21
	 サルホヤン／アントニアン

第34回世界選手権大会
1977年3月26日～4月5日

於：イングランド・バーミンガム

●男子日本選手団
河野満（青森県庁）、高島規郎（近畿大職員）、仲村
渠功（シチズン時計）、阿部勝幸（協和醗酵）、井上
哲夫（井上スポーツ）、田阪登紀夫（青卓会）、前原
正浩（明治大）
●女子日本選手団
枝野とみえ（川徳デパート）、横田幸子（朝日生命）、
川東加代子（柳川商高）、黒子テル子（川鉄千葉）、
菅谷佳代（青山学院大）

□男子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　5─0　ルーマニア〉
○高島　　　　　14、9	 ゲオルゲ　
○前原　　　　　16、20	 フランセク　
○河野　　　　　19、キケン	 モラル　
○高島　　　　　13、15	 フランセク　
○河野　　　　　12、16	 ゲオルゲ　

〈日本　5─4　ユーゴ〉
○高島　　　　　7、11	 コサノビッチ　
　井上　　　　　-13、-20	 シュルベク○
○河野　　　　　-20、15、12	 ステパンチッチ　
　高島　　　　　-15、-11	 シュルベク○
○河野　　　　　9、-8、17	 コサノビッチ　
　井上　　　　　-12、-20	 ステパンチッチ○
○河野　　　　　11、12	 シュルベク　
　高島　　　　　-16、-14	 ステパンチッチ○
○井上　　　　　18、-19、14	 コサノビッチ　

〈日本　5─2　韓国〉
　前原　　　　　-17、-22	 崔乗国○
○高島　　　　　8、10	 尹吉重　
○河野　　　　　8、20	 李相国　
○高島　　　　　9、11	 崔乗国　
　前原　　　　　-11、-18	 李相国○
○河野　　　　　11、14	 尹吉重　
○高島　　　　　-18、12、14	 李相国　

〈日本　5─0　ソ連〉
○河野　　　　　14、18	 ストロカトフ　
○田阪　　　　　19、-17、18	 ゴモスコフ　
○高島　　　　　-19、17、10	 サルホヤン　
○河野　　　　　-17、15、13	 ゴモスコフ　
○高島　　　　　20、17	 ストロカトフ　

〈日本　5─1　ポーランド〉
　田阪　　　-17、12、-25	 チョチャンスキー○
○高島　　　　　14、10	 クハルスキー　
○河野　　　　　13、7	 グルバ　
○高島　　　　　9、8	 チョチャンスキー　
○田阪　　　　　-18、19、12	 グルバ　
○河野　　　　　11、11	 クハルスキー　

〈日本　5─2　スウェーデン〉
○高島　　　　　20、9	 トーセル　
　井上　　　　　15、-16、-20	 ベンクソン○
○河野　　　　　11、10	 ヨハンソン　
○高島　　　　　20、-16、9	 ベンクソン　
○河野　　　　　13、16	 トーセル　
　井上　　　　　-13、-16	 ヨハンソン○
○河野　　　　　16、-15、10	 ベンクソン　

〈日本　5─0　デンマーク〉
○田阪　　　　　14、9	 ルド　
○前原　　　　　-17、9、10	 ハンセン　
○井上　　　　　17、19	 ペダーソン　
○田阪　　　　　12、12	 ハンセン　
○井上　　　　　14、13	 ルド　

▼1～4位決定トーナメント
〈日本　5─3　ハンガリー〉

　高島　　　　　-18、-14	 クランパ○
　田阪　　　　　-16、-22	 ヨニエル○
○河野　　　　　16、14	 ゲルゲリー　
○高島　　　　　5、14	 ヨニエル　
○河野　　　　　12、12	 クランパ　
　田阪　　　　　-16、13、-19	 ゲルゲリー○
○河野　　　　　15、14	 ヨニエル　
○高島　　　　　-20、19、15	 ゲルゲリー　

〈中国　5─0　スウェーデン〉
○李振恃　　　　　14、-13、19	 ヨハンソン　
○黄亮　　　　　16、-19、15	 トーセル　
○梁戈亮　　　　　16、17	 ベンクソン　
○黄亮　　　　　13、12	 ヨハンソン　
○李振恃　　　　　15、-17、15	 ベンクソン　
▼1～2位決定戦

〈日本　0─5　中国〉
　前原　　　　　-16、-14	 黄亮○
　河野　　　　　-13、12、-11	 梁戈亮○
　高島　　　　　-8、-7	 郭躍華○
　河野　　　　　-13、-15	 黄亮○
　前原　　　　　-11、-21	 郭躍華○
▼3～4位決定戦

〈スウェーデン　5─1　ハンガリー〉
○トーセル　　　　18、10	 ゲルゲリー　
○ベンクソン　　　8、10	 クランパ　
○ヨハンソン　　　22、15	 ヨニエル　
○ベンクソン　　　12、17	 ゲルゲリー　
　トーセル　　　　-16、-17	 ヨニエル○
○ヨハンソン　　　17、17	 クランパ　

□女子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　3─0　インドネシア〉
○菅谷　　　　　14、9	 テジャスクマナ　
○枝野　　　　　16、9	 ウイプソノ　
○川東／菅谷		6、10	 テジャスクマナ／ウイサン　

〈日本　3─0　香港〉
○川東　　　　　17、16	 隋　
○横田　　　　　18、10	 張　
○川東／横田　　11、5	 隋／張　

〈日本　3─1　ポーランド〉
○川東　　　　　13、9	 シコラ　
　枝野　　　　　-17、-17	 スジャトコ○
○横田／川東　　16、6	 スジャトコ／シコラ　
○川東　　　　　17、17	 スジャトコ　

〈日本　3─0　フランス〉
○菅谷　　　　　15、4	 チリエ　
○横田　　　　　-18、18、16	 ベルジェレ　
○菅谷／川東　　12、22	 ベルジェレ／チリエ　

〈日本　0─3　韓国〉
　菅谷　　　　　19、-14、-14	 李エリサ○
　枝野　　　　　-13、-14	 鄭賢淑○
　横田／川東		21、-13、-20	 李エリサ／鄭賢淑○

〈日本　3─0　西ドイツ〉
○枝野　　　-19、15、20	 ヒルシュミュラー　
○横田　　　-19、10、12	 クルーガー　
○横田／川東　12、-15、11
　　　　　　　　	ヒルシュミュラー／クルーガー　

〈日本　3─1　ユーゴ〉
○横田　　　　　16、17	 バチニッチ　
　川東　　　　　-12、-12	 パラチヌス○
○横田／川東　10、19	 パラチヌス／ペルクチン　
○横田　　　　　-19、14、16	 パラチヌス　

〈日本　3─1　ソ連〉
　川東　　　　　-13、-19	 ルドノワ○
○横田　　　　　-12、12、17	 フェルドマン　
○川東／横田　12、-19、15
	 ルドノワ／フェルドマン　
○横田　　　　　5、8	 ルドノワ　

▼1～4位決定戦
〈日本　0─3　中国〉

　横田　　　　　-16、-17	 葛新愛○
　菅谷　　　　　-16、-18	 張徳英○
　横田／川東　　-13、-14	 張立／張徳英○

〈韓国　3─1　北朝鮮〉
　鄭賢淑　　　　　-18、-11	 朴英玉○
○李エリサ　　　　15、9	 朴英順　
○鄭賢淑／李エリサ　23、16	 朴英順／金昌愛　
○鄭賢淑　　　　　7、18	 朴英順　
▼1～2位決定戦

〈中国　3─0　韓国〉
○張立　　　　　10、20	 李エリサ　
○張徳英　　　　21、13	 鄭賢淑　
○張立／張徳英　17、16	 鄭賢淑／李エリサ　
▼3～4位決定戦

〈日本　0─3　北朝鮮〉
　枝野　　　　　-16、-21	 朴英順○
　菅谷　　　　　-11、-17	 朴英玉○
　枝野／菅谷　　-19、-9	 朴英順／金昌愛○

□男子シングルス
▼4回戦
阿部　　19、13、13	 フランク（ハンガリー）
仲村渠　-15、-6、14、19、17	 陸元盛（中国）
前原　　16、10、16	 ピッツ（ルクセンブルク）
井上　19、12、8	 アンプラツ（オーストラリア）
田阪　-16、10、11、-19、11
	 ヨーキネン（フィンランド）
▼5回戦
河野　13、14、7	 ペダーソン（デンマーク）
李光祖（香港）　　　9、12、-20、17	 阿部
ゲオルゲ（ルーマニア）　-11、17、19、19	 仲村渠
前原　-16、9、7、-18、16	 デイ（イングランド）
井上　9、-20、14、17
	 サンドストロム（スウェーデン）
田阪　17、15、16	 グロンルンド（スウェーデン）
高島　　12、17、17	 カリニッチ（ユーゴ）
▼6回戦
河野　18、17、14	 ニール（イングランド）
梁戈亮（中国）　　14、-17、16、13	 前原
黄亮（中国）　　　　7、17、15	 井上
ステパンチッチ（ユーゴ）　-15、19、19、-16、15
	 田阪
高島　　-18、15、17、17	 ストロカトフ（ソ連）
▼7回戦
河野　　20、11、6	 ビロショウ（フランス）
郭躍華（中国）　　17、20、15	 高島
▼準々決勝
河野　-20、18、-23、15、19
	 ベンクソン（スウェーデン）
梁戈亮　　-16、-12、9、16、18	 シュルベク
黄亮　　9、19、13	 ゲルゲリー（ハンガリー）
郭躍華　20、18、-11、-15、16
	 クランパ（ハンガリー）
▼準決勝
河野　　　　　　19、14、11	 梁戈亮
郭躍華　　　　　17、15、15	 黄亮
▼決勝
河野満　　　　　-17、9、19、13	 郭躍華

□女子シングルス
▼2回戦
黒子　　　　　18、13、15	 隋（香港）
菅谷　19、-16、13、-8、18
	 ストロムバル（スウェーデン）
川東　　　5、3、2	 カルディナリ（イタリア）
▼3回戦
黒子		20、-14、19、12	ヘルンバル（スウェーデン）
ポポワ（ソ連）　18、-18、-10、17、15	 菅谷
川東　16、12、10	 トンプソン（オーストラリア）
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▼4回戦
横田　　-14、18、16、-12、20	 鄭懐穎（中国）
ザボ（ハンガリー）　　13、-20、17、23	 黒子
川東　4、7、13	 テジャスクマナ（インドネシア）
枝野　　11、12、16	 ウィサン（インドネシア）
▼5回戦
キシャジ（ハンガリー）18、14、-16、-13、13	 横田
川東　10、-16、19、-18、15
	 ハマースレイ（イングランド）
李エリサ（韓国）　　　16、12、9	 枝野
▼6回戦
川東		-16、22、20、24	 ヘルマン（スウェーデン）
▼準々決勝
朴英順（北朝鮮）　　21、19、16	 朱香雲（中国）
葛新愛（中国）　　12、14、12	 鄭賢淑（韓国）
張徳英（中国）　　11、10、10
	 ヒルシュミュラー（西ドイツ）
張立（中国）　　　8、14、11	 川東
▼準決勝
朴英順　　　　　18、18、-13、18	 葛新愛
張立　　　　　　19、-14、18、18	 張徳英
▼決勝
朴英順　　　　　15、22、20	 張立

□男子ダブルス
▼4回戦
河野／田阪　19、18、-11、17
	 ゴモスコフ／ストロカトフ（ソ連）
マルタン（フランス）／高島　13、12、18
	 グリムストルプ／ランベルグ（デンマーク）
阿部／前原　-17、18、19、13
	 カラカセビッチ／コサノビッチ（ユーゴ）
井上／仲村渠　14、-19、14、13
	 エズ／ソンボル（イングランド）
▼5回戦
河野／田阪　7、16、15

コンスタント／ハルム（フランス）
マルタン／高島　-14、10、16、9	
	 デービス／グリフィッツ（デンマーク）
阿部／前原　-19、13、-21、15、18
	 ヘルム／スロッブ（ニュージーランド）
井上／仲村渠　11、11、12
	 アンプラッツ／ミュラー（オーストラリア）
▼6回戦
ダグラス／ニール（イングランド）
	 -20、16、11、19　河野／田阪
ステパンチッチ／シュルベク（ユーゴ）11、17、13
	 マルタン／高島
ビロショウ／セクレタン（フランス）
	 -18、10、13、17　阿部／前原
ゲルゲリー／オロスキー（ハンガリー／チェコ）
	 20、18、-17、-17、18　井上／仲村渠
▼準々決勝
黄亮／陸元盛（中国）4、18、10	ダグラス／ニール
ステパンチッチ／シュルベク　19、12、8
	 D. シーミラー／R. シーミラー（アメリカ）
李振恃／梁戈亮（中国）19、-16、-18、18、14
	 ビロショウ／セクレタン
ベンクソン／ヨハンソン（スウェーデン）
	 18、-16、20、20　ゲルゲリー／オロスキー
▼準決勝
黄亮／陸元盛　16、14、16
	 ステパンチッチ／シュルベク
李振恃／梁戈亮　-13、17、18、17
	 ベンクソン／ヨハンソン
▼決勝
李振恃／梁戈亮　　20、18、11	 黄亮／陸元盛

□女子ダブルス
▼4回戦
枝野／黒子　15、14、14
	 ボチャンスキー／サン（アメリカ）
川東／横田	10、4、3	ラーマン／ゴンザレス（チリ）
▼5回戦
ネイコバ／ランゲロバ（ブルガリア）
	 19、19、-13、18　枝野／黒子
川東／横田　15、14、-18、13
	 ミハット／ジスコバ（ルーマニア／チェコ）
▼6回戦
金順玉／李基元（韓国）15、21、-21、16
	 川東／横田
▼準々決勝
張立／葛新愛（中国）11、11、10
	 ヘルマン／ストロンバル（スウェーデン）
朴英玉／楊瑩（北朝鮮／中国）15、12、17
	ヘンドリクセン／キシャジ（西ドイツ／ハンガリー）
朱香雲／魏力婕（中国）18、-13、12、-22、10
	 アントニアン／ルドノワ（ソ連）
金順玉／李基元（韓国）18、-13、14、-22、10
	 閻桂麗／李明（中国）
▼準決勝
朴英玉／楊瑩　　13、18、13	 張立／葛新愛
朱香雲／魏力婕　12、11、10	 金順玉／李基元
▼決勝
朴英玉／楊瑩　18、22、-16、13	 朱香雲／魏力婕

□混合ダブルス
▼1回戦
キム・インス／金順玉（韓国）15、-20、17、-19、17
	 前原／菅谷
井上／黒子　-18、19、12、14
	 カリニッチ／バチニッチ（ユーゴ）
▼2回戦
バーナスヤン／ヘルドマン（ソ連）19、11、-16、20
	 井上／黒子
▼4回戦
チョチャンスキー／シコラ（ポーランド）
	 21、-12、18、12　高島／川東
田阪／横田　13、18、16
	 ヘルム／クープ（ニュージーランド）
河野／枝野　11、10、11
	 チア・ウェンフク／ケクヒャン（シンガポール）
▼5回戦
河野／枝野	18、-19、16、14		梁戈亮／葛新愛（中国）
田阪／横田	15、10、13	チョチャンスキー／シコラ
▼6回戦
田阪／横田		19、12、-11、13	郭躍華／張立（中国）
河野／枝野　12、19、21	 廖福民／李明（中国）
▼準々決勝
李相国／李基元（韓国）15、-19、15、19
	 河野／枝野
セクレタン／ベルジェレ（フランス）14、19、14
	 サルホヤン／アントニアン（ソ連）
李振恃／閻佳麗（中国）21、11、-18、22
	 ゲルゲリー／マゴス（ハンガリー）
田阪／横田　20、-18、-13、15、11
	 オロスキー／ウリコバ（チェコ）
▼準決勝
セクレタン／ベルジェレ　17、15、-18、-14、10
	 李相国／李基元
田阪／横田　　20、18、16	 李振恃／閻佳麗
▼決勝
セクレタン／ベルジェレ　17、14、17	
	 田阪登紀夫／横田幸子

第35回世界選手権大会
1979年4月25日～5月6日、於：北朝鮮・ピョンヤン

●男子日本選手
高島規郎（近畿大職員）、小野誠治（近畿大）、前原
正浩（協和醗酵）、坂本憲一（日本大）、阿部博幸（協
和醗酵）、五藤ひで男（近畿大）
●女子日本選手
嶋内よし子（専修大）、菅谷佳代（青山学院大）、稲
森愛弓（愛知工大）、神田絵美子（富士短大）、高橋
省子（第一勧銀）、川東加代子（第一勧銀）

□男子団体
▼1次リーグ〈Bグループ〉

〈日本　5─0　香港〉
○前原　　　　14、10	 ボン・ルー・ブン　
○小野　　　　7、14	 ラム・フン・シン　
○高島　　　　5、8	 チョン・ケ・イク　
○小野　　　　13、11	 ボン・ルー・ブン　
○前原　　　　14、7	 チョン・ケ・イク　

〈日本　5─3　デンマーク〉
○高島　　　　5、7	 グリムストラップ　
　前原　　　　-18、-18	 ペデルセン○
○小野　　　　-19、17、17	 ルド　
　高島　　　　-15、22、-14	 ペデルセン○
○小野　　　　12、19	 グリムストラップ　
　前原　　　　-18、10、-19	 ルド○
○小野　　　　18、12	 ペデルセン　
○高島　　　　8、13	 ルド　

〈日本　5─0　オーストラリア〉
○高島　　　　11、11	 ナップ　
○阿部　　　　13、9	 ピンケウイッチ　
○小野　　　　13、-12、10	 ターケット　
○高島　　　　12、14	 ピンケウイッチ　
○小野　　　　12、19	 ナップ　

〈日本　5─3　イングランド〉
○高島　　　　11、15	 ジャービス　
　阿部　　　　19、-13、-11	 ダグラス○
○小野　　　　20、18	 ヒルトン　
○高島　　　　17、20	 ダグラス　
○小野　　　　16、-19、11	 ジャービス　
　阿部　　　　-22、-22	 ヒルトン○
　小野　　　　-18、-19	 ダグラス○
○高島　　　　12、14	 ヒルトン　

〈日本　5─3　スウェーデン〉
○高島　　　　14、11	 アペルグレン　
○前原　　　　17、13	 ベンクソン　
○小野　　　　18、12	 カールソン　
　高島　　　　20、-15、-16	 ベンクソン○
○小野　　　　17、18	 アペルグレン　
　前原　　　　-19、-17	 カールソン○
　小野　　　　-18、-16	 ベンクソン○
○高島　　　　8、16	 カールソン　

〈日本　4─5　チェコ〉
○高島　　　　10、19	 パンスキー　
　前原　　　　15、-17、-17	 オロスキー○
　小野　　　　-14、-23	 ドボラチェク○
○高島　　　　-19、17、14	 オロスキー　
○小野　　　　11、17	 パンスキー　
　前原　　　　-10、-16	 ドボラチェク○
　小野　　　　-16、-14	 オロスキー○
○高島　　　　19、12	 ドボラチェク　
　前原　　　　-22、21、-14	 パンスキー○

〈日本　5─0　ソ連〉
○高島　　　　15、18	 シェフチェンコ　
○阿部　　　　21、12	 ソロポフ　
○小野　　　　-16、30、19	 ミンケビッチ　
○高島　　　　9、11	 ソロポフ　
○小野　　　　11、13	 シェフチェンコ　
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▼準決勝
〈日本　1─5　ハンガリー〉

　高島　　　　-19、-17	 ゲルゲリー○
　阿部　　　　15、-13、-15	 ヨニエル○
　小野　　　　-18、-19	 クランパ○
　高島　　　　-21、-13	 ヨニエル○
○小野　　　　18、19	 ゲルゲリー　
　阿部　　　　-14、-17	 クランパ○

〈中国　5─2　チェコ〉
○黄亮　　　　　-17、16、8	 パンスキー　
○李振恃　　　　8、11	 オロスキー　
○郭躍華　　　　18、16	 ドボラチェク　
○黄亮　　　　　18、17	 オロスキー　
　郭躍華　　　　12、-18、-18	 パンスキー○
　李振恃　　　　-20、-15	 ドボラチェク○
○郭躍華　　　　14、20	 オロスキー　
▼決勝

〈ハンガリー　5─1　中国〉
○ゲルゲリー　　　10、18	 郭躍華　
○ヨニエル　　　　12、19	 廬啓偉　
○クランパ　　　　17、11	 李振恃　
　ヨニエル　　　　17、-19、-19	 郭躍華○
○ゲルゲリー　　　-13、9、17	 李振恃　
○クランパ　　　　-17、10、11	 廬啓偉　
▼3～4位決定戦

〈日本　5─3　チェコ〉
○高島　　　　　14、14	 パンスキー　
　前原　　　　　-15、-18	 オロスキー○
○小野　　　　　-19、11、5	 ドボラチェク　
　高島　　　　　-18、16、-21	 オロスキー○
○小野　　　　　16、16	 パンスキー　
○前原　　　　　-18、14、15	 ドボラチェク　
　小野　　　　　-13、-15	 オロスキー○
○高島　　　　　17、18	 ドボラチェク　

□女子団体
▼1次リーグ〈Aグループ〉

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○川東　　　　17、10	 フレンジ　
○高橋　　　　16、-13、16	 アレキサンドル　
○川東／高橋	11、10	アレキサンドル／フレンジ　

〈日本　3─0　オランダ〉
○菅谷　　　　　12、10	 コーター　
○高橋　　　　　19、15	 フリセコープ　
○川東／高橋　　11、8
	 バンデリプリート／フリセコープ　

〈日本　3─0　スウェーデン〉
○川東　　　　　16、15	 リンドブラット　
○高橋　　　　　17、19	 ヘルマン　
○菅谷／嶋内　　18、19
	 ヘルマン／リンドブラット　

〈日本　3─0　ハンガリー〉
○川東　　　　　12、7	 ザボ　
○高橋　　　　　13、-15、18	 マゴス　
○川東／高橋　　15、13	 マゴス／ザボ　

〈日本　3─1　フランス〉
　高橋　　　　　14、-14、-13	 ベルジェレ○
○川東　　　　　5、6	 ガーメロン　
○嶋内／菅谷　　9、13	 ベルジェレ／ダビアン　
○高橋　　　　　8、15	 ガーメロン　

〈日本　3─1　ポーランド〉
○川東　　　　　8、11	 ノワチカ　
　嶋内　　　　　-21、-14	 シャトコ○
○川東／高橋　　14、15	 ノワチカ／シャトコ　
○川東　　　　　11、-19、21	 シャトコ　

〈日本　3─0　香港〉
○菅谷　　　　　18、15	 フィ・ソー・フン　
○川東　　　　　12、7	 チャン・シ・イン　
○菅谷／嶋内　-20、14、17
	 フィ・ソー・フン／チャン・シ・イン　

〈日本　0─3　中国〉
　菅谷　　　　　-16、-19	 曹燕華○
　嶋内　　　　　-14、-12	 張徳英○
　菅谷／嶋内　　-16、19、-14	 張立／張徳英○

▼準決勝
〈日本　2─3　北朝鮮〉

　菅谷　　　　　-14、-15	 パク・ヨンオク○
　川東　　　　　-15、-14	 朴英順○
○川東／高橋　18、18	 朴英順／ホン・ギルソン　
○川東　　　　　10、15	 パク・ヨンオク　
　菅谷　　　　　-17、-18	 朴英順○

〈中国　3─0　ソ連〉
○葛新愛　　　　　11、14	 ポポワ　
○張徳英　　　　　10、15	 バクシュトワ　
○葛新愛／張徳英	14、13	ポポワ／アントニアン　
▼決勝

〈中国　3─1　北朝鮮〉
　葛新愛　　　　　-18、-18	 朴英順○
○張徳英　　　　　13、19	 パク・ヨンオク　
○張立／張徳英　　17、17
	 パク・ヨンオク／ホン・ギルソン　
○張徳英　　　　　10、-16、18	 朴英順　
▼3～4位決定戦

〈日本　3─1　ソ連〉
○川東　　　　　18、6	 ポポワ　
　高橋　　　　　-19、21、-17	 パクシュトワ○
○川東／高橋　　13、10	 ポポワ／アントニアン　
○高橋　　　　　18、-21、19	 ポポワ　

□男子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
五藤　-17、19、-20、12、19
	 ユン・チョル（北朝鮮）
阿部　　7、-10、15、4	 ポスビズル（チェコ）
ボン・ルー・ベン（香港）　13、18、15	 坂本
小野　　9、17、18	 ドライゼル（ポーランド）
前原　　　　　13、12、17	 エズル（チェコ）
▼2回戦
高島　　14、21、15	 ヒルトン（イングランド）
五藤		-15、13、13、-20、21	 デイ（イングランド）
阿部　14、15、13	 ラチュマン（インドネシア）
ジュリチッチ（ユーゴ）　-18、20、19、22	 前原
小野　12、-12、9、6
	 ピンケウイッチ（オーストラリア）
▼3回戦
高島　　20、7、21	 ターカス（ハンガリー）
五藤	-8、21、21、-18、16	セクレタン（フランス）
施之皓（中国）　　　12、16、-15、11	 阿部
小野		16、13、-13、-11、17	ステルワグ（西ドイツ）
▼4回戦
高島　　-13、20、21、17	 オロスキー（チェコ）
李振恃（中国）　　11、-15、27、17	 五藤
小野　　　16、16、-13、23	 黄亮（中国）
▼準々決勝
郭躍華（中国）　　　15、14、17	 高島
李振恃	20、10、-14、17	 ゲルゲリー（ハンガリー）
小野　　18、-13、18、-18、16	 魯堯華（中国）
梁戈亮（中国）		9、18、17	 ドボラチェク（チェコ）
▼準決勝
郭躍華　　　　17、16、-17、15	 李振恃
小野　　　-13、19、15、-12、15	 梁戈亮
▼決勝
小野誠治　　23、17、-18、キケン	 郭躍華

□女子シングルス
▼予選1回戦
嶋内　　　　5、2、3	 マハ（スリランカ）
▼2回戦
高橋　19、7、8	 デルトール（ルクセンブルク）
嶋内　　　6、8、6	 ジェーン（ケニア）
▼3回戦
高橋　　　10、9、4	 ヤコブセン（デンマーク）
嶋内　-18、14、17、10	 リー・ヒヤ（アメリカ）
神田　13、15、10	 ミリカン（オーストラリア）
▼予選決勝
高橋　10、-18、8、14	 リ・ヨンシル（北朝鮮）
嶋内	-16、-17、19、14、9	セニール（アイルランド）
神田　12、12、-13、16	 クライフ（オランダ）

▼決勝トーナメント1回戦
高橋　　17、19、28	 魏力捷（中国）
嶋内　　11、10、13	 スタレワ（ブルガリア）
菅谷　19、15、-15、18	 ペルクチン（ユーゴ）
川東　　9、12、5	 グレフブルグ（フィンランド）
神田　-15、18、-9、19、15	 アントニアン（ソ連）
▼2回戦
高橋　-15、19、16、-12、18
	 アレキサンドル（ルーマニア）
嶋内		17、-18、15、-16、16	 オルア（ハンガリー）
葛新愛（中国）　　13、-14、7、-13、18	 菅谷
川東　　　5、16、15	 ウルバン（ハンガリー）
張立（中国）　　　　　　7、6、6	 神田
▼3回戦
朴英順（北朝鮮）　8、17、14	 高橋
童玲（中国）　　　　13、15、15	 嶋内
張徳英（中国）　　　10、9、11	 川東
▼準々決勝
童玲　　-8、-20、15、16、15	 朴英順
葛新愛　　12、19、17	 ザボ（ハンガリー）
張徳英　　18、14、-18、13	 ポポワ（ソ連）
リ・ソンスク（北朝鮮）13、-17、11、13
	 張立（中国）
▼準決勝
葛新愛　　　　　16、16、14	 童玲
リ・ソンスク　-13、-13、14、14、16	 張徳英
▼決勝
葛新愛　　　　10、16、19	 リ・ソンスク

□男子ダブルス
▼予選2回戦
小野／坂本　7、10、19	
	 サンチェス／レザマ（メキシコ）
▼3回戦
小野／坂本　16、16、-15、14
	 ピョン／スー（マレーシア）
▼4回戦
小野／坂本　19、-11、13、9
	 ラーチュマン／ステージア（インドネシア）
▼決勝トーナメント1回戦
クライツ／マルタン（ハンガリー／フランス）
	 19、14、10　小野／坂本
高島／五藤　10、-16、16、19
	 オテイ／ハマライネン（フィンランド）
▼2回戦
セクレタン／ビロショウ（フランス）21、20、16
	 前原／阿部
高島／五藤　-19、19、-17、10、4
	 黄亮／陸元盛（中国）
▼3回戦
クライツ／マルタン		13、-18、18、21	 高島／五藤
▼準々決勝
梁戈亮／郭躍華（中国）-19、17、18、-19、16
	 セクレタン／ビロショウ
ヨニエル／クランパ（ハンガリー）-17、11、17、18
	 ライス／ステルワグ（西ドイツ）
シュルベク／ステパンチッチ（ユーゴ）16、13、12
	 クライツ／マルタン
李振恃／王会元（中国）-14、12、8、10
	 チョチャンスキー／グルッバ（ポーランド）
▼準決勝
ヨニエル／クランパ　14、-18、12、12
	 梁戈亮／郭躍華
シュルベク／ステパンチッチ　18、28、20
	 李振恃／王会元
▼決勝
シュルベク／ステパンチッチ　18、20、16
	 ヨニエル／クランパ
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□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
菅谷／嶋内　14、12、-21、-19、19
	 フレンジ／ミハト（ルーマニア）
フィ・ソー・フン／チャン・シ・イン（香港）
	 15、-20、16、15　川東／シャー（インド）
ロ・ヨンスク／リ・ソンスク（北朝鮮）
	 12、15、15　稲森／神田
▼2回戦
菅谷／嶋内　6、16、9
	 M. ジェルミア／V. ジェルミア（ベルギー）
▼3回戦
菅谷／嶋内　18、17、12
	 パク・ヨンオク／楊瑩（北朝鮮／中国）
▼準々決勝
パラテニュース／ペルクチン（ユーゴ）
	 8、-16、-18、15、19　菅谷／嶋内
葛新愛／閻桂麗（中国）-19、13、11、19
	 ヘルマン／リンドブラド（スウェーデン）
ロ・ヨンスク／リ・ソンスク（北朝鮮）9、14、11
	 マゴス／ザボ（ハンガリー）
張立／張徳英（中国）6、14、11
	 童麗／曹燕華（中国）
▼準決勝
葛新愛／閻桂麗　-15、-16、15、17、18
	 パラテニュース／ペルクチン
張立／張徳英　13、-20、13、15
	 ロ・ヨンスク／リ・ソンスク
▼決勝
張立／張徳英　　13、14、16	 葛新愛／閻桂麗

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
高島／川東　5、12、16
	 キム・チャンアン／キム・チャンアエ（北朝鮮）
オロスキー／ウリコワ（チェコ）8、12、13
	 阿部／稲森
小野／菅谷　12、14、14
	 バクシュトワ／ソロポフ（ソ連）
▼2回戦
高島／川東　11、7、13
	 ドボラチェク／シハノワ（チェコ）
ステパンチッチ／パラテニュース（ユーゴ）
	 15、17、19　小野／菅谷
▼3回戦
高島／川東		-18、14、15、18	 黄亮／童玲（中国）
▼準々決勝
セクレタン／ベルジェレ（フランス）
	 -19、9、-17、15、15　高島／川東
梁戈亮／葛新愛（中国）9、18、14
	 ヨニエル／ザボ（ハンガリー）
李振恃／閻桂麗（中国）-13、14、15、16
	 ジョ・ヨンホ／パク・ヨンオク（北朝鮮）
王会元／張徳英（中国）16、17、-12、13
	 郭躍華／張立（中国）
▼準決勝
梁戈亮／葛新愛　14、11、18
	 セクレタン／ベルジェレ
李振恃／閻桂麗　　7、12、13	 王会元／張徳英
▼決勝
梁戈亮／葛新愛　16、16、15	 李振恃／閻桂麗

第36回世界選手権大会
1981年4月14～26日、於：ユーゴスラビア・ノビサド

●男子日本選手団
阿部博幸（協和醗酵）、小野誠治（日本楽器）、坂本
憲一（日本大）、前原正浩（協和醗酵）、高島規郎（近
畿大職員）、林直樹（シチズン時計）、糠塚重造（明
治大）、五藤ひで男（近畿大）、海鉾仁（日本大）
●女子日本選手団
和田理枝（中央大）、嶋内よし子（三井銀行）、稲森
愛弓（日産自動車）、新保富美子（北海道拓銀）、梅
田浩子（中京大）、神田絵美子（富士短大）、川東加
代子（第一勧銀）

□男子団体
▼1次リーグ〈Aグループ〉

〈日本　5─0　インドネシア〉
○阿部　　　　　10、15	 アブドルDジャック　
○小野　　　　　9、9	 マリンジ　
○前原　　　　　10、14	 ステジャ　
○小野　　　　　10、17	 アブドルDジャック　
○阿部　　　　　9、7	 ステジャ　

〈日本　5─0　韓国〉
○小野　　　　　21、13	 劉時興　
○阿部　　　　　9、16	 朴利照　
○高島　　　　　-13、13、18	 金琓　
○小野　　　　　13、19	 朴利照　
○高島　　　　　13、16	 劉時興　

〈日本　5─2　西ドイツ〉
○高島　　　　　15、12	 ボージック　
○小野　　　　　-21、7、16	 レベル　
　阿部　　　　　-15、-13	 ステルワグ○
　小野　　　　　-20、-17	 ボージック○
○高島　　　　　9、-18、9	 ステルワグ　
○阿部　　　　　12、14	 レベル　
○小野　　　　　18、17	 ステルワグ　

〈日本　0─5　スウェーデン〉
　高島　　　　　-18、18、-19	 ベンクソン○
　小野　　　　　20、-16、-14	 アペルグレン○
　五藤　　　　　13、-16、-15	 カールソン○
　小野　　　　　-13、-14	 ベンクソン○
　高島　　　　　-15、15、-14	 カールソン○

〈日本　5─4　イングランド〉
○阿部　　　　　-21、19、14	 ヒルトン　
○高島　　　　　-15、16、13	 ジョンソン　
　小野　　　　　-20、-19	 ダグラス○
○高島　　　　　16、17	 ヒルトン　
　阿部　　　　　23、-22、-14	 ダグラス○
○小野　　　　　19、14	 ジョンソン　
　高島　　　　　-19、-12	 ダグラス○
　小野　　　　　-13、-14	 ヒルトン○
○阿部　　　　　8、6	 ジョンソン　

〈日本　5─4　フランス〉
○小野　　　　　13、12	 マルタン　
　阿部　　　　　-16、-20	 セクレタン○
　高島　　　　　-12、-12	 ビロショウ○
　小野　　　　　-16、-10	 セクレタン○
　高島　　　　　7、-19、-15	 マルタン○
○阿部　　　　　19、15	 ビロショウ　
○高島　　　　　19、10	 セクレタン　
○小野　　　　　-18、14、14	 ビロショウ　
○阿部　　　　　15、18	 マルタン　

〈日本　1─5　中国〉
○小野　　　　　14、19	 蔡振華　
　五藤　　　　　-12、-24	 施之皓○
　阿部　　　　　-14、-17	 謝賽克○
　小野　　　　　18、-11、-14	 施之皓○
　阿部　　　　　-11、-21	 蔡振華○
　五藤　　　　　-19、-12	 謝賽克○
▼準決勝

〈日本　1─5　ハンガリー〉
　阿部　　　　　15、-10、-20	 ヨニエル○
　高島　　　　　-14、15、-17	 ゲルゲリー○

　小野　　　　　18、-10、-19	 クランパ○
○高島　　　　　7、18	 ヨニエル　
　阿部　　　　　-13、19、-19	 クランパ○
　小野　　　　　-17、-13	 ゲルゲリー○

〈中国　5─0　チェコ〉
○施之皓　　　　　15、6	 ドボラチェク　
○蔡振華　　　　　7、13	 オロスキー　
○謝賽克　　　　　-15、14、10	 パンスキー　
○施之皓　　　　　11、9	 オロスキー　
○謝賽克　　　　　17、11	 ドボラチェク　
▼決勝

〈中国　5─2　ハンガリー〉
　施之皓　　　　　-17、-21	 ヨニエル○
○蔡振華　　　　　16、10	 クランパ　
○謝賽克　　　　　17、-22、20	 ゲルゲリー　
　施之皓　　　　　13、-17、-10	 クランパ○
○謝賽克　　　　　15、19	 ヨニエル　
○蔡振華　　　　　16、-14、15	 ゲルゲリー　
○謝賽克　　　　　-15、16、15	 クランパ　
▼3～4位決定戦

〈日本　5─1　チェコ〉
　高島　　　　　-19、-10	 パンスキー○
○阿部　　　　　-19、21、20	 ドボラチェク　
○小野　　　　　20、15	 ブローダー　
○高島　　　　　17、13	 ドボラチェク　
○小野　　　　　8、20	 パンスキー　
○阿部　　　　　-7、16、20	 ブローダー　

□女子団体
▼1次リーグ〈Aグループ〉

〈日本　3─0　香港〉
○和田　　　　　12、6	 ライ　
○川東　　　　　16、-17、13	 ヒュイ　
○神田／梅田　　-14、16、17	 ヒュイ／ライ　

〈日本　2─3　西ドイツ〉
○和田　　　　　18、-16、17	 カミヅル　
　川東　　　　　-16、-15	 クルーガー○
○和田／川東　16、-15、15
	 カミヅル／クルーガー　
　川東　　　　　-21、-16	 カミヅル○
　和田　　　　　-17、13、-14	 クルーガー○

〈日本　0─3　ハンガリー〉
　和田　　　　　-17、19、-15	 マゴス○
　神田　　　　　-18、-13	 ウルバン○
　和田／川東　　-13、-20	 マゴス／ウルバン○

〈日本　3─1　チェコ〉
　川東　　　　　-19、-16	 ウリコワ○
○和田　　　　　8、6	 ハラコワ　
○和田／川東　　13、17	 ウリコワ／ハラコワ　
○川東　　　　　12、12	 ハラコワ　

〈日本　1─3　韓国〉
　神田　　　　　-17、-19	 黄男淑○
　和田　　　　　-13、19、-20	 李寿子○
○神田／梅田　　17、15	 李寿子／金庚子　
　神田　　　　　-10、-14	 李寿子○

〈日本　3─0　フィンランド〉
○和田　　　　　11、15	 S.	グレフベルグ　
○川東　　　　　9、7	 マルメルグ　
○和田／川東			9、9		 グレフベルグ／マルメルグ　

〈日本　0─3　中国〉
　和田　　　　　-10、-12	 斉宝香○
　川東　　　　　-11、-8	 曹燕華○
　和田／川東　　-17、-15	 曹燕華／斉宝香○
▼準決勝

〈韓国　3─1　北朝鮮〉
○李寿子　　　　　13、20	 リ・ソンスク　
　黄男淑　　　　　-18、-18	 朴英順○
○李寿子／黄男淑　14、15	 リ／キン　
○李寿子　　　　　17、9	 朴英順　

〈中国　3─0　ソ連〉
○曹燕華　　　　-17、17、10	 アントニアン　
○童玲　　　　　10、11	 ポポワ　
○張徳英／曹燕華		9、15	 ポポワ／アントニアン　
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▼決勝
〈中国　3─0　韓国〉

○斉宝香　　　　　16、18	 李寿子　
○曹燕華　　　　　13、15	 黄男淑　
○張徳英／曹燕華　13、18	 李寿子／黄男淑　
▼9～10位決定戦

〈日本　3─0　チェコ〉
○和田　　　　　　12、14	 ハラコワ　
○川東　　　　　　22、22	 ウリコワ　
○和田／川東　　		-22、11、21
	 シルハノワ／ペリカノワ　

□男子シングルス
▼予選1回戦
五藤　　18、-17、16	 カラカセビッチ（ユーゴ）
▼2回戦
五藤　　　16、17	 モレンダ（ポーランド）
▼3回戦
五藤　　　8、15	 ハーフェン（スイス）
▼決勝トーナメント1回戦
ハンセン（デンマーク）　16、-15、-15、12、22
	 小野
糠塚　-19、17、15、13	 ナクーダ（パキスタン）
坂本　　22、17、16	 ジュース（ギリシャ）
前原　17、22、-19、18	 E.	ボーガン（アメリカ）
阿部　8、5、16	 アブドルDジャック（インドネシア）
高島　　8、14、18	 D.	シーミラー（アメリカ）
郭躍華（中国）　　　12、12、13	 五藤
▼2回戦
施之皓（中国）　　　11、10、17	 糠塚
コンスタンチニイ（イタリア）-13、15、17、20
	 坂本
金琓（韓国）　　　　15、11、-18、17	 前原
阿部　　14、17、17	 ペデルセン（デンマーク）
劉時興（韓国）　　-13、-9、21、13、16	 高島
▼3回戦
オロスキー（チェコ）　16、-15、16、18	 阿部
▼準々決勝
蔡振華　　　20、19、19	 魯堯華（中国）
ベンクソン（スウェーデン）22、-10、18、18
	 施之皓
シュルベク（ユーゴ）19、17、11	 王会元（中国）
郭躍華		-19、15、13、18	 クランパ（ハンガリー）
▼準決勝
蔡振華　　14、9、-13、-17、16	 ベンクソン
郭躍華　　　　　18、15、11	 シュルベク
▼決勝
郭躍華　　　14、-17、14、16	 蔡振華

□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
オルシェフスキー（西ドイツ）15、-8、14、14
	 嶋内
和田　　　10、6、6	 ラーセン（デンマーク）
ヒュイ・ソーハン（香港）　13、13、16	 稲森
神田　　　9、9、10	 ノールダム（オランダ）
▼2回戦
和田　　8、3、17	 パルコー（ニュージーランド）
川東　　8、13、18	 フェレンツイ（ルーマニア）
曹燕華（中国）　　　13、-17、13、6	 神田
▼3回戦
朴英順（北朝鮮）　　14、10、13	 和田
川東　　-15、14、19、19	 ハラコワ（チェコ）
▼4回戦
斉宝香（中国）　　　　　6、7、8	 川東
▼準々決勝
張徳英（中国）　　　11、9、13	 卜啓娟（中国）
童玲（中国）　　　-19、22、12、12	 朴英順
李寿子（韓国）　18、9、-10、-19、17	 斉宝香
曹燕華（中国）　　13、11、10	 黄俊群（中国）
▼準決勝
童玲　　　　　　　15、14、13	 張徳英
曹燕華　　　14、-21、-17、17、23	 李寿子

▼決勝
童玲　　　19、-16、19、-18、15	 曹燕華

□男子ダブルス
▼予選1回戦
高島／五藤　-19、17、12
	 バーレス／ペトロ（スペイン／イタリア）
▼2回戦
高島／五藤		9、10	パチロ／テンカ（アルゼンチン）
前原／ブッシュ（アメリカ）2─0
	 シュレスタ／チトラッカ（ネパール）
林／海鉾　8、4	フセイン／フスニイ（パレスチナ）
▼3回戦
高島／五藤　18、-16、12
		 ヒルトン／ポットン（イングランド）
リーク／カリニッチ（西ドイツ／ユーゴ）17、16
	 前原／ブッシュ
林／海鉾　14、8
	 ゴダクナー／パルミイ（オーストラリア）
▼決勝トーナメント1回戦
高島／五藤	14、11、16	ウォン／チャン（マカオ）
リーク／カリニッチ　18、-17、22、-20、18
	 阿部／小野
林／海鉾　16、11、19
	 ピンケウイッチ／ターケット（オーストラリア）
▼2回戦
高島／五藤　12、14、17
	 マンジット／チャンドラスカル（インド）
林／海鉾　　-18、10、18、21
	 E.	ボーガン／ S.	ボーガン（アメリカ）
▼3回戦
高島／五藤　14、-20、13、-11、18
	 オロスキー／ゲルゲリー（チェコ／ハンガリー）
林／海鉾　　-16、19、18、-20、19
	 ヨニエル／クランパ（ハンガリー）
▼準々決勝
シュルベク／ステパンチッチ（ユーゴ）19、13、14
	 高島／五藤
謝賽克／郭躍華（中国）		-22、11、7、18	 林／海鉾
李振恃／蔡振華（中国）12、17、-23、19
	 グルッバ／クハルスキー（ポーランド）
セクレタン／ビロショウ（フランス）15、14、19
	 ベンクソン／カールソン（スウェーデン）
▼準決勝
李振恃／蔡振華　-13、14、15、13
	 シュルベク／ステパンチッチ
謝賽克／郭躍華　10、-18、18、-15、8
	 セクレタン／ビロショウ
▼決勝
李振恃／蔡振華　17、16、-19、11	謝賽克／郭躍華

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
和田／川東　6、7、6
	 カミ／ヘルスコビッツ（イスラエル）
ハマースレイ／ジャービス（イングランド）
	 12、18、13　新保／アルボイ（ルーマニア）
嶋内／梅田　13、-22、19、17
	 ザッコ／ウルバンスカ（ポーランド）
▼2回戦
和田／川東　-17、-13、20、10、15
	 ブライスコープ／クルイジフ（オランダ）
童玲／卜啓娟（中国）　14、14、12	 嶋内／梅田
▼3回戦
和田／川東　16、13、18
	 カミヅル／クルーガ（西ドイツ）
▼準々決勝
張徳英／曹燕華（中国）　12、16、18	 川東／和田
黄男淑／安海淑（韓国）-19、27、-14、16、11
	 リ・ソンスク／キム・ギョンサン（北朝鮮）
黄俊群／閻桂麗（中国）17、20、12
	 刈楊／沈劍萍（中国）
童玲／卜啓娟	18、15、10	 李寿子／金庚子（韓国）

▼準決勝
張徳英／曹燕華		-18、19、17、16	黄男淑／安海淑
童玲／卜啓娟　　10、15、16	 黄俊群／閻桂麗
▼決勝
張徳英／曹燕華　15、12、18	 童玲／卜啓娟

□混合ダブルス
▼予選2回戦
海鉾／梅田　19、-16、16
	 マラウ／アルボイユ（ルーマニア）
クライツ／キシャジ（ハンガリー）18、17
	 阿部／嶋内
五藤／和田　13、-18、17
	 ブマズイアン／ポポワ（ソ連）
▼3回戦
海鉾／梅田　11、18
	 ハートマン／リッシュ（ルクセンブルク）
五藤／和田　15、10
	 ステージャ／ムイサン（インドネシア）
▼決勝トーナメント1回戦
海鉾／梅田　17、9、-17、-13、22
	 ピンケウイッチ／ミリカン（オーストラリア）
高島／川東　16、12、12
	 マルタン／チレット（フランス）
小野／神田　13、9、12
	 パルミ／ダイステル（オーストリア）
五藤／和田　16、16、10
	 ベンクソン／ストロンバル（スウェーデン）
▼2回戦
海鉾／梅田　19、-15、21、-18、17
	 クライツ／キシャジ（ハンガリー）
高島／川東　-19、10、22、16
	 ストヤノフ／グエルグエルチバ（ブルガリア）
小野／神田　13、-19、16、15
	 グトムゼン／ハーゲン（ノルウェー）
五藤／和田　19、18、12	 盧油寛／黄男淑（韓国）
▼3回戦
シュルベク／バチニック（ユーゴ）17、-13、14、11
	 海鉾／梅田
陳新華／童玲（中国）　　9、12、14	 高島／川東
黄亮／卜啓娟（中国）16、-16、13、-20、13
	 小野／神田
セクレタン／ベルジェレ（フランス）
	 22、16、-16、17　五藤／和田
▼準々決勝
シュルベク／バチニック　-14、12、17、-14、18	
	 　李振恃／閻桂麗（中国）
陳新華／童玲	14、12、10	 蔡振華／曹燕華（中国）
黄亮／卜啓娟		15、8、14	 郭躍華／張徳英（中国）
謝賽克／黄俊群（中国）5、14、11
	 セクレタン／ベルジェレ
▼準決勝
陳新華／童玲　9、-11、14、18
	 シュルベク／バチニック
謝賽克／黄俊群　　15、11、8	 黄亮／卜啓娟
▼決勝
謝賽克／黄俊群　12、11、15	 陳新華／童玲
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●男子日本選手団
齋藤清（明治大）、糠塚重造（川鉄千葉）、小野誠治（日
本楽器）、渡辺武弘（明治大）、高島規郎（近畿大職
員）、坂本憲一（日産自動車）、石谷悟（シチズン時
計）、阿部博幸（協和醗酵）、井上武弘（青卓会）、織
部幸治（青卓会）、内田雅則（日本楽器）、林直樹（シ
チズン時計）、笠原一也（日本楽器）、川村公一（日
産自動車）、竹之内君明（協和醗酵）、村上恭和（和
歌山相互銀行）、荻野博之（中央大）、清水拡嗣（川
鉄千葉）、永瀬治一郎（日産自動車）
●女子日本選手団
神田絵美子（日産自動車）、星野美香（前橋東高）、
新保富美子（北海道拓銀）、田村友子（日本楽器）、
和田理枝（日産自動車）、川東加代子（第一勧銀）、
嶋内よし子（三井銀行）、岩田浩子（日産自動車）、
山下恵子（明治生命）、梅田浩子（松下電工）、山下
さとみ（日産自動車）、小原るみ（中央大）、宮木由
美子（川鉄千葉）、高木たか子（武田薬品）、千種万
理子（日本楽器）、福田法子（富士短大）

□男子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　5─0　ソ連〉
○齋藤　　　　　16、20	 ローゼンベルグ　
○糠塚　　　　　16、18	 マズノフ　
○小野　　　　　11、20	 ソロポフ　
○糠塚　　　　　10、12	 ローゼンベルグ　
○齋藤　　　　　8、13	 ソロポフ　

〈日本　5─1　北朝鮮〉
○糠塚　　　　　-17、13、16	 ホン・チョル　
○小野　　　　　14、20	 チュ・ジョンチョル　
○齋藤　　　　　12、-14、14	 ジョ・ヨンホ　
○小野　　　　　12、15	 ホン・チョル　
　糠塚　　　　　-18、-16	 ジョ・ヨンホ○
○齋藤　　　　　12、16	 チュ・ジョンチョル　

〈日本　5─3　イングランド〉
○小野　　　　　15、18	 ヒルトン　
　糠塚　　　　　-17、10、-17	 ダグラス○
○齋藤　　　　　13、9	 プリーン　
　小野　　　　　-19、16、-16	 ダグラス○
○齋藤　　　　　18、15	 ヒルトン　
　糠塚　　　　　-21、-20	 プリーン○
○齋藤　　　　　19、10	 ダグラス　
○小野　　　　　17、14	 プリーン　

〈日本　5─0　デンマーク〉
○齋藤　　　　　10、20	 ハルカンプ　
○糠塚　　　　　17、8	 カルトホルム　
○小野　　　　　11、10	 ハウス　
○糠塚　　　　　9、13	 ハルカンプ　
○齋藤　　　　　12、13	 ハウス　

〈日本　5─0　ポーランド〉
○小野　　　　　-16、20、13	 ドライツェル　
○齋藤　　　　　17、12	 クハルスキー　
○糠塚　　　　　-19、10、19	 グルッバ　
○齋藤　　　　　14、-19、19	 ドライツェル　
○小野　　　　　17、5	 グルッバ　

〈日本　5─0　イタリア〉
○小野　　　　　8、8	 バルガクリ　
○糠塚　　　　　13、14	 ペロ　
○齋藤　　　　　12、16	 トロイロ　
○糠塚　　　　　11、6	 バルガクリ　
○小野　　　　　22、8	 トロイロ　

〈日本　2─5　ハンガリー〉
　小野　　　　　-12、-14	 クリストン○
○齋藤　　　　　19、18	 ゲルゲリー　
　糠塚　　　　　-13、-15	 ヨニエル○
　齋藤　　　　　18、-8、-17	 クリストン○
　小野　　　　　-17、-20	 ヨニエル○
○糠塚　　　　　13、19	 ゲルゲリー　
　齋藤　　　　　-14、-7	 ヨニエル○

▼準決勝
〈中国　5─0　ハンガリー〉

○江加良　　　　　19、19	 クリストン　
○蔡振華　　　　　13、9	 ゲルゲリー　
○謝賽克　　　　　10、13	 ヨニエル　
○蔡振華　　　　　20、-19、14	 クリストン　
○江加良　　　　　9、13	 ヨニエル　

〈スウェーデン　5─0　イングランド〉
○リンド　　　　　17、15	 ヒルトン　
○アペルグレン　　-14、14、16	 ダグラス　
○ワルドナー　　　24、16	 プリーン　
○リンド　　　　　8、19	 ダグラス　
○ワルドナー　　　14、12	 ヒルトン　
▼3～4位決定戦

〈ハンガリー　5─2　イングランド〉
▼決勝

〈中国　5─1　スウェーデン〉
○江加良　　　-18、17、14	 ワルドナー　
　謝賽克　　　-18、9、-14	 アペルグレン○
○蔡振華　　　14、14	 リンド　
○江加良　　　10、13	 アペルグレン　
○蔡振華　　　28、16	 ワルドナー　
○謝賽克　　　-17、13、9	 リンド　
▼順位決定戦〈Aグループ4位対Bグループ3位〉

〈日本　5─2　フランス〉
　小野　　　-19、20、-19	 ビロショウ○
○糠塚　　　13、15	 ランベルス　
○齋藤　　　19、-21、19	 セクレタン　
　小野　　　-18、-19	 ランベルス○
○齋藤　　　-19、19、15	 ビロショウ　
○糠塚　　　-13、10、11	 セクレタン　
○齋藤　　　-19、19、19	 ランベルス　
▼5～6位決定戦

〈日本　5─2　北朝鮮〉
　糠塚　　　-18、-15	 ホン・チョル○
○齋藤　　　22、-20、19	 チュ・ジョンチョル　
　小野　　　-16、-20	 ジョ・ヨンホ○
○齋藤　　　15、13	 ホン・チョル　
○糠塚　　　19、-17、19	 ジョ・ヨンホ　
○小野　　　17、16	 チュ・ジョンチョル　
○齋藤　　　13、16	 ジョ・ヨンホ　

□女子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　3─0　スウェーデン〉
○神田　　　11、-13、13	 ウェイザデス　
○新保　　　17、8	 リンドブラド　
○新保／田村10、10
	 リンドブラド／ウェイザデス　

〈日本　3─0　オーストラリア〉
○田村　　　　　6、7	 フェッター　
○新保　　　　　10、11	 マイヤー　
○神田／星野　-22、7、6	 フェッター／マイヤー　

〈日本　3─0　フィンランド〉
○田村　　　　　6、15	 S. グリフベルグ　
○新保　　　　　18、6	 マルンベルグ　
○神田／星野　　14、22
	 S. グリフベルグ／M. グリフベルグ　

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○新保　　　　　19、-19、17	 メネス　
○田村　　　　　13、7	 アルボイユ　
○新保／神田　17、-15、18	 ネメス／ウルジカ　

〈日本　3─1　韓国〉
○新保　　　　　15、-17、13	 梁英子　
　神田　　　　　-19、-13	 尹璟美○
○新保／田村　　18、8	 梁英子／尹璟美　
○神田　　　　　20、-14、21	 梁英子　

〈日本　2─3　ソ連〉
○新保　　　　　16、8	 ポポワ　
○神田　　　　　20、10	 ブラトク　
　新保／田村　　-14、-20	ブラトワ／コバレンコ○
　神田　　　　　-11、-13	 ポポワ○
　新保　　　　　15、-18、-19	 ブラトワ○

〈日本　3─0　イングランド〉
○田村　　　　　10、11	 ウイット　
○新保　　　　　10、17	 L. ベリンジャー　
○新保／田村　　11、8
	 L. ベリンジャー／ J. ベリンジャー　
▼準決勝

〈日本　3─1　北朝鮮〉
○新保　　　　18、19	 チャン・ヨンオク　
○神田　　　　16、18	 リ・ヨンスク　
　神田／星野　14、-13、-23
	 キム・ギョンスン／チャン・ヨンオク○
○神田　　　　19、11	 チャン・ヨンオク　

〈中国　3─0　ソ連〉
○曹燕華　　　　　10、15	 コバレンコ　
○童玲　　　　　-13、16、19	 ポポワ　
○曹燕華／倪夏蓮　13、7	 ポポワ／ザカリアン　
▼3位決定戦

〈北朝鮮　3─1　ソ連〉
▼決勝

〈日本　0─3　中国〉
　星野　　　　　-13、-17	 曹燕華○
　神田　　　　　-8、-12	 耿麗娟○
　新保／田村　　-16、-8	 曹燕華／倪夏蓮○

□男子シングルス
▼予選1回戦
坂本　　15、13、17	 R. スパンジ（オランダ）
石谷　　15、-19、15、20	ミン・ユアン（カナダ）
井上　　4、10、4　	 O. サンテス（フィリピン）
▼2回戦
坂本　　8、12、7	 シャーマドゥー（リビア）
石谷　　21、16、9	 シオ（マカオ）
井上　　6、11、19	 ポン・ユーベン（香港）
▼3回戦
坂本　　13、15、16	 アカシオ（ブラジル）
カメイル（スペイン）　17、20、-19、10	 石谷
カヘタノ（カナダ）　　17、18、-15、14	 井上
▼決勝トーナメント1回戦
E. ボーガン（アメリカ）　　18、18、13	 糠塚
小野　-16、20、-12、17、19
	 ボージック（西ドイツ）
前原　12、16、15	Y. リチャード（スコットランド）
坂本　　　12、11、5	 アリフ（パキスタン）
渡辺　　　13、15、13	 マンジット（インド）
高島　　　8、15、11	 パレスポン（スペイン）
齋藤　　　16、9、13	 刁明（中国）
▼2回戦
小野		10、-12、-16、18、2	ランベルス（フランス）
メータ（インド）　　14、-13、20、19	 前原
坂本　　7、8、17	 アペルグレン（スウェーデン）
金琦沢（韓国）　　　18、13、17	 渡辺
高島　　10、16、-22、6	 ペロ（イタリア）
齋藤　　17、19、-15、18	 ボーム（西ドイツ）
▼3回戦
范長茂（中国）　　　16、17、11	 小野
陳新華（中国）　　　16、7、16	 坂本
王会元（中国）　　　12、21、14	 高島
齋藤　-15、11、14、20	 グルッバ（ポーランド）
▼4回戦
齋藤　16、18、14	 カールソン（スウェーデン）
▼準々決勝
郭躍華（中国）　17、20、-16、10	 范長茂
江加良（中国）　-21、15、-21、19、17	 陳新華
王会元　　　　　9、12、12	 金琦沢
蔡振華（中国）　　21、18、-13、15	 齋藤
▼準決勝
郭躍華　　　17、-17、21、-17、17	 江加良
蔡振華　　　-16、12、11、21	 王会元
▼決勝
郭躍華　　　15、-19、18、18	 蔡振華

□女子シングルス
▼予選1回戦
新保　12、7、12	 ダイストラ（オーストリア）
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小原　　　8、9、15	 テラー（アルゼンチン）
▼2回戦
新保　　11、12、5	 ビシアク（オーストラリア）
モンテスキュー（フランス）-20、15、19、16	小原
▼3回戦
新保　　　キケン　　　　		ヨセフ（ナイジェリア）
▼決勝トーナメント1回戦
星野　19、-18、18、19	 ウルジカ（ルーマニア）
新保　8、12、11	 ポズニアク（ポーランド）
神田　8、-15、15、16	レオナード（アイルランド）

岩田　15、-16、17、-11、17
	 チャン・ヨンオク（北朝鮮）
嶋内　　9、20、15	 ジェルマイン（フランス）
▼2回戦
川東　20、-13、12、14	 バッケル（オランダ）
梁英子（韓国）　　15、11、21	 星野
新保　　　12、-16、13、15	 尹璟美（韓国）
神田　18、15、11	 モリス（ニュージーランド）
和田　　14、10、-17、14	 チリエ（フランス）
戴麗麗（中国）　　　　13、17、8	 岩田
倪夏蓮（中国）　　　　9、16、23	 嶋内
▼3回戦
キム・ギョンスン（北朝鮮）13、11、12	 川東
新保　　　17、14、11	 ポポワ（ソ連）
ハラコワ（チェコ）　　20、13、-20、14	 神田
和田　　8、20、14	 リム・ジョンワ（北朝鮮）
▼4回戦
新保　　　6、15、-21、17	 田静（中国）
斉宝香（中国）　　-14、10、15、4	 和田
▼準々決勝
梁英子（韓国）　　10、16、9	 童玲（中国）
黄俊群（中国）　　-16、-17、18、15、10	 新保
斉宝香　　　　　17、12、7	 戴麗麗
曹燕華（中国）　　17、16、-15、15	 倪夏蓮
▼準決勝
梁英子　　　-19、-21、16、19、21	 黄俊群
曹燕華　　　　18、15、19	 斉宝香
▼決勝
曹燕華　　　　9、-10、9、13	 梁英子

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
笠原／ドボラチェク（チェコ）12、-14、-19、13、13
	 メサロス／ソロポフ（ユーゴ／ソ連）
ヨニエル／ゲルゲリー（ハンガリー）
	 -21、14、-17、9、17　織部／井上
前原／齋藤　7、13、8
	 グリフィツ／ジャクソン（ニュージーランド）
小野／阿部　12、17、12
	 ヨキネン／ピューケ（フィンランド）
内田／林　12、-18、13、-16、11
	 ドブロフェチ／カブレラ（ベルギー）
▼2回戦
謝賽克／江加良（中国）-19、-23、14、16、10
	 笠原／ドボラチェク
前原／齋藤　21、20、12
	 アンプラッツ／ミューラー（オーストリア）
小野／阿部		20、8、11	トロイロ／ペロ（イタリア）
オロスキー／パンスキー（チェコ）	
	 11、-16、19、-16、20　内田／林
▼3回戦
前原／齋藤　17、-17、16、9
	 セクレタン／ビロショウ（フランス）
小野／阿部　20、19、17
	 クリストン／モルナー（ハンガリー）
▼準々決勝
謝賽克／江加良　21、-18、11、19
	 ヨニエル／ゲルゲリー
王会元／楊玉華（中国）　-12、-14、23、16、16
	 前原／齋藤
小野／阿部　-12、18、17、15
	 蔡振華／范長茂（中国）

シュルベク／カリニッチ（ユーゴ）8、17、19
	 陳新華／刁明（中国）
▼準決勝
謝賽克／江加良　　13、10、16	 王会元／楊玉華
シュルベク／カリニッチ　-20、16、9、9
	 小野／阿部
▼決勝
シュルベク／カリニッチ　15、-19、-20、17、20
	 謝賽克／江加良

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
山下さ／小原　6、5、16
	 レオナルド／シーハン（アイルランド）
新保／田村		9、3、14	リョ／キム（シンガポール）
山下恵／梅田　17、-13、9、20
	 ユ・カムカイ／フィ・ソーフン（香港）
神田／星野　9、14、16
	 リスチ／デルツア（ルクセンブルク）
▼2回戦
神田／星野	14、11、11	インドウ／パリク（インド）
沈剣萍／戴麗麗（中国）　-16、14、17、15
	 山下さ／小原
新保／田村　14、15、8
	 リ・ヨンスク／リ・ブンヒ（北朝鮮）
耿麗娟／黄俊群（中国）　20、-16、13、-18、15
	 山下恵／梅田
▼3回戦
神田／星野　19、-12、-13、19、19
	 ザカリアン／ペルクチン（ソ連／ユーゴ）
新保／田村　19、15、-18、16
	 ブラトワ／コバレンコ（ソ連）
▼準々決勝
曹燕華／倪夏蓮（中国）11、-18、14、9
	 神田／星野
沈剣萍／戴麗麗　12、16、-13、12
	 梁英子／尹璟美（韓国）
童玲／卜啓娟（中国）　-11、19、11、-16、24
	 新保／田村
耿麗娟／黄俊群　13、20、-10、8
	 李美雨／申得花（韓国）
▼準決勝
沈剣萍／戴麗麗　-18、14、17、-11、17
	 曹燕華／倪夏蓮
耿麗娟／黄俊群　　14、20、18	 童玲／卜啓娟
▼決勝
沈剣萍／戴麗麗　21、12、-15、-10、16
	 耿麗娟／黄俊群

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
謝賽克／黄俊群（中国）-22、22、19、21
	 渡辺／山下
ヨニエル／ザボ（ハンガリー）9、-21、7、13
	 荻野／福田
范長茂／沈剣萍（中国）　15、18、12	 清水／高木
陳新華／童玲（中国）　　6、7、16	 村上／千種
齋藤／神田　-16、9、18、-14、16
	 U. ベンクソン／ウェイザデス（スウェーデン）
ダグラス／ウイット（イングランド）　8、13、17
	 阿部／高木
金琦沢／梁英子（韓国）-13、13、13、14
	 永瀬／アルボイユ（ルーマニア）
ホン・チョル／リ・ヨンスク（北朝鮮）20、20、14
	 竹之内／宮木
ジョンソン／グランディ（イングランド）
	 13、15、20　川村／田村
▼2回戦
陳健／戴麗麗（中国）19、15、-11、15	齋藤／神田
▼準々決勝
謝賽克／黄俊群　17、14、17
	 范長茂／沈剣萍（中国）
陳新華／童玲　20、10、7
	 グルッバ／フリセコープ（ポーランド／オランダ）

蔡振華／曹燕華（中国）17、-14、17、20
	 王会元／斉宝香（中国）
郭躍華／倪夏蓮（中国）19、-16、-13、10、13
	 刁明／卜啓娟（中国）
▼準決勝
陳新華／童玲　15、15、-18、-8、19
	 謝賽克／黄俊群
郭躍華／倪夏蓮	15、-14、15、18	 蔡振華／曹燕華
▼決勝
郭躍華／倪夏蓮　13、-17、19、-18、12
	 陳新華／童玲
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●男子日本選手団
前原正浩（協和醗酵）、齋藤清（日産自動車）、宮﨑
義仁（和歌山銀行）、川村公一（日産自動車）、渡辺
武弘（協和醗酵）、清水拡嗣（川鉄千葉）、小野誠治（日
本楽器）、五藤ひで男（日本楽器）
●女子日本選手団
星野美香（青山学院大）、山下さとみ（日産自動車）、
下長智子（青山学院大）、石田清美（宮津高）、幸野
信子（日産自動車）、橘川美紀（富士短大）、内山京
子（京浜女子商高）

□男子団体
▼1次リーグ〈Bグループ〉

〈日本　5─0　インド〉
○齋藤　　　　19、10	 スリニバサン　
○小野　　　　10、11	 バイダイアナ　
○宮﨑　　　　11、5	 メーター　
○小野　　　　11、16	 スリニバサン　
○齋藤　　　　13、12	 メーター　

〈日本　5─0　ユーゴ〉
○宮﨑　　　　24、-19、11	 ルプレスク　
○小野　　　　13、19	 カリニッチ　
○齋藤　　　　14、19	 シュルベク　
○宮﨑　　　　14、15	 カリニッチ　
○齋藤　　　　15、14	 ルプレスク　

〈日本　5─1　イタリア〉
○齋藤　　　　13、-17、19	 ナノニー　
○五藤　　　　9、10	 ペロ　
　宮﨑　　　　-18、-19	 コンスタチニ○
○五藤　　　　13、13	 ナノニー　
○齋藤　　　　13、19	 コンスタチニ　
○宮﨑　　　　13、17	 ペロ　

〈日本　5─4　イングランド〉
○五藤　　　　19、-18、8	 アンドリュー　
　小野　　　　17、-17、-13	 ダグラス○
○齋藤　　　　20、14	 プリーン　
　五藤　　　　16、-15、-17	 ダグラス○
○齋藤　　　　-17、18、15	 アンドリュー　
　小野　　　　-19、19、-17	 プリーン○
○齋藤　　　　20、19	 ダグラス　
　五藤　　　　-25、-16	 プリーン○
○小野　　　　13、14	 アンドリュー　

〈日本　5─0　デンマーク〉
○齋藤　　　　16、14	 ペダーセン　
○五藤　　　　11、9	 ハルカンプ　
○宮﨑　　　　16、-18、12	 ハンセン　
○齋藤　　　　-16、16、12	 ハルカンプ　
○宮﨑　　　　10、-20、15	 ペダーセン　

〈日本　5─4　フランス〉
○宮﨑　　　　-20、12、14	 ビロショウ　
　小野　　　　-16、-16	 ランバース○
○齋藤　　　　14、14	 セクレタン　
　宮﨑　　　　-9、13、-11	 ランバース○
○齋藤　　　　11、15	 ビロショウ　
○小野　　　　11、15	 セクレタン　
　齋藤　　　　-18、-17	 ランバース○
　宮﨑　　　　-14、-15	 セクレタン○
○小野　　　　-20、15、14	 ビロショウ　

245



国際大会

〈日本　2─5　スウェーデン〉
○五藤　　　　15、-14、15	 リンド　
○齋藤　　　　15、-17、19	 アペルグレン　
　小野　　　　-10、-11	 ワルドナー○
　齋藤　　　　14、-17、-8	 リンド○
　五藤　　　　-17、16、-11	 ワルドナー○
　小野　　　　-16、-18	 アペルグレン○
　齋藤　　　　17、-18、-17	 ワルドナー○
▼準決勝

〈日本　0─5　中国〉
　宮﨑　　　　-16、-10	 江加良○
　齋藤　　　　-18、-13	 陳竜燦○
　小野　　　　　-14、-18	 陳新華○
　齋藤　　　　　-15、-17	 江加良○
　宮﨑　　　　　-16、-14	 陳新華○

〈スウェーデン　5─3　ポーランド〉
　リンド　　　　-14、-16	 クハルスキー○
○ワルドナー　　13、-21、9	 ドライツェル　
　アペルグレン　-10、14、-18	 グルッバ○
○ワルドナー　　13、7	 クハルスキー　
○リンド　　　　20、17	 グルッバ　
○アペルグレン　-15、15、11	 ドライツェル　
　ワルドナー　　-19、13、-15	 グルッバ○
○アペルグレン　16、13	 クハルスキー　
▼3～4位決定戦

〈日本　3─5　ポーランド〉
　齋藤　　　　　-18、9、-13	 ドライツェル○
　小野　　　　　-14、-17	 グルッバ○
　五藤　　　　　-16、-12	 クハルスキー○
○齋藤　　　　　16、-14、18	 グルッバ　
○五藤　　　　　7、12	 ドライツェル　
　小野　　　　　-10、-16	 クハルスキー○
○五藤　　　　　-15、6、7	 グルッバ　
　齋藤　　　　　-20、-12	 クハルスキー○
▼決勝

〈中国　5─0　スウェーデン〉
○陳新華　　　　16、16	 リンド　
○江加良　　　　18、-20、15	 アペルグレン　
○陳竜燦　　　　11、-11、19	 ワルドナー　
○江加良　　　　18、19	 リンド　
○陳新華　　　　17、-14、14	 ワルドナー　
□女子団体
▼1次リーグ〈Aグループ〉

〈日本　3─0　香港〉
○石田　　　　　18、17	 フィ・ソフン　
○星野　　　　　17、16	 ヨ・キンカ　
○石田／星野	18、14	フィ・ソフン／ヨ・キンカ　

〈日本　3─0　フランス〉
○星野　　　　　11、19	 チリエ　
○石田　　　　　21、16	 ダビオ　
○星野／石田　　12、10	 チリエ／ダビオ　

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○石田　　　　　19、16	 バデスク　
○星野　　　　　15、10	 アルボイユ　
○星野／石田　12、16	 アルボイユ／バデスク　

〈日本　3─0　西ドイツ〉
○石田　　　　　16、13	 オルヘンスキ　
○星野　　　　　11、14	 ノルテン　
○星野／石田　19、16	 オルヘンスキ／ノルテン　

〈日本　0─3　オランダ〉
　石田　　　　　-18、-19	 クロッペンブルク○
　星野　　　　　-22、20、-11	 フリセコープ○
　星野／石田　-19、-18
	 フリセコープ／クロッペンブルク○

〈日本　0─3　北朝鮮〉
　星野　　　　　-13、-11	 リ・ブンヒ○
　石田　　　　　-16、-15	 チョ・ジョンヒ○
　星野／石田　22、-18、-19
	 リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ○
▼5～8位決定戦

〈日本　1─3　ハンガリー〉
　星野　　　　　-17、-18	 バトルフィ○
　橘川　　　　　16、-17、-15	 オルア○
○星野／石田　19、11	 オルア／バトルフィ　
　星野　　　　　-16、15、-17	 オルア○

▼7～8位決定戦
〈日本　3─2　チェコ〉

　石田　　　　　-13、-15	 ハラコワ○
○星野　　　　　11、14	 ペリカノワ　
○星野／橘川		-21、10、16	 ハラコワ／カサロワ　
　星野　　　　　13、-17、-15	 ハラコワ○
○石田　　　　　11、-19、16	 ペリカノワ　
▼準決勝

〈北朝鮮　3─1　韓国〉
　チョ・ジョンヒ　　　-21、-9	 梁英子○
○リ・ブンヒ　　　　16、-14、16	 尹環美　
○リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ　21、18
	 梁英子／尹環美　
○リ・ブンヒ　　　　-16、12、14	 梁英子　

〈中国　3─0　オランダ〉
○童玲　　　　　17、8	 フリセコープ　
○耿麗娟　　　　13、13	 クロッペンブルク　
○戴麗麗／耿麗娟　10、14
	 フリセコープ／クロッペンブルク　
▼決勝

〈中国　3─0　北朝鮮〉
○耿麗娟　　　　　11、4	 チョ・ジョンヒ　
○何智麗　　　　　14、-21、13	 リ・ブンヒ　
○戴麗麗／耿麗娟　-16、13、9
	 リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ　

□男子シングルス
▼予選1回戦
川村　　　　　9、10	 ウルチナ（チリ）
▼2回戦
ロスコフ（西ドイツ）　　17、19	 渡辺
川村　　　8、10	 ブダスリ（スリランカ）
▼3回戦
川村　　　13、11	 ベア（オーストリア）
▼決勝トーナメント1回戦
ターカス（ハンガリー）　12、-20、19、12	 小野
宮﨑　16、-15、22、23	 グルッバ（ポーランド）
金浣（韓国）　　　　　19、14、11	 川村
齋藤　　　　キケン	 ウイサン（インドネシア）
黄慧傑（チャイニーズタイペイ）
	 -22、20、-20、12、11　前原
▼2回戦
宮﨑　　　　　11、13、15	 安宰亨（韓国）
ロコフ（ブルガリア）　　　13、13、15	 齋藤
▼3回戦
宮﨑　10、-18、17、-13、18	 マズノフ（ソ連）
▼4回戦
宮﨑　　　　　11、16、16	 陳新華（中国）
▼準々決勝
江加良（中国）　　13、14、11	 金琦沢（韓国）
ロ・チェンチュン（香港）22、-18、19、15	 宮﨑
陳竜燦（中国）　-17、14、17、18	 王会元（中国）
滕義（中国）　12、-19、12、20	 謝賽克（中国）
▼準決勝
江加良　　　17、18、-18、11	 ロ・チェンチュン
陳竜燦　　　　　16、17、15	 滕義
▼決勝
江加良　　　　　14、21、18	 陳竜燦

□女子シングルス
▼予選2回戦
山下　　　10、18	 ジェリー（プエルトリコ）
幸野　　　12、11	 ジー・リサ（アメリカ）
▼3回戦
モナリサ（インド）　　　　　18、17	 山下
スタレワ（ブルガリア）　　　20、14	 幸野
▼決勝トーナメント1回戦
ウィクトルソン（スウェーデン）-21、17、19、14石田
星野　　　　19、18、17	 サリー（フィンランド）
▼2回戦
下長　　　　17、19、17	 バデスク（ルーマニア）
星野　　　　11、10、15	 ヘルツェル（スイス）
▼3回戦
尹環美（韓国）　　　9、11、10	 下長

▼準々決勝
曹燕華（中国）　-20、16、19、15	 童玲（中国）
斉宝香（中国）　13、-16、13、18	 倪夏蓮（中国）
耿麗娟（中国）　-16、-19、12、17、17
	 焦志敏（中国）
戴麗麗（中国）10、12、8	パク・チュンドク（北朝鮮）
▼準決勝
曹燕華　　　13、7、-16、-19、15	 斉宝香
耿麗娟　　　-19、19、-20、19、17	 戴麗麗
▼決勝
曹燕華　　　12、16、-10、16	 耿麗娟

□男子ダブルス
▼予選3回戦
清水／宮﨑　13、11
	 G. グスターベン／M. グスターベン（ノルウェー）
▼決勝トーナメント1回戦
クランパ／クリストン（ハンガリー）　12、17
	 齋藤／前原
清水／宮﨑		キケン		セクレタン／ビロショウ（フランス）
小野／川村	11、9	 トーマス／テイラー（ウェールズ）
▼2回戦
清水／宮﨑　14、15	
	 グリフッツ／ジャクソン（ニュージーランド）
江加良／蔡振華（中国）　　6、16	 小野／川村
▼3回戦
清水／宮﨑　　14、17	 謝賽克／滕義（中国）
▼準々決勝
アペルグレン／カールソン（スウェーデン）
	 17、-16、19　王会元／陳竜燦（中国）
范長茂／何志文（中国）19、22
	 クランパ／クリストン
パンスキー／オロスキー（チェコ）　-17、17、17
	 清水／宮﨑
江加良／蔡振華　	17、18	 金浣／金琦沢（韓国）
▼準決勝
アペルグレン／カールソン　15、-21、17
	 范長茂／何志文
パンスキー／オロスキー　12、-16、16
	 江加良／蔡振華
▼決勝
アペルグレン／カールソン　15、20
	 パンスキー／オロスキー

□女子ダブルス
▼予選2回戦
橘川／下長　-14、15、13
	 オルヘンスキー／ベンツェル（西ドイツ）
オジャステク／ザトコ（ユーゴ／ハンガリー）	
	 -19、17、19　山下／ハウス（デンマーク）
▼3回戦
橘川／下長　19、15
	 アブグラル／モンテスク（フランス）
▼決勝トーナメント1回戦
橘川／下長　キケン	 ロウカ／マリア（ギリシャ）
星野／石田		14、12	ヘルツェル／フライ（スイス）
▼2回戦
戴麗麗／耿麗娟（中国）　　13、10	 橘川／下長
曹燕華／倪夏蓮（中国）　　14、9	 星野／石田
▼準々決勝
戴麗麗／耿麗娟　8、17
	 ポポワ／アントニアン（ソ連）
焦志敏／斉宝香（中国）19、11
	 パン・チュンドク／ハン・ハイソン（北朝鮮）
童玲／管健華（中国）6、10
	 ナジイ／ファゼカス（ハンガリー）
曹燕華／倪夏蓮　14、15
	 リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ（北朝鮮）
▼準決勝
戴麗麗／耿麗娟　　-12、10、8	 焦志敏／斉宝香
曹燕華／倪夏蓮　　14、16	 童玲／管健華
▼決勝
戴麗麗／耿麗娟　　8、17	 曹燕華／倪夏蓮

246



世界卓球選手権大会

□混合ダブルス
▼予選2回戦
渡辺／橘川　-18、14、14
	 サンドレー／ウイット（イングランド）
▼3回戦
渡辺／橘川　12、6
	 メリンジ／エリアナ（インドネシア）
川村／山下　14、16
	 メサロス／チレット（ユーゴ／フランス）
ポドピンカ／ナージイ（ハンガリー）
	 19、-15、18　清水／下長
▼決勝トーナメント1回戦
パンスキー／ハラコワ（チェコ）13、14	渡辺／橘川
齋藤／石田　　　　17、17	 川村／山下
宮﨑／星野　13、14
	 ダグラス／ゴードン（イングランド）
▼2回戦
呉文嘉／張秀玉（チャイニーズタイペイ）13、24
	 齋藤／石田
宮﨑／星野　19、15
	 チュ・ヨンチョル／キム・ヤンヒ（北朝鮮）
▼3回戦
茫長茂／焦志敏（中国）		-11、12、16	 宮﨑／星野
▼準々決勝
パンスキー／ハラコワ　-12、17、10
	 王会元／斉宝香（中国）
陳新華／童玲（中国）　7、13	 呉文嘉／張秀玉
茫長茂／焦志敏　15、18	 陳竜燦／何智麗（中国）
蔡振華／曹燕華（中国）23、19	滕義／倪夏蓮（中国）
▼準決勝
パンスキー／ハラコワ	-18、19、22	 陳新華／童玲
蔡振華／曹燕華　　15、19	 茫長茂／焦志敏
▼決勝
蔡振華／曹燕華		-9、12、8	 パンスキー／ハラコワ

第39回世界選手権大会
1987年2月18日～3月1日、於：インド・ニューデリー

●男子日本選手団
小野誠治（日本楽器）、齋藤清（日産自動車）、宮﨑
義仁（和歌山銀行）、糠塚重造（川崎製鉄）、渡辺武
弘（協和発酵）、渋谷浩（明治大）、松下浩二（明治大）
●女子日本選手団
星野美香（青山学院大）、橘川美紀（武田薬品）、細
川幸智子（日産自動車）、石田清美（宮津高）、内山
京子（京浜女子商高）、吉田静子（宮津中）

□男子団体
▼1次リーグ〈Dグループ〉

〈日本　5─0　ヨルダン〉
○渋谷　　　　　13、11	 マルワン　
○松下　　　　　13、9	 ナフィス　
○小野　　　　　11、8	 アブド　
○松下　　　　　11、7	 マルワン　
○渋谷　　　　　10、9	 アブド　

〈日本　5─0　アイルランド〉
○宮﨑　　　　　5、11	 D.	ジム　
○松下　　　　　7、6	 ヒルトン　
○齋藤　　　　　21、17	 スレビン　
○松下　　　　　14、6	 D.	ジム　
○宮﨑　　　　　17、16	 スレビン　

〈日本　5─1　カナダ〉
○小野　　　　　-19、10、15	 アレン　
○渋谷　　　　　5、5	 ピーター　
　齋藤　　　　　-14、-22	 ホラティオ○
○渋谷　　　　　12、11	 アレン　
○小野　　　　　13、-19、10	 ホラティオ　
○齋藤　　　　　11、11	 ピーター　
▼2次リーグ〈Dグループ〉

〈日本　5─3　ハンガリー〉
○松下　　　　　14、11	 クリストン　
○宮﨑　　　　　14、-15、18	 ハルチイ　
　小野　　　　　-13、17、-15	 クランパ○

　宮﨑　　　　　-13、-21	 クリストン○
　松下　　　　　-15、-5	 クランパ○
○小野　　　　　16、12	 ハルチイ　
○宮﨑　　　　　-19、18、18	 クランパ　
○小野　　　　　14、17	 クリストン　

〈日本　5─2　インド〉
○渋谷　　　　　19、15	 ジョルパデ　
○松下　　　　　19、10	 バルア　
　齋藤　　　　　-25、-18	 メーター○
○松下　　　　　-13、18、15	 ジョルバデ　
　渋谷　　　　　-13、-16	 メーター○
○齋藤　　　　　13、-21、15	 バルア　
○松下　　　　　15、-10、5	 メーター　

〈日本　2─5　北朝鮮〉
　齋藤　　　　　-20、-13	 キム・ソンヒ○
　宮﨑　　　　　-20、15、-7	 リ・グンサン○
○小野　　　　　18、15	 チュ・ジョンチョル　
○宮﨑　　　　　19、-17、17	 キム・ソンヒ　
　齋藤　　　　　-19、-17	 チュ・ジョンチョル○
　小野　　　　　-19、18、-14	 リ・グンサン○
　宮﨑　　　　-13、19、-11	 チュ・ジョンチョ○
▼決勝トーナメント1回戦

〈日本　0─5　中国〉
　松下　　　　　-12、-12	 滕義○
　宮﨑　　　　　-14、-11	 江加良○
　小野　　　　　-16、15、-18	 陳竜燦○
　宮﨑　　　　　-24、-10	 滕義○
　松下　　　　　-4、-10	 陳竜燦○
〈ユーゴ　5─2　チャイニーズタイペイ〉

〈北朝鮮　5─4　ポーランド〉
〈スウェーデン　5─4　西ドイツ〉

▼準決勝
〈中国　5─0　ユーゴ〉

○滕義　　　　　16、13	 プリモラッツ　
○陳竜燦　　　　18、17	 ルプレスク　
○江加良　　　　18、-14、18	 カリニッチ　
○陳竜燦　　　　7、9	 プリモラッツ　
○滕義　　　　　7、10	 カリニッチ　

〈スウェーデン　5─2　北朝鮮〉
○ワルドナー　　13、18	 リ・グンサン　
○パーソン　　　10、15	 チュ・ジョンチョル　
○リンド　　　　-16、20、15	 キム・ソンヒ　
○パーソン　　　18、-7、15	 リ・グンサン　
　ワルドナー　　-12、-20	 キム・ソンヒ○
　リンド　19、-14、-15	 チュ・ジョンチョル○
○パーソン　　　-14、15、15	 キム・ソンヒ　
▼3～4位決定戦

〈北朝鮮　5─1　ユーゴ〉
▼決勝

〈中国　5─0　スウェーデン〉
○江加良　　　　12、-19、12	 U.	カールソン　
○滕義　　　　　15、15	 リンド　
○陳竜燦　　　　19、14	 パーソン　
○江加良　　　　-19、7、13	 リンド　
○陳竜燦　　　　20、10	 U.	カールソン　
▼5～8位順位決定戦

〈日本　5─1　チャイニーズタイペイ〉
○小野　　　　　12、16	 朱昌勇　
　渋谷　　　　　-14、18、-11	 呉文嘉○
○松下　　　　　18、-16、13	 黄慧傑　
○小野　　　　　17、-18、19	 呉文嘉　
○松下　　　　　19、11	 朱昌勇　
○渋谷　　　　　20、15	 黄慧傑　
▼5～6位決定戦

〈日本　2─5　ポーランド〉
　渋谷　　　　　15、-12、-17	 クハルスキー○
○宮﨑　　　　　-13、18、17	 ドライツェル　
　松下　　　　　17、-15、-19	 グルッバ○
　宮﨑　　　　　19、-19、-15	 クハルスキー○
　渋谷　　　　　9、-15、-17	 グルッバ○
○松下　　　　　17、13	 ドライツェル　
　宮﨑　　　　　-17、11、-19	 グルッバ○

□女子団体
▼1次リーグ〈Gグループ〉

〈日本　3─0　シリア〉
○星野　　　　　4、13	 カダフ　
○内山　　　　　5、1	 ハビル　
○星野／橘川　　9、5	 ファイロス／ジャマール　

〈日本　3─0　スイス〉
○星野　　　　　18、6	 ウイッテ　
○石田　　　　　15、19	 ヒルツェル　
○星野／橘川　　16、10	 ヒルツェル／フレイ　
▼2次リーグ〈Aグループ〉

〈日本　3─2　フランス〉
○内山　　　　　-12、19、12	 ワン　
○星野　　　　　13、18	 ダビオ　
　星野／橘川　　19、-19、-16	 ワン／ダビオ○
　星野　　　　　-10、19、-17	 ワン○
○内山　　　　　12、12	 ダビオ　

〈日本　3─0　ポーランド〉
○星野　　　　　13、15	 ジマネリス　
○内山　　　　　12、16	 ザトコ　
○星野／橘川　　14、13	 ジマネリス／ザトコ　

〈日本　1─3　中国〉
　星野　　　　　-10、-18	 焦志敏○
　内山　　　　　-16、-17	 戴麗麗○
○星野／橘川　　15、20	 焦志敏／戴麗麗　
　内山　　　　　-14、-12	 焦志敏○
▼決勝トーナメント準々決勝

〈日本　0─3　韓国〉
　内山　　　　　-19、-7	 梁英子○
　星野　　　　　-16、18、-8	 玄静和○
　星野／橘川　　-14、-18	 梁英子／玄静和○

〈中国　3─1　ユーゴ〉
〈ハンガリー　3─0　ソ連〉
〈オランダ　3─1　北朝鮮〉

▼準決勝
〈中国　3─0　ハンガリー〉

○焦志敏　　　　10、-19、15	 バトルフィ　
○戴麗麗　　　　-19、13、16	 ウルバン　
○戴麗麗／李恵芬	13、16	バトルフィ／ウルバン　

〈韓国　3─0　オランダ〉
○梁英子　　　　　11、7	 フリセコープ　
○玄静和　　　　　19、12	 クロッペンブルク　
○梁英子／玄静和　8、15
	 フリセコープ／クロッペンブルク　
▼3～4位決定戦

〈ハンガリー　3─1　オランダ〉
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○戴麗麗　　　　　21、17	 梁英子　
○焦志敏　　　　　-18、9、13	 玄静和　
○戴麗麗／李恵芬　　16、15	 梁英子／玄静和　
▼5～8位決定戦

〈日本　1─3　北朝鮮〉
　星野　　　　　20、-19、-15	 チョ・ジョンヒ○
○内山　　　　　14、-18、13	 リ・ブンヒ　
　星野／橘川　-9、18、-12
	 リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ○
　星野　　　　　-14、-10	 リ・ブンヒ○
▼7～8位決定戦

〈日本　3─2　ユーゴ〉
　内山　　　　　-15、-19	 ペルクチン○
　石田　　　　　-17、-15	 ファズリッチ○
○星野／橘川	11、19	 ペルクチン／ファズリッチ　
○内山　　　　　18、19	 ファズリッチ　
○石田　　　　　10、-14、15	 ペルクチン　

□男子シングルス
▼予選1回戦
渋谷　　-15、9、11	 イコーネン（フィンランド）
▼2回戦
渋谷　　　　12、11	 ワルター（イタリア）
▼3回戦
渋谷　　20、12	 ドローチ（ニュージーランド）
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▼決勝トーナメント1回戦
ランバース（フランス）　　14、6、10	 齋藤
スピット（インドネシア）		8、17、-17、13	 渋谷
松下　12、-17、15、10	 ポルテラ（ポルトガル）
モメシン（フランス）　	20、-19、14、10	 小野
宮﨑　　12、-7、20、-9、20	 ドボラク（ソ連）
▼2回戦
金琦沢（韓国）　　9、-14、15、-17、8	 松下
宮﨑　　　　15、14、9	 ムンヒ（ポーランド）
▼3回戦
宮﨑　　　　12、14、13	 カリニッチ（ユーゴ）
▼4回戦
陳竜燦（中国）　　13、16、12	 宮﨑
▼準々決勝
江加良（中国）　　13、21、14	 恵鈞（中国）
陳新華（中国）　　13、12、13	 王浩（中国）
滕義（中国）15、-17、19、12
	 グルッバ（ポーランド）
ワルドナー（スウェーデン）17、15、11	 陳竜燦
▼準決勝
江加良　　　　18、14、10	 陳新華
ワルドナー　　　　17、20、9	 滕義
▼決勝
江加良　　　-14、18、11、22	 ワルドナー

□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
吉田　10、-20、12、9	 G.	ダイアナ（アメリカ）
星野　　キケン	 エリオット（イングランド）
石田　　18、13、10	 テッパー（オーストラリア）
内山　　17、21、6	 ファチリッチ（ユーゴ）
▼2回戦
モク・カシャ（香港）　　　17、11、6	 吉田
星野　　-16、11、10、15	 ザカト（ポーランド）
石田　　18、-12、18、11	 ブッサン（アメリカ）
内山　　13、13、13	 キーン（オランダ）
▼3回戦
陳静（中国）　　　11、8、16	 星野
石田　　　6、15、19	 デケイン（西ドイツ）
梁英子（韓国）　　　9、7、8	 内山
▼4回戦
李恵芬（中国）　　　13、15、6	 石田
▼準々決勝
管建華（中国）　7、19、-12、-16、11
	 リ・ブンヒ（北朝鮮）
何智麗（中国）　-19、15、14、15	 陳静
戴麗麗（中国）　18、16、18	 李恵芬
梁英子　18、-15、20、17	 ハラコワ（チェコ）
▼準決勝
何智麗　　　　　7、7、18	 管建華
梁英子　　　16、14、-13、-19、18	 戴麗麗
▼決勝
何智麗　　　　17、19、18	 梁英子

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
糠塚／齋藤　12、11
	 ピエオノジック／ムニッヒ（ポーランド）
小野／宮﨑　12、9
	プラミ／イコーネン（フィンランド／オーストリア）
紀金竜／朱昌勇（チャイニーズタイペイ）17、16
	 渡辺／金擇洙（韓国）
▼2回戦
糠塚／齋藤　21、10
	 シェーレ／ボーム（スウェーデン／西ドイツ）
小野／宮﨑	-17、8、17	カノ／タカハシ（ブラジル）
▼3回戦
ルプレスク／プリモラッツ（ユーゴ）11、-16、15
	 糠塚／齋藤
小野／宮﨑　　　17、11	 金琦沢／金浣（韓国）
▼準々決勝
安宰亨／劉南奎（韓国）-16、17、20
	 陳新華／王浩（中国）

ルプレスク／プリモラッツ（ユーゴ）20、15
	 江加良／何志文（中国）
陳竜燦／韋晴光（中国）　19、12	 小野／宮﨑
グルッバ／クハルスキー（ポーランド）17、6
	 チュ・ジョンチョル／キム・ソンヒ（北朝鮮）
▼準決勝
ルプレスク／プリモラッツ　-15、17、20
	 安宰亨／劉南奎
陳竜燦／韋晴光　-11、18、10
	 グルッバ／クハルスキー
▼決勝
陳竜燦／韋晴光　17、-12、20
	 ルプレスク／プリモラッツ

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
星野／橘川　6、16　ブーサン／ダイアナ（アメリカ）
石田／内山　9、14
	 ポーク／トエルホジ（デンマーク）
▼2回戦
星野／橘川　-21、18、18
	 ファズリッチ／オジャタスク（ユーゴ）
石田／内山　-20、15、10
	 チレット／ダビオ（フランス）
▼3回戦
星野／橘川　-18、16、14
	 デイケン／ノルテン（西ドイツ）
何智麗／焦志敏（中国）　　11、17	 石田／内山
▼準々決勝
戴麗麗／李恵芬（中国）　-16、12、19	 星野／橘川
リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ（北朝鮮）21、17
	 陳子荷／朱娟（中国）
梁英子／玄静和（韓国）15、12
	 ハラコワ／カサロワ（チェコ）
何智麗／焦志敏（中国）15、18
	 パン・チュンドク／キム・ギョンスン（北朝鮮）
▼準決勝
戴麗麗／李恵芬　19、10
	 リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ
梁英子／玄静和　　11、19	 何智麗／焦志敏
▼決勝
梁英子／玄静和　-21、13、19	 戴麗麗／李恵芬

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
渡辺／細川　14、16	 ピーター／マック（カナダ）
カブレラ／ボガーツ（ベルギー）21、-11、19
	 渋谷／内山
糠塚／星野　-16、10、18
	 ロザリオ／チャンベル（オーストラリア）
▼2回戦
渡辺／細川　-19、12、16	 金擇洙／洪順花（韓国）
宮﨑／石田　9、-18、18
	 呉文嘉／張秀玉（チャイニーズタイペイ）
カリニッチ／ゲルゲルチェワ（ユーゴ／ブルガリア）
	 15、-19、19　糠塚／星野
▼3回戦
許増才／陳子荷（中国）　13、11	 渡辺／細川
宮﨑／石田 -10、20、9	ポプノソワ／ポポワ（ソ連）
▼4回戦
恵鈞／耿麗娟（中国）　　12、19	 宮﨑／石田
▼準々決勝
王浩／管建華（中国）-20、23、20
	 パンスキー／ハラコワ（チェコ）
恵鈞／耿麗娟　　18、9	 何志文／何智麗（中国）
江加良／焦志敏（中国）17、-18、13
	 劉南奎／朴順愛（韓国）
安宰亨／梁英子（韓国）-17、16、18
	 キム・ソンヒ／リ・ブンヒ（北朝鮮）
▼準決勝
恵鈞／耿麗娟　　　16、20	 王浩／管建華
江加良／焦志敏　-17、16、18	 安宰亨／梁英子
▼決勝
恵鈞／耿麗娟　14、-15、10	 江加良／焦志敏

第40回世界選手権大会
1989年3月29日～4月9日、於：西ドイツ・ドルトムント

●男子日本選手団
齋藤清（日産自動車）、糠塚重造（川鉄千葉）、松下
浩二（明治大）、渋谷浩（明治大）、松下雄二（明治大）、
伊藤誠（早稲田大）、平亮太（埼工大深谷高）
●女子日本選手団
星野美香（三井銀行）、佐藤利香（白鵬女子高）、内
山京子（十六銀行）、山下富美代（松下電工彦根）、
富永克子（富士短大）、細川幸智子（日産自動車）、
松本雪乃（白鵬女子高）

□男子団体
▼1次リーグ〈Fグループ〉

〈日本　5─0　グアテマラ〉
○糠塚　　　　　　5、5	 フローレス　
○松下雄　　　　　9、10	 ヘレラ　
○松下浩　　　　　3、11	 カステリオ　
○松下雄　　　　　3、14	 フローレス　
○糠塚　　　　　　12、16	 カステリオ　

〈日本　5─1　ニュージーランド〉
　渋谷　　　　　-18、-19	 ジャクソン○
○松下浩　　　　8、13	 シアーズ　
○齋藤　　　　　15、8	 ダローチ　
○松下浩　　　　16、17	 ジャクソン　
○渋谷　　　　　13、6	 ダローチ　
○齋藤　　　　　13、4	 シアーズ　

〈日本　5─0　リヒテンシュタイン〉
○松下雄　　　　　10、5	 ヤースト　
○渋谷　　　　　　9、7	 フリック　
○齋藤　　　　　　4、9	 ブルノ　
○渋谷　　　　　　3、10	 ヤースト　
○松下雄　　　　　4、9	 ブルノ　

〈日本　5─1　カナダ〉
○齋藤　　　　　11、18	 ピンテア　
　糠塚　　　　　-19、-18	 ギドンジョ○
○松下　　　　　12、9	 バーボナイス　
○齋藤　　　　　11、-17、20	 ギドンジョ　
○松下　　　　　21、16	 ピンテア　
○糠塚　　　　　14、14	 バーボナイス　
▼2次リーグ〈Dグループ〉

〈日本　2─5　チェコ〉
○齋藤　　　　　-19、19、9	 パンスキー　
　渋谷　　　　　-18、-14	 ヤンチ○
　松下浩　　　　-18、-8	 セカワ○
○齋藤　　　　　19、-14、7	 ヤンチ　
　松下浩　　　　-17、16、-16	 パンスキー○
　渋谷　　　　　-14、-18	 セカワ○
　松下浩　　　　-20、-19	 ヤンチ○

〈日本　5─3　ソ連〉
　渋谷　　　　　-12、19、-19	 D. マズノフ○
○齋藤　　　　　14、13	 ドボラク　
○松下浩　　　　-21、14、16	 A. マズノフ　
○齋藤　　　　　13、18	 D. マズノフ　
○渋谷　　　　　16、14	 A. マズノフ　
　松下浩　　　　17、-18、-19	 ドボラク○
　齋藤　　　　　-16、-15	 A. マズノフ○
○松下浩　　　　-14、15、14	 D. マズノフ　

〈日本　5─4　ユーゴ〉
　齋藤　　　　　-15、-9	 プリモラッツ○
　渋谷　　　　　-12、-15	 ルプレスク○
○松下浩　　　　-15、14、13	 カリニッチ　
　齋藤　　　　　-6、20、-14	 ルプレスク○
　松下浩　　　　-16、-17	 プリモラッツ○
○渋谷　　　　　12、-19、10	 カリニッチ　
○松下浩　　　　-15、17、18	 ルプレスク　
○齋藤　　　　　16、12	 カリニッチ　
○渋谷　　　　　18、18	 プリモラッツ　
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▼決勝トーナメント準々決勝
〈日本　1─5　北朝鮮〉

　松下浩　　　　14、-22、-17	 リ・グンサン○
　渋谷　　　　-24、-15	 キム・ソンフイ○
○齋藤　　　　19、12	 チュ・ジョンチョル　
　松下浩　　　-18、-13	 キム・ソンフイ○
　齋藤　　　　-21、-17	 リ・グンサン○
　渋谷　　　　-7、-20	 チュ・ジョンチョル○

〈中国　5─0　ポーランド〉
〈ソ連　5─3　韓国〉

〈スウェーデン　5─2　西ドイツ〉
▼準決勝

〈中国　5─1　ソ連〉
　滕義　　　　　-18、-13	 D. マズノフ○
○江加良　　　　13、20	 ドボラク　
○陳竜燦　　　　-17、17、9	 A. マズノフ　
○江加良　　　　18、16	 D. マズノフ　
○滕義　　　　　14、13	 A. マズノフ　
○陳竜燦　　　　5、13	 ドボラク　

〈スウェーデン　5─0　北朝鮮〉
○ワルドナー　　9、11	 リ・グンサン　
○パーソン　　　13、20	 チュ・ジョンチョル　
○アペルグレン　14、13	 キム・ソンヒ　
○パーソン　　　14、-19、19	 リ・グンサン　
○ワルドナー　　13、-19、14	 キム・ソンヒ　
▼3位決定戦

〈北朝鮮　5─3　ソ連〉
▼決勝

〈スウェーデン　5─0　中国〉
○アペルグレン　　10、-18、15	 江加良　
○ワルドナー　　　-22、19、17	 滕義　
○パーソン　　　　-22、19、13	 陳竜燦　
○ワルドナー　　　16、-17、16	 江加良　
○アペルグレン　　17、16	 陳竜燦　
▼5～8位決定戦

〈日本　5─4　西ドイツ〉
　齋藤　　　　　-10、-14	 ロスコフ○
○松下浩　　　　-15、18、16	 ボージック　
　渋谷　　　　　19、-14、-19	 ボーム○
　松下浩　　　　-17、-13	 ロスコフ○
○齋藤　　　　　17、19	 ボーム　
○渋谷　　　　　20、16	 ボージック　
○松下浩　　　　16、9	 ボーム　
　渋谷　　　　　-14、-18	 ロスコフ○
○齋藤　　　　　15、12	 ボージック　
▼5～6位決定戦

〈日本　4─5　韓国〉
○齋藤　　　　　-18、13、18	 安宰亨　
　松下浩　　　　-10、19、-16	 金擇洙○
　糠塚　　　　　-13、-15	 劉南奎○
○松下浩　　　　13、17	 安宰亨　
　齋藤　　　　　-13、-18	 劉南奎○
　糠塚　　　　　-15、22、-11	 金擇洙○
○松下浩　　　　-15、18、19	 劉南奎　
○糠塚　　　　　18、-14、18	 安宰亨　
　齋藤　　　　　-9、-18	 金擇洙○

□女子団体
▼1次リーグ

〈日本　3─0　ニュージーランド〉
○星野　　　　　6、6	 バルフォル　
○佐藤　　　　　10、-21、11	 ゴルデイ　
○星野／佐藤　　11、9	 ゴルデイ／バルフォル　

〈日本　3─0　エルサルバドル〉
○山下　　　　　6、6	 フォンセカ　
○内山　　　　　6、3	 ワン　
○山下／内山　　7、9	 フォンセカ／ワン　

〈日本　3─0　インドネシア〉
○内山　　　　　18、8	 シエブカカール　
○星野　　　　　20、8	 オーグスチン　
○星野／佐藤　　16、9	 カカール／スメンダブ　
▼2次リーグ〈Bグループ〉

〈日本　3─0　アメリカ〉
○星野　　　　　12、14	 ブオング　

○内山　　　　　15、15	 ブーシャン　
○星野／佐藤　15、-18、13	 ブーシャン／ギー　

〈日本　3─1　チャイニーズタイペイ〉
○内山　　　　　15、13	 林麗如　
○星野　　　　　14、17	 黄美珍　
　星野／佐藤　　-11、-19	 林麗如／崔秀里○
○内山　　　　　12、10	 黄美珍　

〈日本　1─3　韓国〉
○星野　　　　　15、15	 金英美　
　内山　　　　　-11、18、-5	 玄静和○
　星野／佐藤　　-21、-21	 玄静和／権美淑○
　星野　　　　　-17、-19	 玄静和○
▼決勝トーナメント準々決勝

〈日本　0─3　香港〉
　星野　　　　　-13、-17	 チャン・タンルイ○
　内山　　　　　-8、-18	 チャイ・ポワ○
　星野／佐藤　　-17、-18
	 チャン・タンルイ／チャイ・ポワ○

〈中国　3─0　スウェーデン〉
〈ハンガリー　3─1　北朝鮮〉
〈韓国　3─0　チェコ〉

▼準決勝
〈中国　3─0　香港〉

○陳静　　　-24、13、13	 チャン・タンルイ　
○李恵芬　　-15、11、19	 チャイ・ポワ　
○陳静／胡小新　13、11
	 チャン・タンルイ／チャイ・ポワ　

〈韓国　3─1　ハンガリー〉
　洪順花　　　　　-18、-11	 バトルフィ○
○玄静和　　　　　13、21	 ウルバン　
○玄静和／権美淑	13、16	バトルフィ／ウルバン　
○玄静和　　　　　10、17	 　	バトルフィ　
▼3位決定戦

〈香港　3─0　ハンガリー〉
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○李恵芬　　　　　-18、21、17	 玄静和　
○陳静　　　　　-16、11、14	 洪順花　
○李恵芬／陳子荷　　12、16	 玄静和／権美淑　
▼5～8位決定戦

〈日本　3─0　スウェーデン〉
○内山　　　　10、12	 A. スベンソン　
○山下　　　　12、-23、19	 M. スベンソン　
○内山／山下	20、9	 M. スベンソン／エールマン　
▼5～6位決定戦

〈日本　0─3　北朝鮮〉
　星野　　　　　19、-20、-20	 ユ・スンボク○
　内山　　　　　-10、-18	 リ・ブンヒ○
　星野／佐藤　13、-9、-12
	 リ・ブンヒ／チョ・ジョンヒ○

□男子シングルス
▼予選1回戦
糠塚　　　　3、2	 オージネアン（レバノン）
▼2回戦
糠塚　　　　15、16	 ピイ（スペイン）
平　　　　　3、11	 バレイ（グアテマラ）
▼3回戦
林志剛（中国）　　　　8、10	 糠塚
▼決勝トーナメント1回戦
ドボラク（ソ連）		14、19、-16、-20、19	 松下浩
渋谷　11、-18、-16、15、19	 オヤマ（ブラジル）
ヤルデズ（トルコ）　14、-20、9、-17、16	 平
齋藤　　　　7、11、5	 ハウス（デンマーク）
▼2回戦
許増才（中国）　　　8、-17、18、20	 渋谷
齋藤　-7、10、-16、13、19
	 ユン・ムンサン（北朝鮮）
▼3回戦
齋藤　　　　9、16、16	 恵鈞（中国）
▼4回戦
ワルドナー（スウェーデン）　　17、8、15	 齋藤
▼準々決勝
于沈潼（中国）　12、20、-18、18	 江加良（中国）

パーソン（スウェーデン）11	、16、-17、-15、18
	 許増才（中国）
グルッバ（ポーランド）18、19、15	金擇洙（韓国）
ワルドナー　19、-11、18、20
	 クランパ（ハンガリー）
▼準決勝
パーソン　　　-11、10、9、11	 于沈潼
ワルドナー　　-16、16、19、17	 グルッバ
▼決勝
ワルドナー　17、18、-20、-18、10	 パーソン

□女子シングルス
▼1回戦
内山　　　　17、16、11	 ボゲルツ（ベルギー）
キーン（オランダ）　　　18、17、17	 佐藤
山下　18、11、-18、-22、18	 アイ（アメリカ）
▼2回戦
内山　11、13、-15、9	 イサノビッチ（ユーゴ）
山下　16、-19、19、-19、18	 カサロワ（チェコ）
星野　　13、9、16	 ミキヤニエイ（ポーランド）
▼3回戦
内山		-15、19、-16、12、10	ウルバン（ハンガリー）
山下　8、16、15	 クロッペンブルグ（オランダ）
星野　　　13、9、12	 ブーシャン（アメリカ）
▼4回戦
内山　　-20、19、17、-19、21	 高軍（中国）
陳子荷（中国）　　-17、11、5、20	 山下
ワン（フランス）　　19、-9、12、19	 星野
▼準々決勝
陳静（中国）　　　　10、9、16	 内山
リ・ブンヒ（北朝鮮）	-12、19、12、13	李隽（中国）
玄静和（韓国）　　18、-17、14、18	 陳子荷
喬紅（中国）　　　16、12、14	 ワン
▼準決勝
リ・ブンヒ　　17、20、13	 陳静
喬紅　　　　　13、15、17	 玄静和
▼決勝
喬紅　　　15、12、-11、16	 リ・ブンヒ

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
糠塚／松下雄　8、19
	 ベンツェン／ヤンガー（デンマーク）
カールソン／ベンクソン（スウェーデン）15、18
	 許増才（中国）／伊藤
渋谷／松下浩　15、18
	 ピコー／コンタラ（フィンランド）
▼2回戦
ロスコフ／フェッツナー（西ドイツ）　16、13
	 糠塚／松下
渋谷／松下浩　20、-18、16
	 ボーガン／オニール（アメリカ）
▼3回戦
渋谷／松下浩	-15、17、20	金琦沢／安宰亨（韓国）
▼準々決勝
陳竜燦／韋晴光（中国）10、10
	 ヤンチ／セカワ（チェコ）
ロスコフ／フェッツナー　16、-19、17
	 グルッバ／ガシアン（ポーランド／フランス）
滕義／恵鈞（中国）　19、-13、10	 渋谷／松下
クハルスキー／カリニッチ（ポーランド／ユーゴ）
	 15、17　クック／プリーン（イングランド）
▼準決勝
ロスコフ／フェッツナー　-11、12、17
	 陳竜燦／韋晴光
クハルスキー／カリニッチ		-22、17、14	滕義／恵鈞
▼決勝
ロスコフ／フェッツナー　-18、17、19
	 クハルスキー／カリニッチ

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
内山／富永　22、-17、13
	 ウエンツェル／レゲンベッター（ルクセンブルク）
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▼2回戦
パリナ／チイミナ（ソ連）-14、11、14	内山／富永
星野／佐藤　-15、12、13
	 ココワ／ナギイー（チェコ／ハンガリー）
▼3回戦
喬紅／鄧亜萍（中国）　　16、11	 星野／佐藤
▼準々決勝
陳静／胡小新（中国）6、17
	 ゲルゲルチェワ／ワン（ブルガリア／フランス）
李隽／丁亜萍（中国）	20、15	
	 玄静和／権美淑（韓国）
李恵芬／陳子荷（中国）-15、17、16
	 劉偉／高軍（中国）
喬紅／鄧亜萍　14、11
	 チャン・タンルイ／チャイ・ポワ（香港）
▼準決勝
陳静／胡小新　　14、-22、10	 李隽／丁亜萍
喬紅／鄧亜萍　　-23、13、21	 李恵芬／陳子荷
▼決勝
喬紅／鄧亜萍　　18、19	 陳静／胡小新

□混合ダブルス
▼予選1回戦
伊藤／松本　12、10
	 バンコレ／オバダレ（ナイジェリア）
▼2回戦
伊藤／松本	7、9	ハヤット／センユン（ジャマイカ）
▼決勝トーナメント1回戦
齋藤／佐藤　-15、16、11
	 ストラノワ／ビチェワ（ブルガリア）
伊藤／松本　16、-11、19
	 ボーム／コルダス（西ドイツ）
ベンクソン／スベンソン（スウェーデン）10、18
	 平／細川
松下雄／星野　-19、14、16
	 顧光男／白慧嬰（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
齋藤／佐藤　-16、8、10
	 バルダニアン／パリナ（ソ連）
伊藤／松本　15、11
	 テッパー／テッパー（オーストラリア）
馬文革／鄧亜萍（中国）17、-18、19	 松下／星野
▼3回戦
ディン・イ／ゲルゲルチェワ（オーストリア／ブルガリア）
	 7、14　齋藤／佐藤
恵鈞／喬紅（中国）　　15、17	 伊藤／松本
▼準々決勝
劉南奎／玄静和（韓国）	15、9	滕義／胡小新（中国）
陳竜燦／陳静（中国）12、-19、22
	 チュ・ジョンチョル／ユ・スンボク（北朝鮮）
カリニッチ／ペルクチン（ユーゴ）-13、15、19
	 キム・ソンフィ／リ・ブンヒ（北朝鮮）
陳志斌／高軍（中国）21、-18、12
	 韋晴光／李恵芬（中国）
▼準決勝
劉南奎／玄静和　-16、18、12	 陳竜燦／陳静
カリニッチ／ペルクチン　12、14	 陳志斌／高軍
▼決勝
劉南奎／玄静和　7、13	 カリニッチ／ペルクチン

第41回世界選手権大会
1991年4月24日～5月6日、於：日本・千葉

●男子日本選手団
渋谷浩（川鉄千葉）、松下浩二（協和発酵）、山本恒安（シ
チズン時計）、岩崎清信（日産自動車）、松下雄二（協
和発酵）、齋藤清（日産自動車）、渡辺武弘（協和発
酵）、森本洋治（日本大）、今枝一郎（愛工大名電高）、
田中卓也（埼玉工大）、仲村錦治郎（明徳義塾高）
●女子日本選手団
星野美香（太陽神戸三井銀行）、山下富美代（松下電
工彦根）、佐藤利香（武田薬品湘南）、河合雅世（青
山学院大）、下長智子（十六銀行）、松﨑静香（日本
生命）、室重明世（日産自動車）、道広友子（富士短大）、
青池優美（富士短大）、大野知子（早稲田大）、小林薫（川
鉄千葉）

□男子団体
▼予選リーグ〈Aグループ〉

〈日本　2─3　ユーゴ〉
○渋谷　　　　　17、19	 プリモラッツ　
○松下浩　　　　-19、16、16	 ルプレスク　
　松下浩／山本			-17、-10	プリモラッツ／カリニッチ○
　渋谷　　　　　-15、-17	 ルプレスク○
　山本　　　　　-17、17、-16	 カリニッチ○

〈日本　1─3　イングランド〉
　松下浩　　　　　-17、-23	 プリーン○
　岩崎　　　　　15、-19、-19	 陳新華○
○渋谷／松下浩　　18、2	 陳新華／シード　
　岩崎　　　　　17、-19、-13	 プリーン○

〈日本　0─3　コリア〉
　松下雄　　　　　-12、-7	 キム・ソンヒ○
　山本　　　　　-14、-12	 劉南奎○
　岩崎／松下雄　　　-11、-14	 劉南奎／金擇洙○

〈日本　3─0　チャイニーズタイペイ〉
○松下浩　　　　20、15	 呉文嘉　
○渋谷　　　　　13、14	 馮聖欽　
○松下浩／山本　17、12	 馮聖欽／謝文堂　

〈日本　1─3　ベルギー〉
　松下浩　　　　　-18、-13	 カブレラ○
　山本　　　　　-15、-16	 J.	セイブ○
○渋谷／松下浩		-12、14、15	J.	セイブ／P.	セイブ　
　山本　　　　　-20、-14	 カブレラ○

〈日本　0─3　スウェーデン〉
　渋谷　　　　　-16、-20	 パーソン○
　岩崎　　　　　-19、19、-18	 リンド○
　渋谷／松下浩　-17、-23	 リンド／ワルドナー○

〈日本　3─0　ナイジェリア〉
○松下浩　　　　　13、8	 ムサ　
○渋谷　　　　　11、3	 B.	ニニオラ　
○松下浩／山本　-16、16、18
	 B.	ニニオラ／ J.	ニニオラ　
▼決勝トーナメント1回戦

〈日本　0─3　中国〉
　渋谷　　　-11、12、-9	 馬文革○
　岩崎　　　　　-9、-6	 陳志斌○
　渋谷／松下浩　　-10、-22	 陳志斌／張雷○
▼準々決勝

〈ユーゴ　3─2　ドイツ〉
〈ベルギー　3─2　カナダ〉
〈スウェーデン　3─1　コリア〉
〈チェコ　3─2　中国〉

▼準決勝
〈ユーゴ　3─0　ベルギー〉

○プリモラッツ　　-16、9、12	 J.	セイブ　
○ルプレスク　　　　　18、18	 カブレラ　
○プリモラッツ／カリニッチ　12、10
	 カブレラ／P.	セイブ　

〈スウェーデン　3─0　チェコ〉
○パーソン　　　-20、17、14	 ビミ　
○ワルドナー　　　16、-15、9	 コルベル　
○パーソン／アペルグレン　-16、13、18
	 コルベル／ヤンチ　

▼3位決定戦
〈チェコ　3─1　ベルギー〉

▼決勝
〈スウェーデン　3─2　ユーゴ〉

○アペルグレン　　13、-18、10	 カリニッチ　
　ワルドナー　　　-14、-11	 プリモラッツ○
　アペルグレン／パーソン　-16、-19
	 プリモラッツ／ルプレスク○
○ワルドナー　　　　9、8	 カリニッチ　
○パーソン　　　　　18、21	 ルプレスク　
▼9～16位決定戦

〈日本　1─3　イングランド〉
　渋谷　　　　　-20、-7	 プリーン○
　岩崎　　　　　17、-15、-16	 陳新華○
○渋谷／松下浩　9、-14、14	 陳新華／シード　
　岩崎　　　20、-16、-19	 プリーン○
▼13～16位決定戦

〈日本　3─0　アメリカ〉
○松下浩　　　　　10、10	 オニール　
○渋谷　　　　　　20、15	 バトラー　
○松下浩／山本　18、19
	 バトラー／テイラカラビラケット　
▼13～14位決定戦

〈日本　3─0　イタリア〉
○渋谷　　　　　12、12	 モンデロ　
○松下浩　　　　　5、8	 リッチ　
○松下浩／山本　9、17	 モンデロ／ディナポリ　

□女子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　3─0　アメリカ〉
○星野　　　　　10、19	 ワン　
○佐藤　　　　　9、13	 ブーシャン　
○星野／山下　　8、18	 ワン／ヒュー　

〈日本　3─0　スウェーデン〉
○星野　　　　　14、13	 A. スベンソン　
○山下　　　　　12、-13、15	 M. スベンソン　
○星野／山下　　	17、8
	 A. スベンソン／ペチション　

〈日本　1─3　香港〉
　佐藤　　　　　-9、-13	 チャイ・ポワ○
　星野　　　　　-19、-13	 チャン・タンルイ○
○星野／山下　　20、11
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ　
　星野　　　　　-13、19、-16	 チャイ・ポワ○

〈日本　3─2　ルーマニア〉
　山下　　　　　-20、17、-16	 バデスク○
○星野　　　　　16、14	 チョス　
○星野／山下　　9、18	 バデスク／ルネスク　
　星野　　　　　11、-18、-14	 バデスク○
○山下　　　　　13、13	 チョス　

〈日本　3─2　オランダ〉
　山下　　　　　-15、-16	 フリセコープ○
○星野　　　　　15、14	 ホーマン　
　星野／山下　　13、-14、-17
	 フリセコープ／ホーマン○
○星野　　　　　17、-18、20	 フリセコープ　
○山下　　　　　18、13	 ホーマン　

〈日本　0─3　コリア〉
　山下　　　　　-17、-15	 玄静和○
　佐藤　　　　　-16、18、-16	 リ・ブンヒ○
　佐藤／河合　-14、-9	 ユ・スンボク／洪次玉○

〈日本　3─1　フランス〉
○山下　　　　　10、14	 クード　
○佐藤　　　　　12、7	 ルラニック　
　佐藤／河合　　17、-23、-16	 ワン／クード○
○山下　　　　　16、15	 ルラニック　
▼決勝トーナメント1回戦

〈チェコ　3─2　日本〉
　サファロワ　　　　-10、-20	 山下○
○ハラコワ　　　　　14、-16、17	 星野　
　サファロワ／カサロワ　-17、-15	 星野／山下○
○サファロワ　　　　-22、19、19	 星野　
○ハラコワ　　　　　13、-25、17	 山下　

250



世界卓球選手権大会

▼準々決勝
〈中国　3─0　チェコ〉
〈フランス　3─1　香港〉

〈ハンガリー　3─1　ルーマニア〉
〈コリア　3─0　ソ連〉

▼準決勝
〈中国　3─0　フランス〉

○陳子荷　　　　　10、4	 ワン　
○鄧亜萍　　　　　15、9	 ルラニック　
○陳子荷／高軍　　14、-17、9	 ワン／クード　

〈コリア　3─1　ハンガリー〉
　ユ・スンボク　　　-18、-9	 バトルフィ○
○玄静和　　　　　-17、14、18	 ビルト　
○リ・ブンヒ／玄静和　13、13
	 バトルフィ／ビルト　
○玄静和　　　　　16、20	 バトルフィ　
▼3位決定戦

〈フランス　3─2　ハンガリー〉
▼決勝

〈コリア　3─1　中国〉
○ユ・スンボク　　7、-17、18	 鄧亜萍　
○玄静和　　　　　11、15	 高軍　
　リ・ブンヒ／玄静和　16、-19、-13
	 鄧亜萍／高軍○
　玄静和　　　　　-14、-16	 鄧亜萍○
○ユ・スンボク　　19、19	 高軍　
▼順位決定戦

〈日本　3─0　フィンランド〉
○星野　　　　　　9、10	 ニエミェン　
○山下　　　　　　3、11	 カイミオ　
○星野／山下　7、14	 カイミオ／コムライネン　
▼9～12位決定戦

〈日本　3─0　イングランド〉
○佐藤　　　　　13、19	 エリオット　
○山下　　　　　11、3	 ホルト　
○星野／山下　　19、9	 ロコス／ホルト　
▼9～10位決定戦

〈日本　3─0　ユーゴ〉
○星野　　　　　11、18	 フレリー　
○山下　　　　　17、13	 ファズリッチ　
○星野／山下　17、10	 ファズリッチ／フレリー　

□男子シングルス
▼予選1回戦
グルマン（チェコ）　　　14、16	 森本
▼2回戦
ナノーニ（イタリア）　　17、8	 田中
▼3回戦
山本　　　　8、4	 デラクルス（ドミニカ）
松下雄　　　15、-19、15	 ハウト（デンマーク）
岩崎　　　　-14、15、11	 モウラ（ポルトガル）
カンタワン（タイ）　　　-2、14、15	 渡辺
▼決勝トーナメント1回戦
キム・ソンヒ（コリア）　15、10、16	 松下浩
渋谷　20、-19、10、-16、18
	 リンド（スウェーデン）
ロ・チェンチュン（香港）　　14、12、9	 山本
松下雄　　-12、16、20、14	 ケーン（オランダ）
J. セイブ（ベルギー）		-17、15、10、-20、16	岩崎
齋藤　19、10、16	 ビュック（フィンランド）
▼2回戦
渋谷　　　　　11、19、18	 張雷（中国）
ヤン（ルクセンブルク）　20、-16、-15、18、14
	 松下
齋藤　　　　7、14、15	 カリニッチ（ユーゴ）
▼3回戦
渋谷　-16、17、-16、17、12
	 P. セイブ（ベルギー）
于沈潼（中国）　　19、8、-23、10	 齋藤
▼4回戦
劉南奎（コリア）　　9、10、16	 渋谷
▼準々決勝
ワルドナー（スウェーデン）-16、15、-17、15、14
	 ガシアン（フランス）

馬文革（中国）　-21、15、18、-18、11	 劉南奎
パーソン（スウェーデン）-15、19、-19、18、16
	 グルッバ（ポーランド）
金擇洙（コリア）　-18、12、-9、16、13
	 李哲承（コリア）
▼準決勝
ワルドナー　　　18、-18、7、15	 馬文革
パーソン　　　　12、22、18	 金擇洙
▼決勝
パーソン　　　　19、18、18	 ワルドナー

□女子シングルス
▼予選3回戦
松﨑　　　　　14、6	 ベダード（カナダ）
メルニク（ソ連）　　　　　22、7	 河合
下長　　　7、8	 サンチェス（フィリピン）
室重　　-7、16、19	 ギー（アメリカ）
道広　　6、12	 オショナイケ（ナイジェリア）
▼決勝トーナメント1回戦
松﨑　-19、19、22、19	 ルネスク（ルーマニア）
山下　　　8、11、10	 アルマス（キューバ）
佐藤　　14、10、21	 ヤヌシック（ポーランド）
下長　　5、9、8	 コスタンティニド（キプロス）
星野　-20、6、15、12
	 林麗如（チャイニーズタイペイ）
朴瓊愛（コリア）　　　20、17、13	 室重
▼2回戦
松﨑　16、17、18	 ビルト（ハンガリー）
山下　-19、15、15、-18、19	 ワン（フランス）
丁亜萍（中国）　　　　9、16、21	 佐藤
下長　16、19、11	 ゲルゲルチエワ（ブルガリア）
星野　10、-16、8、-20、7	 ノール（オランダ）
▼3回戦
洪順化（コリア）　　　17、14、13	 松﨑
胡小新（中国）　　　　12、13、10	 山下
劉偉（中国）　　　-19、11、10、14	 下長
星野　　　14、-4、17、15	 陳子荷（中国）
▼4回戦
チャン・タンルイ（香港）　　20、15、16	 星野
▼準々決勝
喬紅（中国）-23、12、14、9	チャイ・ポワ（香港）
リ・ブンヒ（コリア）　16、13、-18、-17、10
	 高軍（中国）
チャン・タンルイ　-19、19、17、-13、13	 劉偉
鄧亜萍（中国）　-15、16、17、15
	 バトルフィ（ハンガリー）
▼準決勝
リ・ブンヒ　　-24、20、20、-16、20	 喬紅
鄧亜萍　　　　16、9、14	 チャン・タンルイ
▼決勝
鄧亜萍　　　　13、18、14	 リ・ブンヒ

□男子ダブルス
▼予選
カブレラ／ソネット（ベルギー）16、10	渡辺／岩崎
トリオラ／ニニオラ（ナイジェリア）19、16
	 森本／田中
▼1回戦
グルッバ／クハルスキー（ポーランド）15、15
	 王永剛（中国）／山本
齋藤／松下雄　-15、21、15
	 金擇洙／キム・グクチョル（コリア）
渋谷／松下浩	16、19	 エン／ピンティア（カナダ）
▼2回戦
齋藤／松下雄	10、14	 ムサ／マヤ（ナイジェリア）
渋谷／松下浩　13、13
	 ヤン／ビンテルスドルフ（ルクセンブルク）
▼3回戦
グルッパ／クハルスキー　19、-21、18
	 齋藤／松下雄
劉南奎／キム・ソンヒ（コリア）19、17
	 渋谷／松下浩
▼準々決勝
A. マズノフ／D. マズノフ（ソ連）17、-18、14、19
	 ロスコフ／フェッツナー（ドイツ）

王涛／呂林（中国）-15、-21、11、18、19
	 グルッバ／クハルスキー
リンド／パーソン（スウェーデン）
	 -16、10、-18、18、17　劉南奎／キム・ソンヒ
カールソン／フォン・シェーレ（スウェーデン）
	 15、14、10　ワン／グリーニ（ノルウェー）
▼準決勝
王涛／呂林	17、16、10	A. マズノフ／D. マズノフ
カールソン／フォン・シェーレ　-13、19、19、12
	 パーソン／リンド
▼決勝
カールソン／フォン・シェーレ
	 -16、16、14、-18、18　王涛／呂林

□女子ダブルス
▼予選
下長／道広　6、10
	 フイ／バデイア（オーストリア／スペイン）
シュトルーゼ／シャール（ドイツ）19、20
	 室重／河合
▼決勝トーナメント1回戦
ワン／クーバ（フランス）　　11、8	 下長／道広
佐藤／大野	13、18	カサス／ガルシア（コロンビア）
星野／山下　8、6
	 崔秀里／白慧嬰（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
胡小新／劉偉（中国）　　13、16	 佐藤／大野
ユ・スンボク／洪次玉（コリア）15、14	星野／山下
▼準々決勝
喬紅／鄧亜萍（中国）-19、16、16、-15、11
	 リ・ブンヒ／玄静和（コリア）
胡小新／劉偉　16、11、12
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）
陳子荷／高軍（中国）15、9、15
	 バトルフィ／ビルト（ハンガリー）
李隽／丁亜萍（中国）18、-17、16、17
	 ユ・スンボク／洪次玉
▼準決勝
喬紅／鄧亜萍　　　22、18、17	 胡小新／劉偉
陳子荷／高軍　　　10、14、15	 李隽／丁亜萍
▼決勝
陳子荷／高軍　20、-20、18、17	 喬紅／鄧亜萍

□混合ダブルス
▼予選
山本／青池　12、11	 タイ／チョン（マレーシア）
ハルカンプ／ハンセン（デンマーク）-14、17、19
	 今枝／ビィチェバ（ブルガリア）
田中／松﨑　13、14
	 バルトス／エルナンデス（メキシコ）
アブラディニス／ダンドーラ（ドイツ）15、19
	 ナロタム（アメリカ）／小林
▼決勝トーナメント1回戦
劉南奎／玄静和（コリア）　16、11	 岩崎／下長
ロスコフ／シュトルーゼ（ドイツ）-16、11、16
	 山本／青池
渡辺／大野		15、14	クアチ／テッパー（オーストラリア）
田中／松﨑　15、16	 バルア／シャー（インド）
森本／道広　20、13
	 ブロウ／ウォーカー（スコットランド）
松下雄／佐藤　8、-16、13
	 P. セイブ／ボゲール（ベルギー）
▼2回戦
秋教成／キム・ハイヤン（コリア）18、13
	 渡辺／大野
バトラー／ブーシャン（アメリカ）-18、15、14
	 田中／松岡
王涛／劉偉（中国）　　19、14	 森本／道広
韋晴光／鄧亜萍（中国）　17、15	 松下雄／佐藤
▼準々決勝
謝超杰／陳子荷（中国）14、15、22
	 ロスコフ／シュトルーゼ（ドイツ）
クレアンガ／バデスク（ギリシャ／ルーマニア）
　8、12、13	 秋教成／キム・ハイヤン（コリア）
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王涛／劉偉　11、13、-19、12
	 ガシアン／ワン（フランス）
キム・ソンヒ／リ・ブンヒ（コリア）18、15、11
	 韋晴光／鄧亜萍
▼準決勝
謝超杰／陳子荷	15、19、14	 クレアンガ／バデスク
王涛／劉偉　18、-10、17、21
	 キム・ソンヒ／リ・ブンヒ
▼決勝
王涛／劉偉　　14、19、14	 謝超杰／陳子荷
	

第42回世界選手権大会
1993年5月11～23日、於：スウェーデン・イエテボリ

●男子日本選手団
渋谷浩（川鉄千葉）、齋藤清（埼工大深谷高職員）、
田﨑俊雄（明治大）、今枝一郎（愛知工大）、増田秀
文（専修大）、村上裕和（埼工大深谷高）
●女子日本選手団
山下富美代（松下電工彦根）、小山ちれ（池田銀行）、
石田清美（住友生命）、河野文江（白鵬女子高）、西
飯由香（白子高）、佐藤利香（武田薬品湘南）

□男子団体
▼予選リーグ〈Aグループ〉

〈日本　3─0　アメリカ〉
○渋谷　　　　　18、12	 D. シーミラー　
○田﨑　　　　　19、-13、10	 バトラー　
○増田　　　　　-10、12、18	 ウィン　

〈日本　3─2　オーストリア〉
　田﨑　　　　-18、19、-21	 ディン・イ○
○渋谷　　　　-18、11、19	 チェン・チェンリ　
　増田　　　　20、-13、-13	 シュラガー○
○渋谷　　　　13、19	 ディン・イ　
○田﨑　　　　12、-20、19	 チェン・チェンリ　

〈日本　3─2　ベルギー〉
○田﨑　　　　　17、18	 J. セイブ　
○渋谷　　　　　16、13	 P. セイブ　
　今枝　　　　　-13、-13	 ポドピンカ○
　渋谷　　　　　-13、-21	 J. セイブ○
○田﨑　　　　　15、15	 P. セイブ　

〈日本　0─3　韓国〉
　渋谷　　　　　-19、17、-17	 劉南奎○
　田﨑　　　　　23、-17、-19	 金擇洙○
　村上　　　　　-10、-18	 姜熙燦○

〈日本　3─1　ポーランド〉
　田﨑　　　　　-19、-12	 グルッバ○
○渋谷　　　　　9、18	 スキエルスキ　
○増田　　　　　5、18	 ブラシュチック　
○渋谷　　　　　18、-10、24	 グルッバ　

〈日本　1─3　中国〉
○渋谷　　　　　11、18	 王涛　
　田﨑　　　　　-19、-10	 馬文革○
　増田　　　　　-13、22、-18	 王浩○
　渋谷　　　　　-18、-21	 馬文革○

〈日本　3─1　イングランド〉
　田﨑　　　　　-19、15、-15	 陳新華○
○渋谷　　　　　12、8	 サイド　
○今枝　　　　　-17、16、19	 クック　
○渋谷　　　　　18、8	 陳新華　
▼準々決勝

〈日本　0─3　中国〉
　渋谷　　　　　-11、16、-18	 馬文革○
　田﨑　　　　　-16、-10	 王涛○
　村上　　　　　-12、-10	 劉国梁○

〈ドイツ　3─2　韓国〉
〈北朝鮮　3─2　フランス〉

〈スウェーデン　3─0　ベルギー〉
▼準決勝

〈中国　3─1　ドイツ〉
○王涛　　　　　13、19	 ロスコフ　
　馬文革　　　　-12、-19	 フェッツナー○
○王浩　　　　　14、15	 フランツ　
○馬文革　　　　18、-17、18	 ロスコフ　

〈スウェーデン　3─1　北朝鮮〉
　ワルドナー　　-16、18、-18	 キム・ソンヒ○
○パーソン　　　18、14	 リ・グンサン　
○カールソン　　18、15	 チェ・ギョンソプ　
○ワルドナー　　16、-24、18	 リ・グンサン　
▼3位決定戦

〈ドイツ　3─0　北朝鮮〉
▼決勝

〈スウェーデン　3─1　中国〉
○カールソン　　　-13、19、16	 王浩　
　ワルドナー　　　-14、14、-20	 馬文革○
○パーソン　　　　24、-16、16	 王涛　
○ワルドナー　　　16、-17、13	 王浩　
▼5～8位決定戦

〈日本　0─3　韓国〉
　田﨑　　　　　-17、-19	 劉南奎○
　渋谷　　　　　-13、-16	 金擇洙○
　今枝　　　　　-20、-7	 李哲承○
▼7～8位決定戦

〈日本　0─3　フランス〉
　田﨑　　　　　-17、21、-15	 レグー○
　増田　　　　　-16、-10	 シャトラン○
　村上　　　　　-13、18、-16	 モメシン○

□女子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　2─3　香港〉
○山下　　　　12、-11、17	 チャイ・ポワ　
　佐藤　　　　9、-19、-17	 チャン・タンルイ○
○山下／佐藤　19、-16、10
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ	　
　佐藤　　　　-13、22、-11	 チャイ・ポワ○
　山下　　　　18、-13、-14	 チャン・タンルイ○

〈日本　3─0　スロバキア〉
○山下　　　　　6、9	 ミホコバ　
○佐藤　　　　　15、20	 ポリアコバ　
○山下／佐藤　　16、12	 ミホコバ／ポリアコバ　

〈日本　3─1　ロシア〉
　佐藤　　　　　-17、17、-15	 ティミナ○
○山下　　　　　15、14	 メルニク　
○山下／佐藤　　16、15	 ティミナ／パリナ　
○山下　　　　　13、14	 ティミナ　

〈日本　1─3　韓国〉
　佐藤　　　　　-9、-11	 玄静和○
○山下　　　　　7、12	 洪次玉　
　山下／佐藤　　-11、-11	 玄静和／朴海晶○
　山下　　　　　-14、-11	 玄静和○

〈日本　3─1　フランス〉
○山下　　　　　12、5	 ヤクエル　
　佐藤　　　　　-15、-15	 クーバ○
○山下／佐藤　　17、14	 クーバ／プレイザン　
○佐藤　　　　　16、17	 ヤクエル　

〈日本　3─0　フィンランド〉
○山下　　　　　4、17	 コムライネン　
○佐藤　　　　　10、9	 カイミオ　
○山下／佐藤　12、13	 カイミオ／コムライネン　

〈日本　3─0　イングランド〉
○佐藤　　　　　12、13	 ロマス　
○山下　　　　　5、8	 ホルト　
○山下／佐藤　　12、15	 ロマス／ホルト　
▼準々決勝

〈日本　1─3　北朝鮮〉
　山下　　　　　-12、-11	 ユ・スンボク○
○佐藤　　　　　15、-18、19	 リ・ブンヒ　
　山下／佐藤　	-9、-12	 ユ・スンボク／リ・ブンヒ○
　山下　　　　　-23、-12	 リ・ブンヒ○

〈中国　3─0　チャイニーズタイペイ〉
〈香港　3─1　ロシア〉
〈韓国　3─1　ドイツ〉

▼準決勝
〈中国　3─0　香港〉

○喬紅　　　　　10、12	 チャン・タンルイ　
○鄧亜萍　　　　14、5	 チャイ・ポワ　
○鄧亜萍／喬紅　12、13
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ	　

〈北朝鮮　3─1　韓国〉
○ユ・スンボク　　　　19、20	 朴海晶　
○リ・ブンヒ　　　　　20、-9、16	 玄静和　
　リ・ブンヒ／ユ・スンボク　19、-19、-16
	 玄静和／朴海晶○	
○ユ・スンボク　　　　16、15	 玄静和　
▼3位決定戦

〈韓国　3─0　香港〉
▼決勝

〈中国　3─0　北朝鮮〉
○喬紅　　　　　17、17	 ユ・スンボク　
○鄧亜萍　　　　-18、12、10	 リ・ブンヒ　
○鄧亜萍／喬紅　18、17
	 リ・ブンヒ／ユ・スンボク　
▼5～8位決定戦

〈日本　0─3　ドイツ〉
　山下　　　　　-17、16、-15	 シュトルーゼ○
　佐藤　　　　　-18、-16	 ネメス○
　山下／佐藤　-10、17、-14
	 シュトルーゼ／シャール○
▼7～8位決定戦

〈日本　3─0　チャイニーズタイペイ〉
○山下　　　　　13、11	 陳秋丹　
○佐藤　　　　　-19、5、14	 崔秀里　
○山下／佐藤　　11、-17、16	 崔秀里／陳秋丹　

□男子シングルス
▼予選1回戦
今枝　　18、20	 アカフィ（サウジアラビア）
▼2回戦
齋藤　　14、17	 シャオス（ルクセンブルク）
今枝　　　12、11	 ビィスマイヤー（マルタ）
▼3回戦
齋藤　　　　5、4	 ノシル（ナイジェリア）
今枝　　　　17、11	 ペテス（チリ）
▼決勝トーナメント1回戦
増田　　　　20、17、19	 劉国梁（中国）
齋藤　28、-15、20、18	 T. ヤンチ（スロバキア）
ケーン（オランダ）　　11、16、18	 田﨑
シュラガー（オーストリア）　16、18、14	 今枝
渋谷　　10、5、5	 ピルッカラバ（グルジア）
▼2回戦
D. マズノフ（ロシア）　　-15、8、8、16	 増田
齋藤　-14、16、14、16
	 アペルグレン（スウェーデン）
渋谷　　　14、17、16	 クルマシェク（チェコ）
▼3回戦
金擇洙（韓国）　　　17、7、10	 齋藤
王涛（中国）　　　　21、19、7	 渋谷
▼準々決勝
ワルドナー（スウェーデン）		10、9、18	 金擇洙
J. セイブ（ベルギー）-12、19、17、-13、13
	 馬文革（中国）
プリモラッツ（クロアチア）20、10、-19、13
	 王永剛（中国）
ガシアン（フランス）12、26、-17、-10、17
	 ポドピンカ（ベルギー）
▼準決勝
J. セイブ　　17、23、16	 ワルドナー
ガシアン　-12、16、-17、16、11	 プリモラッツ
▼決勝
ガシアン　　19、-17、14、-17、18	 J. セイブ

□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
山下　　　　10、8、13	 ケーン（オランダ）
小山　-15、16、18、-22、14	ピエルホバ（チェコ）
ルプレスク（IFP）　18、13、-20、-9、18	 佐藤
西飯　	-13、19、14、15	 ツェホビン（スロベニア）
▼2回戦
M. スベンソン（スウェーデン）
	 -17、-14、17、16、14　山下
小山　14、-16、14、10
	 徐競（チャイニーズタイペイ）
チャイ・ポワ（香港）　　-17、8、17、19	 西飯

252



世界卓球選手権大会

▼3回戦
小山　　9、-19、-14、9、18	 耿麗娟（カナダ）
▼4回戦
陳子荷（中国）　　20、-13、10、13	 小山
▼準々決勝
バデスク（ルーマニア）　13、13、-20、19
	 リ・ブンヒ（北朝鮮）
玄静和（韓国）　　17、19、8	 陳子荷（中国）
高軍（中国）　17、17、10	シュトルーゼ（ドイツ）
陳静（チャイニーズタイペイ）17、23、-20、17
	 鄭源（中国）
▼準決勝
玄静和　　　-17、17、20、-11、20	 バデスク
陳静　　　　9、15、14	 高軍
▼決勝
玄静和　　　　16、15、14	 陳静

□男子ダブルス
▼予選1回戦
齋藤／李有填（韓国）13、16
	スイーリス／バルダニアン（アメリカ／アルメニア）
今枝／増田　19、-15、12
	 ジトラー／シュミット（スイス）
▼2回戦
齋藤／李有填　15、14
	 グルマン／V. ヤンチ（スロバキア）
今枝／増田		11、10	ブラウン／ボタ（南アフリカ）
渋谷／サイド（イングランド）10、12
	 フハティブ／オメイリ（サウジアラビア）
▼3回戦
シュルベク／サムソノフ（クロアチア／ベラルーシ）
	 8、13　齋藤／李有填
ビボルニー／プラッヒー（チェコ）15、-17、19
	 今枝／増田
渋谷／サイド　-14、15、20
	 コバチ／コマチ（スロベニア）
▼決勝トーナメント1回戦
シャトラン／シーラ（フランス）18、8	田﨑／村上
馬文革／張雷（中国）　	17、17	 渋谷／サイド
▼準々決勝
王涛／呂林（中国）-14、13、15、10
	 パーソン／リンド（スウェーデン）
劉南奎／金擇洙（韓国）16、-17、13、-15、15
	 ワルドナー／アペルグレン（スウェーデン）
劉国梁／林志剛（中国）12、8、15
	 キム・ミョンジュン／キム・ギョンソプ（北朝鮮）
馬文革／張雷　15、9、-15、19
	 姜熙燦／李哲承（韓国）
▼準決勝
王涛／呂林　20、-26、16、20	 劉南奎／金擇洙
馬文革／張雷　　11、12、18	 劉国梁／林志剛
▼決勝
王涛／呂林　-18、12、13、15	 馬文革／張雷

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
張琴／鄔娜（中国）　　18、17	 石田／河野
佐藤／小山　11、11	 コサカ／コサカ（ブラジル）
▼2回戦
ブラウン／メドベデバ（ハンガリー／ロシア）
	 18、19　佐藤／小山
▼3回戦
鄧亜萍／喬紅（中国）6、20
		 バデスク／チオス（ルーマニア）
▼準々決勝
鄧亜萍／喬紅　15、15、3
	 トート／エロ（ハンガリー）
チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）18、15、15	
	 ウィ・ボクスン／アン・ヒスク（北朝鮮）
劉偉／喬雲萍（中国）22、-20、21、-18、14
	 リ・ブンヒ／ユ・スンボク（北朝鮮）
高軍／陳子荷（中国）19、-17、20、14
	 陳静／徐競（チャイニーズタイペイ）

▼準決勝
鄧亜萍／喬紅　12、8、14
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ
劉偉／喬雲萍　　　9、16、11	 高軍／陳子荷
▼決勝
劉偉／喬雲萍　19、-14、17、21	 鄧亜萍／喬紅

□混合ダブルス
▼予選1回戦
村上／石田　19、3
	 デニソン／ボラード（アイルランド）
今枝／西飯　24、18
	 グルマン／ブダヨバ（スロバキア）
▼決勝トーナメント1回戦
村上／石田		16、12	 バトラー／リリー（アメリカ）
アントン／マラティッシュ（インドネシア）
	 -21、21、14　田﨑／河野
増田／佐藤　19、17
	 シュルベク／シコルニア（クロアチア）
今枝／西飯　13、15	オニール／ローゼン（アメリカ）
▼2回戦
村上／石田　19、11
	 ビボルニー／バホフコバ（チェコ）
ネメット／ブラウン（ハンガリー）11、-14、15
	 増田／佐藤
今枝／西飯　-14、21、18
	 チャン・コンワ／チャン・タンルイ（香港）
▼3回戦
村上／石田　19、16
	 ロ・チェンチュン／チャイ・ポワ（香港）
ジョニー・ファン／耿麗娟（カナダ）　13、7
	 今枝／西飯
▼4回戦
張雷／高軍（中国）　　20、16	 村上／石田
▼準々決勝
王涛／劉偉（中国）　11、17、16	 張雷／高軍
馬文革／喬雲萍（中国）-8、19、-18、8、19
	 王浩／鄭源（中国）
ユ・スンボク／リ・スンイル（北朝鮮）
　-10、21、17、-19、18	 林志剛／鄧亜萍（中国）
劉南奎／玄静和（韓国）18、-18、20、13
	 ジョニー・ファン／耿麗娟
▼準決勝
王涛／劉偉　　18、11、12	 馬文革／喬雲萍
劉南奎／玄静和　14、14、14
	 ユ・スンボク／リ・スンイル
▼決勝
王涛／劉偉　　20、-13、9、13	 劉南奎／玄静和

第43回世界選手権大会
1995年5月1～14日、於：中国・天津市体育館

●男子日本選手
今枝一郎（愛知工大）、松下浩二（グランプリ）、岩
崎清信（日産自動車）、遊澤亮（明治大）、田﨑俊雄（明
治大）、渋谷浩（川鉄千葉）、松下雄二（協和発酵）
●女子日本選手
小山ちれ（池田銀行）、佐藤利香（リコー）、青池優美（武
田薬品湘南）、河野文江（武田薬品湘南）、梅村礼（十六
銀行）、岡崎恵子（近畿大）、大野知子（十六銀行）

□男子団体
▼第1ステージ〈Aグループ〉

〈日本　3─1　チェコ〉
　渋谷　　　　　-9、15、-18	 コルベル○
○松下浩　　　　14、-20、18	 ビボルニー　
○田﨑　　　　　19、15	 プラッヒー　
○松下浩　　　　16、13	 コルベル　

〈日本　3─1　フランス〉
　渋谷　　　　　-15、-17	 ガシアン○
○松下浩　　　　11、-16、17	 シーラ　
○岩崎　　　　　14、19	 レグー　
○松下浩　　　　11、-11、18	 ガシアン　

〈日本　1─3　ルーマニア〉
○渋谷　　　　　10、18	 ツォル　
　松下浩　　　　-22、-15	 フローレア○
　遊澤　　　　　-19、18、-14	 カルシュ○
　渋谷　　　　　-17、24、-18	 フローレア○

〈日本　3─1　ロシア〉
○松下浩　　　　-9、15、11	 A. マズノフ　
　岩崎　　　　　-17、-21	 D. マズノフ○
○渋谷　　　　　13、19	 スミルノフ　
○松下浩　　　　20、25	 D. マズノフ　

〈日本　1─3　スウェーデン〉
　松下浩　　　　-17、-20	 パーソン○
　田﨑　　　　　-13、-18	 ワルドナー○
○渋谷　　　　　14、8	 リンド　
　松下浩　　　　-9、18、-14	 ワルドナー○

〈日本　1─3　韓国〉
　渋谷　　　　　-15、-14	 金擇洙○
　松下浩　　　　-19、-11	 劉南奎○
○岩崎　　　　　17、13	 李哲承　
　松下浩　　　　-8、-13	 金擇洙○

〈日本　3─1　イタリア〉
○渋谷　　　　　13、17	 コスタンティーニ　
　松下浩　　　　-16、-6	 ヤン・ミン○
○岩崎　　　　　-18、6、15	 モンデロ　
○渋谷　　　　　-20、18、16	 ヤン・ミン　
▼決勝トーナメント決定戦

〈日本　3─1　クロアチア〉
　渋谷　　　　　-16、-16	 プリモラッツ○
○松下浩　　　　7、-23、9	 カルロビッチ　
○岩崎　　　　　14、12	 アティコビッチ　
○渋谷　　　　　9、12	 カルロビッチ　
▼第2ステージ準々決勝

〈日本　0─3　中国〉
　岩崎　　　　　-22、-16	 劉国梁○
　松下浩　　　　-20、-13	 馬文革○
　渋谷　　　　　-16、15、-18	 王涛○

〈スウェーデン　3─2　ドイツ〉
〈フランス　3─1　ユーゴ〉
〈韓国　3─2　ベルギー〉

▼準決勝
〈スウェーデン　3─1　フランス〉

　カールソン　　　13、-16、-19	 シーラ○
○ワルドナー　　　-24、15、17	 ガシアン　
○パーソン　　　　15、-17、17	 レグー　
○カールソン　　　22、16	 ガシアン　

〈中国　3─2　韓国〉
○王涛　　　　　　17、9	 劉南奎　
　馬文革　　　　　-18、12、-15	 金擇洙○
○孔令輝　　　　　18、18	 李哲承　
　馬文革　　　　　-12、16、-20	 劉南奎○
○王涛　　　　　　14、18	 金擇洙　
▼3位決定戦

〈韓国　3─2　フランス〉
▼決勝

〈中国　3─2　スウェーデン〉
　王涛　　　　　-16、15、-19	 ワルドナー○
○馬文革　　　　-22、18、18	 パーソン　
○丁松　　　　　14、11	 カールソン　
　馬文革　　　　13、-12、-17	 ワルドナー○
○王涛　　　　　14、13	 パーソン　
▼5～8位決定戦

〈日本　3─2　ベルギー〉
　岩崎　　　　　-16、13、-15	 ソネ○
○松下浩　　　　-19、12、14	 カブレラ　
○田﨑　　　　　19、-16、6	 ポドピンカ　
　岩崎　　　　　-10、-14	 カブレラ○
○松下浩　　　　13、-18、20	 ソネ　
▼5～6位決定戦

〈日本　1─3　ドイツ〉
○田﨑　　　　　10、19	 フランツ　
　遊澤　　　　　-13、15、-12	 ロスコフ○
　渋谷　　　　　-19、-20	 フェッツナー○
　田﨑　　　　　-13、-18	 ロスコフ○
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□女子団体
▼第1ステージ〈Aグループ〉

〈日本　3─2　スウェーデン〉
　青池　　　　-20、-22	 A. スベンソン○
○佐藤　　　　13、-15、21	 M. スベンソン　
○河野／岡崎　-12、14、11
	 A. スベンソン／M. スベンソン　
　青池　　　　　-18、-18	 M. スベンソン○
○佐藤　　　　　21、13	 A. スベンソン　

〈日本　2─3　ルーマニア〉
○佐藤　　　　　10、19	 チオス　
　青池　　　　　-18、15、-16	 バデスク○
　河野／岡崎　　-17、-14	 バデスク／チオス○
○佐藤　　　　　16、15	 バデスク　
　青池　　　　　21、-15、-14	 チオス○

〈日本　3─2　ロシア〉
　河野　　　　　-17、-16	 ティミナ○
　佐藤　　　　　-14、10、-20	 パリナ○
○河野／岡崎　　11、7	 ティミナ／パリナ　
○佐藤　　　　　18、8	 ティミナ　
○河野　　　　　13、15	 パリナ　

〈日本　3─2　スロバキア〉
　青池　　　　　-21、-20	 ポポワ○
○佐藤　　　　　15、8	 ポリアコワ　
○河野／岡崎　　18、14	 ポポワ／ミホコワ　
　佐藤　　　　　-17、-8	 ポポワ○
○青池　　　　　12、-14、9	 ポリアコワ　

〈日本　2─3　オランダ〉
○佐藤　　　　　17、16	 ホーマン　
　岡崎　　　　　12、-19、-19	 フリセコープ○
○河野／岡崎　14、14	 ホーマン／フリセコープ　
　佐藤　　　　　-12、-9	 フリセコープ○
　岡崎　　　　　-16、-17	 ホーマン○

〈日本　0─3　中国〉
　佐藤　　　　　-18、-12	 喬紅○
　岡崎　　　　　-13、-16	 劉偉○
　河野／岡崎　　-22、-11	 鄧亜萍／喬紅○

〈日本　3─0　フランス〉
○佐藤　　　　　17、11	 クーバ　
○岡崎　　　　　8、8	 ボワロ　
○河野／岡崎　　10、-15、20	 ワン／クーバ　
▼決勝トーナメント進出決定戦

〈日本　3─2　カナダ〉
　岡崎　　　　　15、-19、-19	 耿麗娟○
○佐藤　　　　　11、19	 陳小文　
○河野／岡崎　　23、17	 耿麗娟／陳小文　
　佐藤　　　　　-6、-16	 耿麗娟○
○岡崎　　　　　12、9	 陳小文　
▼第2ステージ準々決勝

〈日本　0─3　香港〉
　岡崎　　　　　-11、-15	 チャイ・ポワ○
　佐藤　　　　　-13、-14	 チャン・タンルイ○
　河野／岡崎　　18、-18、-11
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ○

〈中国　3─0　ドイツ〉
〈ルーマニア　3─0　ハンガリー〉
〈韓国　3─1　スウェーデン〉

▼準決勝
〈中国　3─1　ルーマニア〉

　喬紅　　　　　-14、-20	 チオス○
○鄧亜萍　　　　　14、19	 バデスク　
○鄧亜萍／喬紅　　14、7	 バデスク／チオス　
○鄧亜萍　　　　　4、9	 チオス　

〈韓国　3─0　香港〉
○朴境愛　　　　18、18	 チャン・タンルイ　
○朴海晶　　　　18、-19、9	 チャイ・ポワ　
○朴海晶／柳智恵　22、21
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ　
▼3位決定戦

〈香港　3─2　ルーマニア〉
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○喬紅　　　　　-19、14、12	 朴境愛　
○鄧亜萍　　　　　16、16	 朴海晶　
○鄧亜萍／喬紅　　19、18	 朴海晶／柳智恵　

▼5～8位決定戦
〈日本　1─3　スウェーデン〉

　岡崎　　　22、-11、-15	 A. スベンソン○
○佐藤　　　　　20、18	 ペターソン　
　河野／岡崎　14、-14、-10
	 A. スベンソン／M. スベンソン○
　佐藤　　　　　-20、-12	 A. スベンソン○
▼7～8位決定戦

〈日本　1─3　ハンガリー〉
○岡崎　　　　　11、12	 ビルト　
　河野　　　　　19、-10、-17	 エロ○
　河野／岡崎　　-19、19、-16	 ビルト／エロ○
　岡崎　　　　　-20、-12	 エロ○

□男子シングルス
▼予選1回戦
遊澤　13、10	 コーチングヤン（シンガポール）
今枝　　　　7、8	 ハシム（カザフスタン）
▼2回戦
遊澤　　10、12	 ウォン・コクチュー（香港）
ソネ（ベルギー）　　　-11、7、18	 今枝
▼3回戦
カラカセビッチ（ユーゴ）　　　18、19	 遊澤
▼決勝トーナメント1回戦
渋谷　　15、11、-18、18	 ハルチ（ハンガリー）
松下浩	18、15、17	蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
王涛（中国）　　-19、-20、10、20、15	 田﨑
▼2回戦
渋谷　　　　15、9、17	 カリニッチ（ユーゴ）
林志剛（中国）　　-17、-12、23、16、14	 松下浩
▼3回戦
フランツ（ドイツ）　14、-9、19、18	 渋谷
▼準々決勝
丁松（中国）13、10、16ボワスチック（ポーランド）
孔令輝（中国）18、-23、11、11
	 カールソン（スウェーデン）
劉国梁（中国）18、18、18
	 サムソノフ（ベラルーシ）
王涛　　　　　失格	 金擇洙（韓国）
▼準決勝
孔令輝　　　　　12、18、18	 丁松
劉国梁　　　　　-17、15、18、16	 王涛
▼決勝
孔令輝　　　-17、16、-15、14、10	 劉国梁

□女子シングルス
▼予選1回戦
梅村　　12、12	 モトバ（ウズベキスタン）
ヤヌシェク（ポーランド）　　19、11	 河野
青池　　　19、8	 ファベーシム（マレーシア）
▼2回戦
梅村　　　15、12	 ツーゴー（モンゴル）
青池　　　12、20	 クルサコバ（ウクライナ）
▼3回戦
梅村　17、-19、13	 アガノビッチ（クロアチア）
青池　　　5、7	 サンチェス（フィリピン）
▼決勝トーナメント1回戦
岡崎　10、9、15	 デルマスティヤ（スロベニア）
佐藤		-15、18、-17、20、19	ボロス（クロアチア）
メルニック（ロシア）　　-17、15、13、15	 梅村
青池　16、-15、10、-16、17
	 シコロニャ（クロアチア）
▼2回戦
ブラトワ（イタリア）　16、-17、20、10	 岡崎
佐藤　　　　　9、9、14	 張凌（中国）
柳智恵（韓国）　　　　15、15、14	 青池
▼3回戦
ショップ（ドイツ）　　-15、22、20、17	 佐藤
▼準々決勝
鄧亜萍（中国）　12、13、10	 耿麗娟（カナダ）
劉偉（中国）　　6、16、15	 王楠（中国）
喬雲萍（中国）13、-19、18、9
	 童飛鳴（チャイニーズタイペイ）
喬紅（中国）12、12、16
	 陳静（チャイニーズタイペイ）

▼準決勝
鄧亜萍　　　　　12、-14、17、19	 劉偉
喬紅　　　　　　21、17、14	 喬雲萍
▼決勝
鄧亜萍　　　-14、17、17、-14、14	 喬紅	

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
岩崎／田﨑　9、9
	 クルマシェク／チオカ（チェコ／ギリシャ）
ワルドナー／パーソン（スウェーデン）11、15
	 松下雄／グスタフソン（スウェーデン）
渋谷／松下浩　-17、10、10
	 ピンティア／ジョー・エン（カナダ）
▼2回戦
カールソン／アペルグレン（スウェーデン）20、20
	 岩崎／田﨑
渋谷／松下浩	-17、13、17	 金奉㬚／呉尚垠（韓国）
▼3回戦
渋谷／松下浩　　18、14	 馬文革／張雷（中国）
▼準々決勝
王涛／呂林（中国）13、18、10
	 カールソン／アペルグレン
劉国梁／林志剛（中国）11、10、10
	 J. セイブ／ P. セイブ（ベルギー）
ガシアン／エロワ（フランス）23、-15、18、16
	 ワルドナー／パーソン
プリモラッツ／サムソノフ（クロアチア／ベラルーシ）
	 22、13、-19、17　渋谷／松下浩
▼準決勝
王涛／呂林　-10、14、-14、14、13
	 劉国梁／林志剛
プリモラッツ／サムソノフ　-17、15、15、17
	 ガシアン／エロワ
▼決勝
王涛／呂林　-18、15、14、17
	 プリモラッツ／サムソノフ

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
劉偉／喬雲萍（中国）　14、13	 大野／梅村
佐藤／陳子荷（中国）　14、11
	 カッフォ／オソナイケ（ナイジェリア）
河野／岡崎	12、9	 L.メサン／A. メサン（ボスニア）
▼2回戦
佐藤／陳子荷　12、6
	 プライサン／ボワロ（フランス）
河野／岡崎　17、12	 ワン／クーバ（フランス）
▼3回戦
佐藤／陳子荷　10、-10、16
	 陳静／陳秋丹（チャイニーズタイペイ）
朴海晶／柳智恵（韓国）　15、15	 河野／岡崎
▼準々決勝
劉偉／喬雲萍（中国）13、10、12
	 パリナ／ティミナ（ロシア）
バトルフィ／トート（ハンガリー）16、-13、19、17
	 佐藤／陳子荷
王晨／鄔娜（中国）18、16、6
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）
鄧亜萍／喬紅（中国）20、17、19	朴海晶／柳智恵
▼準決勝
劉偉／喬雲萍　-18、17、19、16
	 バトルフィ／トート（ハンガリー）
鄧亜萍／喬紅　-14、-20、11、18、9	 王晨／鄔娜
▼決勝
鄧亜萍／喬紅　19、17、-17、19	 劉偉／喬雲萍

□混合ダブルス
▼予選1回戦
今枝／梅村　23、12
	 アティコビッチ／シコロニャ（クロアチア）
松下雄／大野　10、20
	 ソコロブスキー／クルサコバ（ウクライナ）
田﨑／河野　13、18
	 アズバジンスキー／パブロビッチ（ベラルーシ）
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▼2回戦
デュバンスキー／ミキャニーク（ポーランド）
	 15、15　今枝／梅村
松下雄／大野　13、9
	 ゴンザレス／インゲブリクセン（ノルウェー）
田﨑／河野　10、11
	 コマック／デルマスティヤ（スロベニア）
▼決勝トーナメント1回戦
渋谷／青池　10、8
	 カディリ／ウーバー（スウェーデン／ベルギー）
松下雄／大野　19、17
	 スムレカー／フレーリー（スロベニア）
田﨑／河野　16、15
	 ウォーカー／ハリー（スコットランド）
庄永祥／バンス（アメリカ）13、-14、18	 岩崎／岡崎
▼2回戦
渋谷／青池　19、-13、18
	 カリニッチ／イサノビッチ（ユーゴ）
松下雄／大野	21、-15、19	 劉南奎／朴海晶（韓国）
ピンティア／耿麗娟（カナダ）19、18	 田﨑／河野
▼3回戦
王涛／劉偉（中国）　　9、-18、9	 渋谷／青池
松下雄／大野　15、14
	 シュラガー／フィヒティンガー（オーストリア）
▼4回戦
松下雄／大野　　　7、20	 熊柯／王晨（中国）
▼準々決勝
王涛／劉偉　8、13、11
	 フランツ／シュトルーゼ（ドイツ）
リンド／M. スベンソン　14、13、-19、14
	 松下雄／大野
李哲承／柳智恵（韓国）-17、14、-23、16、13
	 クレアンガ／バデスク（ギリシャ／ルーマニア）
孔令輝／鄧亜萍（中国）10、18、-19、20
	 林志剛／楊影（中国）
▼準決勝
王涛／劉偉	13、-23、9、8	リンド／M. スベンソン
孔令輝／鄧亜萍		18、18、-16、7	 李哲承／柳智恵
▼決勝
王涛／劉偉　　22、18、9	 孔令輝／鄧亜萍

第44回世界選手権大会
1997年4月24日～5月5日

於：イングランド・マンチェスター

●男子日本選手団
岩崎清信（日産自動車）、渋谷浩（日産自動車）、松
下浩二（スヴェンソン）、高志亮（日産自動車）、鬼
頭明（愛知工大）、中田幸信（サンリツ）、田﨑俊雄（協
和発酵）、木方慎之介（明治大）、遊澤亮（明治大）
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、松岡りか（松下電器）、佐藤
利香（和歌山銀行）、梅村礼（日本生命）、西飯由香
（愛知工大）、岡崎恵子（日本生命）、武田明子（四天
王寺高）、高草由紀（日本生命）、坂田愛（日本生命）

□男子団体
▼第1ステージ〈Dグループ〉

〈日本　1―3　ロシア〉
　渋谷　　　　　-19、-17	 D. マズノフ○
○松下　　　　　15、18	 シュミロフ　
　田﨑　　　　　17、-12、-17	 A. マズノフ○
　松下　　　　-15、12、-18	 D. マズノフ○

〈日本　3―0　ハンガリー〉
○松下　　　　　-15、17、16	 ハルチ　
○渋谷　　　　　17、20	 バルガ　
○田﨑　　　　　13、17	 ネメット　

〈日本　3─2　イングランド〉
　岩崎　　　　　-18、-15	 プリーン○
○松下　　　　　12、11	 サイド　
○渋谷　　　　　17、18	 クック　
　松下　　　　　-14、-11	 プリーン○
○岩崎　　　　　12、12	 サイド　

〈日本　3─2　フランス〉
○渋谷　　　　　15、14、16	 ガシアン　
　松下　　　　　-19、17、-9	 シーラ○
○田﨑　　　　　-17、10、11	 エロワ　
　松下　　　　　-19、-13	 ガシアン○
○渋谷　　　　　-11、16、17	 シーラ　

〈日本　3─2　チェコ〉
○松下　　　　　12、16	 プラッヒー
　渋谷　　　　　-12、10、-17	 ビボルニー○
　田﨑　　　　　-16、-13	 ビンダッチ○
○松下　　　　　-18、15、17	 ビボルニー
○渋谷　　　　　9、22	 プラッヒー
▼第2ステージ準々決勝

〈日本　2─3　韓国〉
　松下　　　　　-16、18、-13	 劉南奎○
　渋谷　　　　　-16、18、-10	 金擇洙○
○岩崎　　　　　17、18	 呉尚垠　
○松下　　　　　14、20	 金擇洙　
　渋谷　　　　　-19、-11	 劉南奎○

〈中国　3─1　スウェーデン〉
〈ドイツ　3─1　ギリシャ〉
〈フランス　3─2　ベルギー〉

▼準決勝
〈中国　3─1　韓国〉

○劉国梁　　　　14、20	 金擇洙　
○王涛　　　　　12、17	 呉尚垠　
　孔令輝　　　　-18、10、-18	 劉南奎○
○王涛　　　　　12、-16、17	 金擇洙　

〈フランス　3─2　ドイツ〉
○ガシアン　　　　24、-9、17	 フェッツナー　
　エロワ　　　　　-11、-18	 ロスコフ○
○シーラ　　　　　18、13	 フランツ　
　ガシアン　　　　-13、16、-19	 ロスコフ○
○エロワ　　　　　15、11	 フェッツナー　
▼3位決定戦

〈韓国　3─0　ドイツ〉
▼決勝

〈中国　3─1　フランス〉
○孔令輝　　　　-18、16、17	 ガシアン　
　劉国梁　　　　-17、15、-10	 シーラ○
○王涛　　　　　10、29	 エロワ　
○劉国梁　　　　19、14	 ガシアン　
▼5～8位決定戦

〈日本　3─2　スウェーデン〉
○田﨑　　　　　-16、16、18	 ワルドナー　
　松下　　　　　-13、-12	 シェーレ○
○遊澤　　　　　12、16	 カディリ　
　松下　　　　　-14、-17	 ワルドナー○
○田﨑　　　　　17、20	 シェーレ　
▼5～6位決定戦

〈日本　3─1　ギリシャ〉
○岩崎　　　　　7、7	 チオカ　
　松下　　　　　-20、-14	 クレアンガ○
○渋谷　　　　　13、20	 プロティノス　
○松下　　　　　20、18	 チオカ　

□女子団体
▼第1ステージ〈Aグループ〉

〈日本　3─0　カナダ〉
○佐藤　　　　　18、14	 ゴー　
○小山　　　　　16、16	 ヂスヤルディンス　
○坂田　　　　　10、17	 カダ　

〈日本　3─0　オーストラリア〉
○小山　　　　　14、11	 リー・ボンヌ　
○岡崎　　　　　-17、14、8	 チョウ　
○松岡　　　　　16、10	 ゴー　

〈日本　3─0　ベルギー〉
○岡崎　　　　　14、9	 レギンスター　
○小山　　　　　20、7	 ベルラック　
○坂田　　　　　10、16	 オゼル　

〈日本　1─3　中国〉
　坂田　　　　　-7、-11	 鄧亜萍○
　松岡　　　　　-12、-15	 王楠○
○岡崎　　　　　13、21	 楊影　
　松岡　　　　　-14、-12	 鄧亜萍○

〈日本　3─0　ロシア〉
○小山　　　　　　14、11	 ティミナ　
○佐藤　　　　　　14、17	 パリナ　
○坂田　　　　　　16、19	 メルニック　
▼第2ステージ2回戦

〈日本　3─0　ベラルーシ〉
○小山　　　　　-14、11、12	 コストロミナ　
○佐藤　　　　　17、-13、12	 パブロビッチ　
○岡崎　　　　　9、10	 ロガツカタ　
▼準々決勝

〈日本　2─3　韓国〉
　坂田　　　　　20、-14、-20	 金武校○
○小山　　　　　18、19	 柳智恵　
　松岡　　　　　-18、-9	 朴海晶○
○小山　　　　　-18、18、6	 金武校　
　坂田愛　　　　-18、-15	 柳智恵○

〈中国　3─0　香港〉
〈ドイツ　3─2　スウェーデン〉
〈北朝鮮　3─0　ルーマニア〉

▼準決勝
〈中国　3─0　ドイツ〉

○楊影　　　　　20、16	 シュトルーゼ　
○鄧亜萍　　　　20、15	 ショップ　
○王楠　　　　　-23、9、16	 シャール　

〈北朝鮮　3─0　韓国〉
○キム・ヒョンヒ　　-14、9、20	 柳智恵　
○ウィ・ボクスン　　19、11	 金武校　
○ツ・ジョンシル　　17、-19、18	 朴海晶　
▼3位決定戦

〈韓国　3─2　ドイツ〉
▼決勝

〈中国　3─0　北朝鮮〉
○楊影　　　　　20、16	 ウィ・ボクスン　
○鄧亜萍　　　　15、14	 キム・ヒョンヒ　
○李菊　　　　　8、14	 ツ・ジョンシル　
▼5～8位決定戦

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○坂田愛　　　　16、-15、18	 バデスク　
○岡崎　　　　　16、13	 チオス　
○松岡　　　　　-18、13、19	 シュテフ　
▼5～6位決定戦

〈日本　2─3　香港〉
　坂田愛　　　　　6、-19、-13	 チャン○
○岡崎　　　　　　18、19	 チャイ　
　佐藤　　　　　　-18、-16	 ウォン○
○坂田愛　　　　　20、14	 チャイ　
　岡崎　　　　　　16、-9、-14	 チャン○

□男子シングルス
▼1回戦
木方　　11、10、14	 ラーマットパナ（イラン）
高志　　8、16、15	 ラビエド（モロッコ）
▼2回戦
ジンドラック（オーストリア）
	 23、-25、-23、11、22　木方
高志　　16、10、18	 アナノウ（トーゴ）
▼3回戦
高志　17、19、16	 モンラッド（デンマーク）
▼4回戦
渋谷　　20、9、7	 サンチェス（スペイン）
岩崎　　-13、17、21、14	 バルガ（ハンガリー）
松下　　15、17、18	 ゴンザレス（フィリピン）
プリモラッツ（クロアチア）			16、15、17	 高志
▼5回戦
渋谷　14、16、14	 スキエルスキー（ポーランド）
サムソノフ（ベラルーシ）　　6、6、9	 岩崎
松下　15、-19、11、12		チェン・インハ（アメリカ）
▼6回戦
渋谷	-18、16、-12、19、12	 J. セイブ（ベルギー）
王涛（中国）　　　　8、3、18	 松下
▼7回戦
馬文革（中国）　19、17、-17、17	 渋谷
▼準々決勝
孔令輝（中国）-16、20、-14、15、12	 馬文革
サムソノフ　　　　　13、9、10	 丁松（中国）
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閻森（中国）	19、-19、13、19	何志文（スペイン）
ワルドナー（スウェーデン）7、20、14
	 ガシアン（フランス）
▼準決勝
サムソノフ　　　15、18、-17、17	 孔令輝
ワルドナー　　　17、14、12	 閻森
▼決勝
ワルドナー　　　12、17、13	 サムソノフ

□女子シングルス
▼4回戦
カルツゾバ（ラトビア）　　キケン　	 小山
松岡　17、-19、19、-13、16	 イサノビッチ（ユーゴ）
ブラウン（ハンガリー）　　13、14、18	 梅村
西飯　11、12、12	 陳秋丹（チャイニーズタイペイ）
佐藤　13、11、9	 ポロニック（スロベニア）
石恩美（韓国）　-17、-20、17、17、17	 武田
▼5回戦
ネメス（ドイツ）　　　13、17、18	 松岡
チャン・タンルイ（香港）	16、14、-18、17	 西飯
佐藤　-20、20、-19、19、19
	 ビトチェバ（ブルガリア）
▼6回戦
王楠（中国）　　　　16、12、12	 佐藤
▼準々決勝
鄧亜萍（中国）　14、15、-19、10
	 ウォン・チン（香港）
李菊（中国）　　12、17、16	 喬雲萍（中国）
王楠　　　18、20、-18、9	 成紅霞（中国）
鄔娜（中国）16、13、18	 シュトルーゼ（ドイツ）
▼準決勝
鄧亜萍　　　　　12、19、7	 李菊
王楠　　　　　-29、10、16、15	 鄔娜
▼決勝
鄧亜萍　　　　-12、8、11、10	 王楠

□男子ダブルス
▼4回戦
田﨑／中田　-17、16、12	 李哲承／呉尚垠（韓国）
秋教成／金奉㬚（韓国）21、8
	 ディン・イ（オーストリア）／高志
松下／渋谷　-17、11、10
	 アブラモフ／シャロン（イスラエル）
▼5回戦
ガシアン／エロワ（フランス）21、-26、16
	 田﨑／中田
松下／渋谷　9、11
	 カディリ／ルンクイスト（スウェーデン）
▼6回戦
松下／渋谷　-19、15、15
	 シーラ／レグー（フランス）
▼準々決勝
孔令輝／劉国梁（中国）-17、12、13、10
	 サムソノフ／ロスコフ（ベラルーシ／ドイツ）
ガシアン／エロワ　10、10、-12、20	
	 閻森／王励勤（中国）
松下／渋谷　　15、19、15	 王涛／馬琳（中国）
ワルドナー／パーソン（スウェーデン）-19、19、25、16
	 シュラガー／ジンドラック（オーストリア）
▼準決勝
孔令輝／劉国梁　　20、7、9	 ガシアン／エロワ
ワルドナー／パーソン　19、-13、18、-18、18
	 松下／渋谷
▼決勝
孔令輝／劉国梁　-19、15、-18、13、17
	 ワルドナー／パーソン

□女子ダブルス
▼4回戦
佐藤／松岡　11、-18、11
	 オゼル／フベルト（ベルギー）
坂田／高草　キケン
	 コフトン／シュペッツ（ウクライナ）
西飯／梅村　15、15
	 倪夏蓮／レゲンベッター（ルクセンブルク）
▼5回戦
佐藤／松岡　19、11
	 チェホビン／グゼリ（スロベニア）
坂田／高草　-17、16、19
	 シュトルーゼ／シャール（ドイツ）
朴海晶／柳智恵（韓国）　　8、12	 西飯／梅村
▼6回戦
鄧亜萍／楊影（中国）　　7、19	 佐藤／松岡
坂田／高草	15、16	 パリナ／ティミエ（ロシア）
▼準々決勝
鄧亜萍／楊影　16、17、10
	 陳静／陳秋丹（チャイニーズタイペイ）
喬雲萍／チャイ・ポワ（中国／香港）10、12、11
	 王晨／鄔娜（中国）
李菊／王楠（中国）　　9、15、15	 坂田／高草
王輝／成紅霞（中国）17、9、16
	 バデスク／チオス（ルーマニア）
▼準決勝
鄧亜萍／楊影　8、7、12	 喬雲萍／チャイ・ポワ
李菊／王楠　　10、17、16	 王輝／成紅霞
▼決勝
鄧亜萍／楊影		17、20、-17、-19、11	 李菊／王楠

□混合ダブルス
▼1回戦
スムレカー／ポロニック（スロベニア）
	 -18、20、21　鬼頭／西飯
▼3回戦
木方／梅村　-15、15、16
	 ダンチェンコ／コフトン（ウクライナ）
高志／佐藤　16、18
	 ミリチェビッチ／イサノビッチ（ユーゴ）
田﨑／坂田　20、11
	 ナノニ／マキニアン（イタリア／アルメニア）
ベンツェン（デンマーク）／武田　12、11
	 ジオニス／ミロル（ギリシャ）
ガルドス／張輝（ハンガリー／中国）18、14
	 中田／松岡
▼4回戦
ボージック／フィッシャー（ドイツ）-11、15、18
	 木方／梅村
蒋澎龍／陳静（チャイニーズタイペイ）5、18
	 高志／佐藤
ジョニー・ファン／耿麗娟（カナダ）7、16
	 田﨑／坂田
ベンツェン／武田　18、-17、17	
	 グルマン／ポリアチコバ（スロバキア）
▼5回戦
閻森／李菊（中国）　　7、5	 ベンツェン／武田
▼準々決勝
孔令輝／鄧亜萍（中国）16、19、-18、20
	 林志剛／楊影（中国）
蒋澎龍／陳静　-13、14、19、-18、17
	 丁松／王輝（中国）
王励勤／王楠（中国）19、-13、14、23
	 李哲承／金武校（韓国）
劉国梁／鄔娜（中国）-15、12、16、17
	 劉南奎／柳智恵（韓国）
▼準決勝
孔令輝／鄧亜萍　16、16、-15、7	 蒋澎龍／陳静
劉国梁／鄔娜　　-20、15、17、9	 王励勤／王楠
▼決勝
劉国梁／鄔娜　12、20、-19、11	 孔令輝／鄧亜萍

第45回世界選手権大会
（個人戦）

1999年8月2～8日、於：オランダ・アイントホーヘン

●男子日本選手団
偉関晴光（ラララ）、渋谷浩（日産自動車）、田﨑俊雄（協
和発酵）、松下浩二（ミキハウス）、遊澤亮（東京アー
ト）、三田村宗明（青森山田高）、加藤雅也（青森山田高）
●女子日本選手団
坂田愛（日本生命）、小山ちれ（池田銀行）、坂田倫
子（熊本県スポーツ振興事業団）、小西杏（ミキハウ
ス）、内藤和子（松下電器）、河野文江（健勝苑京都）、
藤沼亜衣（四天王寺高）、岡崎恵子（日本生命）

□男子シングルス
▼1回戦
渋谷　　13、7、9	 クロセ（ベルギー）
松下　　12、13、16	 スカファー（スロベニア）
偉関　　10、16、16	 マルシ（ハンガリー）
遊澤　　-17、-8、18、14、17
	 レンゲロフ（オーストリア）
ボージック（ドイツ）　16、-22、19、20	 田﨑
▼2回戦
馬琳（中国）　　　14、12、16	 渋谷
何志文（スペイン）　8、12、-12、13	 松下
偉関　　16、19、-14、-8、11	 李哲承（韓国）
閻森（中国）　　　21、11、12	 遊澤
▼3回戦
シュラガー（オーストリア）　	21、4、17	 偉関
▼準々決勝
馬琳　　　　13、18、8	 金擇洙（韓国）
ワルドナー（スウェーデン）20、-13、18、-19、15
	 孔令輝（中国）
シュラガー　18、-19、-17、11、14
	 プリモラッツ（クロアチア）
劉国梁（中国）7、10、15	 パーソン（スウェーデン）
▼準決勝
馬琳　　　-18、-14、19、19、17	 ワルドナー
劉国梁　　10、18、-18、16	 シュラガー
▼決勝
劉国梁　　16、-19、-19、16、22	 馬琳

□女子シングルス
▼1回戦
小山　　　9、9、13	 エルフィン（エジプト）
坂田愛　　　14、17、12
	 レゲンベッター（ルクセンブルク）
小西		12、11、9	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
坂田倫		19、18、19	 桑亜嬋（中国香港）
岡崎　　　14、11、17	 バレントワ（チェコ）
▼2回戦
小山　　21、15、11	 パブロビッチ（ベラルーシ）
坂田愛	18、19、-22、16		チャイ・ポワ（中国香港）
小西		12、-17、20、10	ペターソン（スウェーデン）
坂田倫	-19、-19、19、17、22	ボロス（クロアチア）
岡崎　　8、22、-16、-11、14	 朴海晶（韓国）
▼3回戦
小山　　11、10、12	 バデスク（ルーマニア）
田静（ドイツ）　　-13、18、13、8	 坂田愛
李楠（中国）　　　16、15、16	 小西
石恩実（韓国）　-18、11、-16、16、15	 坂田倫
李菊（中国）　　　12、16、12	 岡崎
▼4回戦
王楠（中国）　　　-18、20、5、18	 小山
▼準々決勝
王楠　　　　17、15、12	 成紅霞（中国）
柳智恵（韓国）　　-18、17、16、9	 田静
李楠　　　　　-21、12、18、18	 孫晋（中国）
張怡寧（中国）　　　13、10、13	 李菊
▼準決勝
王楠　　　　-22、9、15、-16、16	 柳智恵
張怡寧　　　　-18、10、15、-19、16	 李楠
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▼決勝
王楠　　　-15、-14、5、12、11	 張怡寧

□男子ダブルス
▼1回戦
カブレラ／クロセ（ベルギー）-15、20、20
	 三田村／モーリン（スウェーデン）
偉関／田﨑　15、14
	 サイド／チオカ（イングランド／ギリシャ）
▼2回戦
松下／渋谷　14、5
	 レスタトレポ／カサス（コロンビア）
偉関／田﨑		3、2	 ムタング／キヤンバ（ウガンダ）
▼3回戦
松下／渋谷　18、-18、18
	 フランツ／ボージック（ドイツ）
金擇洙／朴相俊（韓国）　-13、9、18	 偉関／田﨑
▼4回戦
シュラガー／ジンドラック（オーストリア）15、16
	 松下／渋谷
▼準々決勝
孔令輝／劉国梁（中国）　19、15、-19、-15、23
	 シュラガー／ジンドラック
サムソノフ／プリモラッツ（ベラルーシ／クロアチア）
　　　-14、13、14、18
	 譚瑞牛／梁柱恩（中国／中国香港）
金擇洙／朴相俊　10、9、18
	 ボワスチック／クシェシェウスキー（ポーランド）
王励勤／閻森　22、-16、15、18
	 蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
孔令輝／劉国梁　16、-9、18、22
	 サムソノフ／プリモラッツ
王励勤／閻森　　18、21、12	 金擇洙／朴相俊
▼決勝
孔令輝／劉国梁　-19、16、-18、10、18	
	 王励勤／閻森

□女子ダブルス
▼1回戦
プレサン／コステ（フランス）19、16
	 河野／ティリオン（ベルギー）
▼2回戦
小西／藤沼		-9、12、11	ガタク／インヅー（インド）
内藤／坂田倫　7、14
	 メイヤー／パラー（ルクセンブルク）
▼3回戦
小西／藤沼　-15、8、19	
M.スベンソン／ブラウン（スウェーデン／ハンガリー）
内藤／坂田倫　		9、9	 コサカ／ドチ（ブラジル）
▼4回戦
王楠／李菊（中国）　　10、12	 小西／藤沼
朴海晶／金武校（韓国）17、-17、16	内藤／坂田倫
▼準々決勝
王楠／李菊　9、18、16
	 バトルフィ／トート（ハンガリー）
張怡寧／張瑩瑩（中国）-15、7、7、8
	 倪夏蓮／レゲンベッター（ルクセンブルク）
楊影／孫晋（中国）15、-20、12、15
	 耿麗娟／石恩実（カナダ／韓国）
朴海晶／金武校　-19、-12、18、21、18
	 陳静／徐競（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
王楠／李菊　　　21、17、16	 張怡寧／張瑩瑩
楊影／孫晋　　14、9、-15、18	 朴海晶／金武校
▼決勝
王楠／李菊　　　20、14、19	 楊影／孫晋

□混合ダブルス
▼2回戦
加藤／坂田愛		7、21	ラシン／オスマン（エジプト）
蒋澎龍／陳静（チャイニーズタイペイ）15、-21、8
	 田﨑／河野
劉国正／李楠（中国）　　23、19	 偉関／小西

三田村／藤沼　19、16
	 クラシェック／レギンスター（チェコ／ベルギー）
遊澤／岡崎　9、13
	 ジュバシック／ティシトヤコバ（クロアチア／エストニア）
▼3回戦
朴相俊／石恩実（韓国）9、-20、14	 加藤／坂田愛
三田村／藤沼　-20、16、17
	 フィリモン／シュテフ（ルーマニア）
ジュン・カンホク／キム・ヒョンヒ（北朝鮮）
	 11、14　　遊澤／岡崎
▼4回戦
グルイッチ／バデスク（ユーゴ／ルーマニア）
	 17、14　　三田村／藤沼
▼準々決勝
王励勤／王楠（中国）13、9、18	
	 譚瑞牛／張怡寧（中国）
馬琳／張瑩瑩（中国）14、18、14	 劉国正／李楠
秦志戩／楊影（中国）17、15、15		閻森／張輝（中国）
馮哲／孫晋（中国）11、-21、-20、7、18
	 郭刻励／林凌（中国）
▼準決勝
馬琳／張瑩瑩		-13、-8、12、11、13	 王励勤／王楠
馮哲／孫晋　　　16、19、6	 秦志戩／楊影
▼決勝
馬琳／張瑩瑩　　15、1、-9、15	 馮哲／孫晋

第45回世界選手権大会
（団体戦）

2000年2月19～26日、於：マレーシア・クアラルンプール

●男子日本選手団
偉関晴光（ラララ）、松下浩二（ミキハウス）、渋谷浩（日
産自動車）、田﨑俊雄（協和発酵）、遊澤亮（東京アート）
●女子日本選手団
坂田倫子（熊本県スポーツ振興事業団）、小西杏（ミ
キハウス）、坂田愛（日本生命）、西飯由香（健勝苑
京都）、羽佳純子（サンリツ）

□男子団体
▼第1ステージ〈Dグループ〉

〈日本　3─0　スロベニア〉
○田﨑　　　　　12、17	 シュカファー　
○松下　　　　　12、8	 イグナトビッチ　
○渋谷　　　　　14、19	 スムレカー　

〈日本　3─2　ポーランド〉
　田﨑　　　　　-13、-15	 ボワスチック○
○松下　　　　　14、13	 クシェシェウスキー　
　渋谷　　　　　-19、-17	 クシンスキー○
○松下　　　　　19、15	 ボワスチック　
○田﨑　　　-19、12、18	 クシェシェウスキー　

〈日本　3─1　デンマーク〉
　渋谷　　　　　-11、20、-12	 ベンツェン○
○松下　　　　　12、-18、12	 メイス　
○田﨑　　　　　12、-12、15	 テュグエル　
○松下　　　　　11、21	 ベンツェン　

〈日本　3─0　イングランド〉
○偉関　　　　　13、12	 テリー　
○松下　　　　　5、15	 ハバート　
○遊澤　　　　　-15、9、15	 ペリー　

〈日本　3─2　ドイツ〉
　田﨑　　　　　-19、-11	 ボル○
○松下　　　　　18、19	 フランツ　
　偉関　　　　　-14、20、-13	 ボージック○
○松下　　　　　-17、12、14	 ボル　
○田﨑　　　　　19、13	 フランツ　
▼第2ステージ準々決勝

〈日本　3─2　チャイニーズタイペイ〉
　田﨑　　　　　-16、12、-18	 蒋澎龍○
○偉関　　　　　7、12	 荘智淵　
○松下　　　　　19、-19、21	 張雁書　
　偉関　　　　　-19、-16	 蒋澎龍○
○田﨑　　　　　17、-15、17	 荘智淵　

〈中国　3─0　韓国〉
〈イタリア　3─1　オランダ〉
〈スウェーデン　3─0　ドイツ〉

▼準決勝
〈日本　0─3　中国〉

　田﨑　　　　　-13、17、-11	 劉国梁○
　松下　　　　　-12、-9	 孔令輝○
　偉関　　　　　-14、-12	 劉国正○

〈スウェーデン　3─1　イタリア〉
　パーソン　　　9、-15、-18	 モンデロ○
○ワルドナー　　-18、14、14	 ヤン・ミン　
○カールソン　　19、17	 ピアセンティーニ　
○ワルドナー　　16、14	 モンデロ　
▼決勝

〈スウェーデン　3─2　中国〉
○ワルドナー　　　-19、7、21	 劉国梁　
○パーソン　　　　17、19	 孔令輝　
　カールソン　　　-6、-16	 劉国正○
　ワルドナー　　　-9、-17	 孔令輝○
○パーソン　　　　-18、17、18	 劉国梁　

□女子団体
▼第1ステージ〈Cグループ〉

〈日本　3─1　イタリア〉
○羽佳　　　　　14、20	 アリシ　
　小西　　　　　-18、19、-15	 ワン・ユー○
○坂田倫　　　　13、18	 ネグリゾリー　
○小西　　　　　15、9	 アリシ　

〈日本　3─2　クロアチア〉
　坂田倫　　　　-12、-13	 ボロス○
　羽佳　　　　　-23、-17	 バクラ○
○小西　　　　　7、18	 パオビッチ　
○羽佳　　　　　21、14	 ボロス　
○坂田倫　　　　20、10	 バクラ　

〈日本　3─0　スロバキア〉
○坂田倫　　　　　14、10	 ポリアチコバ　
○小西　　　　　　21、-14、9	 オドロバ　
○西飯　　　　　　17、18	 ポポワ　

〈日本　3─0　ユーゴ〉
○小西　　　　　20、12	 プラブシチ　
○羽佳　　　　　13、13	 エアデリー　
○坂田愛　　　　　19、11	 ポルヤック　

〈日本　2─3　ドイツ〉
○羽佳　　　　　10、-13、22	 ショップ　
　小西　　　　　-11、-14	 ゴッシュ○
　坂田愛　　　　15、-10、-11	 シュトルーゼ○
○羽佳　　　　　10、-14、14	 ゴッシュ　
　小西　　　　　-18、-18	 ショップ○
▼第2ステージ2回戦

〈日本　3─0　スウェーデン〉
○羽佳　　　　　16、9	 A. スベンソン
○小西　　　　　14、10	 M. スベンソン
○坂田倫　　　　　-13、18、11	 ヨハンソン
▼準々決勝

〈日本　1─3　韓国〉
　坂田倫　　　　-14、18、-19	 柳智恵○
　羽佳　　　　　-17、-17	 李恩美○
○小西　　　　　17、14	 金武校　
　羽佳　　　　　-16、-18	 柳智恵○

〈中国　3─0　中国香港〉
〈チャイニーズタイペイ　3─1　ドイツ〉
〈ルーマニア　3─1　シンガポール〉

▼準決勝
〈中国　3─1　韓国〉

　王楠　　　　　-19、-19	 金武校○
○李菊　　　　　16、-15、19	 柳智恵　
○張怡寧　　　　12、15	 李恩美　
○王楠　　　　　12、10	 柳智恵　
〈チャイニーズタイペイ　3─2　ルーマニア〉
　徐競　　　　　14、-16、-15	 シュテフ○
○陳静　　　　　14、11	 バデスク　
○崔秀里　　　　-16、14、17	 ゴゴリータ　
　陳静　　　　　-19、11、-21	 シュテフ○
○徐競　　　　　20、13	 バデスク　

※第45回大会は1999年4月末からユーゴスラビア・ベオグラードで開催予定だったが、内戦勃発により急遽開催地・日程を変更し、分離開催された 257



国際大会

▼決勝
〈中国　3─1　チャイニーズタイペイ〉

○李菊　　　　　10、11	 崔秀里　
○王楠　　　　　7、11	 陳静　
　張怡寧　　　　-19、-18	 徐競○
○王楠　　　　　8、19	 崔秀里　

第46回世界選手権大会
2001年4月23日～5月6日、於：日本・大阪

●男子日本選手
松下浩二（ミキハウス）、遊澤亮（東京アート）、田
﨑俊雄（協和発酵）、偉関晴光（ラララ）、三田村宗
明（青森大）、木方慎之介（協和発酵）、真田浩二
（KTTC）、大森隆弘（東京アート）、坂本竜介（青森
山田高）、徳村智彦（協和発酵）、加藤雅也（青森大）、
倉嶋洋介（協和発酵）
●女子日本選手
小西杏（ミキハウス）、高田佳枝（日本生命）、羽佳
純子（サンリツ）、西飯由香（健勝苑）、藤沼亜衣（四
天王寺高）、梅村礼（日本生命）、西飯美幸（健勝苑）、
武田明子（健勝苑）、川越真由（健勝苑）、岡崎恵子（日
本生命）、平野早矢香（仙台育英学園高）

□男子団体
▼第1ステージ〈Cグループ〉

〈日本　3─1　ハンガリー〉
○田﨑　　　　　14、-13、12	 パジー　
　松下　　　　　-19、14、-17	 リンドネル○
○偉関　　　　　13、-14、13	 デメテル　
○松下　　　　　10、17	 パジー　

〈日本　3─1　ギリシャ〉
○松下　　　　　12、14	 チオカ　
　田﨑　　　　　19、-18、-8	 クレアンガ○
○偉関　　　　　18、14	 ブロティノス　
○松下　　　　　19、17	 クレアンガ　

〈日本　0─3　イタリア〉
　田﨑　　　　　-17、18、-18	 ヤン・ミン○
　松下　　　　　-10、-16	 モンデロ○
　偉関　　　　　-17、12、-13	ピアセンティーニ○
▼第2ステージ・9～16位決定戦

〈日本　1─3　ユーゴスラビア〉
　田﨑　　　　　-8、11、-10	 カラカセビッチ○
　松下　　　　　-5、16、-15	 グルイッチ○
○遊澤　　　　　-16、19、14	 マルコビッチ　
　田﨑　　　　　-11、-18	 グルイッチ○
▼第2ステージ・13～16位決定戦

〈日本　3─2　チャイニーズタイペイ〉
○田﨑　　　　　-18、10、16	 張雁書　
　遊澤　　　　　16、-15、-17	 荘智淵○
○松下　　　　　15、12	 楊孟勲　
　田﨑　　　　　-20、-8	 荘智淵○
○遊澤　　　　　13、-14、17	 張雁書　
▼第2ステージ・13・14位決定戦

〈日本　3─2　ポーランド〉
○田﨑　　　　　-15、12、19	 スッフ　
　松下　　　　　19、-12、-12	 クシンスキー○
　遊澤　　　　　-18、-20	 クシェシェウスキー○
○松下　　　　　19、-16、12	 スッフ　
○田﨑　　　　　-12、17、11	 クシンスキー　
▼準々決勝

〈スウェーデン　3─0　オーストリア〉
〈ベルギー　3─1　イタリア〉
〈韓国　3─2　フランス〉
〈中国　3─1　ドイツ〉

▼準決勝
〈ベルギー　3─1　スウェーデン〉

○P. セイブ　　　-17、17、19	 パーソン　
　J. セイブ　　　　11、-13、-17	 ワルドナー○
○ブラタノフ　　　12、-10、15	 ホーカンソン　
○ J. セイブ　　　　12、18	 パーソン　

〈中国　3─2　韓国〉
○劉国正　　　　　12、18	 呉尚垠　
　孔令輝　　　　　-16、-17	 金擇洙○
○馬琳　　　　　　12、19	 柳承敏　
　孔令輝　　　　　-24、-18	 呉尚垠○
○劉国正　　　　　-16、22、23	 金擇洙　
▼決勝

〈中国　3─0　ベルギー〉
○馬琳　　　　　　-18、7、15	 J. セイブ　
○劉国正　　　　　18、17	 P. セイブ　
○孔令輝　　　　　18、19	 ブラタノフ　

□女子団体
▼第1ステージ〈Eグループ〉

〈日本　3─0　ウクライナ〉
○小西　　　　　18、11	 ソロチンスカ　
○高田　　　　　11、5	 トカチョワ　
○羽佳　　　　　11、5	 コクニーナ　

〈日本　3─2　ロシア〉
　小西　　　　　19、-17、-22	 メルニク○
　高田　　　　　-13、15、-10	 ガニナ○
○西飯由　　　　16、18	 ラプテワ　
○高田　　　　　15、12	 メルニク　
○小西　　　　　12、6	 ガニナ　
▼第2ステージ2回戦

〈日本　3─1　チェコ〉
○高田　　　　　19、20	 バホブツォバ　
○羽佳　　　　　-18、12、11	 シュトルビコバ　
　小西　　　　　17、-12、-17	 ドベソバ○
○高田　　　　　16、14	 シュトルビコバ　
▼準々決勝

〈日本　3─2　ルーマニア〉
　高田　　　　　16、-19、-10	 シュテフ○
○羽佳　　　　　18、17	 バデスク　
○小西　　　　　-15、27、9	 ナスターゼ　
　羽佳　　　　　-18、-17	 シュテフ○
○高田　　　　　17、-14、13	 バデスク　

〈中国　3─0　ハンガリー〉
〈韓国　3─1　シンガポール〉

〈北朝鮮　3─0　チャイニーズタイペイ〉
▼準決勝

〈日本　0─3　中国〉
　小西　　　　　21、-15、-10	 張怡寧○
　高田　　　　　-14、-14	 王楠○
　羽佳　　　　　-15、-12	 李菊○

〈北朝鮮　3─1　韓国〉
　キム・ヒャンミ　　　14、-17、-19	 金武校○
○キム・ヒョンヒ　　　15、16	 柳智恵　
○ツ・ジョンシル　　　-26、14、13	 李恩実　
○キム・ヒョンヒ　　　8、20	 金武校　
▼決勝

〈中国　3─0　北朝鮮〉
○王楠　　　　15、10	 キム・ヒャンミ　
○張怡寧　　　-18、18、13	 キム・ヒョンヒ　
○李菊　　　　-17、21、14	 ツ・ジョンシル　

□男子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
坂本　　　　　11、5	 ビバンコ（メキシコ）
▼2回戦
坂本　　　　　17、18	 シルバ（ポルトガル）
▼決勝トーナメント進出決定戦
ブロティノス（ギリシャ）　　16、-18、23	 坂本
▼決勝トーナメント1回戦
木方　　-15、14、-15、14、14	 朱世爀（韓国）
偉関　-21、15、-21、17、22	ツァイ（シンガポール）
遊澤　13、17、-11、-14、19	 ビボルニー（チェコ）
田﨑　19、12、-17、14	シュルベク Jr.（クロアチア）
松下	　9、13、12	 スレビン（アイルランド）
トルクサ（スロバキア）　-17、11、16、11	 真田
▼2回戦
王励勤（中国）　　11、14、-16、19	 木方
李哲承（韓国）　　-15、11、-21、11、20	 偉関
ハイスター（オランダ）　16、19、-13、13	 遊澤

ヒールシャー（ドイツ）-23、-17、15、15、16
	 田﨑
張鈺（中国香港）　17、-14、16、-20、20	 松下
▼準々決勝
王励勤　　　-15、14、16、13	 金擇洙
蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）-12、7、6、19
	 劉国梁
馬琳（中国）		19、13、-10、-14、19	劉国正（中国）
孔令輝（中国）15、10、-11、20
	 サムソノフ（ベラルーシ）
▼準決勝
王励勤　　　　　13、22、14	 蒋澎龍
孔令輝　　　　　-14、17、13、15	 馬琳
▼決勝
王励勤　　　-11、-11、16、13、13	 孔令輝

□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
小西　16、8、-20、10	 ファゼカス（ハンガリー）
シュトルーゼ（ドイツ）　　16、13、16	 西飯由
梅村　-15、19、14、11
	 ガルカウスカイテ（リトアニア）
武田		-18、12、14、14	コストロミナ（ベラルーシ）
羽佳　　　　10、7、19　	 桑亜嬋（中国香港）
藤沼　　　　18、12、16	 シャール（ドイツ）
高田　　　　12、14、10	 レゲイ（フランス）
▼2回戦
小西　　5、17、7	 ロガツカヤ（ベラルーシ）
牛剣鋒（中国）　　　18、19、16	 梅村
バトルフィ（ハンガリー）-13、-13、18、19、14
	 武田
羽佳　-13、18、21、9エルデリー（ユーゴスラビア）
シュテフ（ルーマニア）　16、-11、14、10	 藤沼
高田		15、16、12	 Ve. パブロビッチ（ベラルーシ）
▼3回戦
キム・ヒョンヒ（北朝鮮）		-21、15、17、19	 小西
林菱（中国）　　　　15、10、14	 羽佳
トート（ハンガリー）		17、-17、18、-16、18	 高田
▼準々決勝
王楠（中国）　　13、12、15	 李楠（中国）
張怡寧（中国）　14、-17、18、-17、12	 牛剣鋒
林菱　17、18、21	 リュウ・ジャ（オーストリア）
キム・ユンミ（北朝鮮）　20、11、15	 シュテフ
▼準決勝
王楠　　　　19、11、-17、13	 張怡寧
林菱　　　　14、-14、18、11	 キム・ユンミ
▼決勝
王楠　　　　　-14、12、12、19	 林菱

□男子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
三田村／加藤　9、13	 パピチ／サラマンカ（チリ）
▼決勝トーナメント進出決定戦
三田村／加藤　11、19
	 モンテイロ／タカヤマ（ブラジル）
▼決勝トーナメント1回戦
偉関／田﨑　-19、10、15
	 オヤマ／アナシロ（ブラジル）
ロスコフ／ヒールシャー（ドイツ）　11、12
	 三田村／加藤
ジョニー・ファン／リュウ（カナダ）16、18
	 遊澤／木方
▼2回戦
偉関／田﨑　キケン
	 ヤン・ミン／ピアセンティーニ（イタリア）
▼3回戦
王励勤／閻森（中国）　　15、12	 偉関／田﨑
▼準々決勝
王励勤／閻森　-12、9、19、20
	 李哲承／柳承敏（韓国）
蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）
	 15、24、14　馬琳／劉国正（中国）
金擇洙／呉尚垠（韓国）9、18、-14、-15、19
	 ガシアン／シーラ（フランス）
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孔令輝／劉国梁（中国）18、14、15
	 李静／高礼澤（中国香港）
▼準決勝
王励勤／閻森　18、10、-15、-17、19
	 蒋澎龍／張雁書
孔令輝／劉国梁　　18、11、16	 金擇洙／呉尚垠
▼決勝
王励勤／閻森　　11、12、18	 孔令輝／劉国梁

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
西飯／西飯　13、-15、15
	 陳静／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
武田／川越　12、16
	 ユベール／オプデンカンプ（ベルギー）
岡崎／梅村　-11、11、19
	 ドベソバ／シュトルビコバ（チェコ）
▼2回戦
西飯／西飯　19、15
	 エロー／ファゼカス（ハンガリー）
武田／川越　17、-21、20	 田恵敬／金炅河（韓国）
岡崎／梅村　16、17
	 倪夏蓮／レゲンヴェッター（ルクセンブルク）
▼3回戦
張瑩瑩／張怡寧（中国）　　15、11	 西飯／西飯
武田／川越　-24、12、18
	 バトルフィ／トート（ハンガリー）
李恩実／石恩実（韓国）　-13、18、11	 梅村／岡崎
▼準々決勝
李菊／王楠（中国）14、14、17
	 リュウ・ジャ／ヘルツィッヒ（オーストリア）
張瑩瑩／張怡寧　-17、-16、12、15、15
	 キム・ヒョンヒ／キム・ヒャンミ（北朝鮮）
武田／川越、22、19、-16、21
	 ボロス／アガノビッチ（クロアチア）
楊影／孫晋（中国）　18、17、12	 李恩実／石恩美
▼準決勝
李菊／王楠　　17、17、15	 張瑩瑩／張怡寧
楊影／孫晋　　15、12、12	 武田／川越
▼決勝
李菊／王楠　16、14、14	 楊影／孫晋

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
徳村／西飯美　14、-14、22
	 Phu. サンガンシン／ムアンスク（タイ）
三田村／藤沼　-9、17、18
	 バリン／パルー（フランス）
遊澤／岡崎　20、14
クシェシェウスキー／ナルキェビッチ（ポーランド）
木方／平野　9、10	 タカヤマ／シルバ（ブラジル）
大森／武田　22、21	 梁柱恩／郭芳芳（中国香港）
真田／西飯由　13、12
	 トキッチ／ハラシュ（スロベニア）
倉嶋／川越　9、9	 セン／タン（シンガポール）
▼2回戦
張雁書／徐競（チャイニーズタイペイ）
	 -16、17、12　徳村／西飯美
三田村／藤沼　17、19
	 楊孟勲／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
遊澤／岡崎　-20、11、18
	 ホーカンソン／ヨハンソン（スウェーデン）
トルクサ／オドロバ（スロバキア）-16、7、13
	 木方／平野
蒋澎龍／陳静（チャイニーズタイペイ）4、-20、15
	 大森／武田
劉国正／李楠（中国）　　20、8	 真田／西飯由
レグー／コスト（フランス）14、13	 倉嶋／川越
▼3回戦
金擇洙／李恩実（韓国）　18、14	 三田村／藤沼
遊澤／岡崎		12、14	 ボル／シュトルーゼ（ドイツ）
▼4回戦
秦志戩／楊影（中国）　15、-14、12	 遊澤／岡崎

▼準々決勝
詹健／白楊（中国）　14、15、18
	 馬琳／張瑩瑩（中国）
秦志戩／楊影　-21、-20、14、15、15
		 閻森／李菊（中国）
劉国梁／孫晋（中国）14、13、-14、17
	 ビボルニー／シュトルビコバ（チェコ）
呉尚垠／金武校（韓国）16、19、17
	 高礼澤／王晶（中国香港）
▼準決勝
秦志戩／楊影　　18、-19、18、14	 詹健／白楊
呉尚垠／金武校　19、-16、19、15	 劉国梁／孫晋
▼決勝
秦志戩／楊影　　15、15、15	 呉尚垠／金武校

2003世界選手権大会
（個人戦）

2003年5月19～25日、於：フランス・パリ

●男子日本選手
松下浩二（ミキハウス）、新井周（グランプリ）、坂
本竜介（青森大）、木方慎之介（協和発酵）、田﨑俊
雄（協和発酵）、鬼頭明（健勝苑）、岸川聖也（仙台
育英学園高）
●女子日本選手
梅村礼（日本生命）、福原愛（ミキハウス JSC）、藤
沼亜衣（ミキハウス）、小西杏（ミキハウス）、高橋
美貴江（十六銀行）、平野早矢香（ミキハウス）

□男子シングルス
▼予選リーグ第1戦
新井	7、4、4、7		アンドリアンヤトボ（マダガスカル）
坂本　		3、3、5、2	 アブデルマジド（スーダン）
木方　3、0、5、3	 フェルナンデス（コスタリカ）
▼予選リーグ第2戦
新井　　3、11、6、6	 イアン（マカオ）
坂本　　　　キケン	 　　　コエロ（エクアドル）
木方　7、3、6、3	 ホウルタ（アルジェリア）
▼予選KOラウンド
新井　　8、8、5、9	 エレンスキー（イスラエル）
坂本　　4、7、9、12	 メンデス（ポルトガル）
▼決勝トーナメント1回戦
レンゲロフ（オーストリア）5、8、-8、4、3　坂本
松下　　　5、4、10、8	 セレダ（スロバキア）
王励勤（中国）　　　4、-7、3、9、5	 新井
ケーン（オランダ）　　9、9、-8、7、5	 木方
田﨑　　　6、9、6、8	 バブール（インド）
▼2回戦
シュラガー（オーストリア）　8、9、7、8	 松下
田﨑　4、6、-4、-7、10、-11、6
	 ボージック（ドイツ）
▼3回戦
馬琳（中国）　　4、-6、-9、10、8、9	 田﨑
▼準々決勝
孔令輝（中国）　1、9、-4、1、8	 邱貽可（中国）
シュラガー　-5、5、-8、-13、9、11、5	 王励勤
クレアンガ（ギリシャ）10、9、8、7
		 陳衛星（オーストリア）
朱世爀（韓国）　11、-10、-8、9、-6、8、9	 馬琳
▼準決勝
シュラガー　9、-7、10、8、-8、-7、12	 孔令輝
朱世爀　　　　5、-3、7、8、10	 クレアンガ
▼決勝
シュラガー　　9、6、-6、10、-8、10	 朱世爀

□女子シングルス
▼1回戦
梅村		5、2、6、-5、10	ソロチンスカ（ウクライナ）
福原　　6、8、6、2	 ニルソン（スウェーデン）
藤沼　　10、9、5、4	 スコフ（デンマーク）
小西　　9、2、7、-14、5	 クレキナ（ロシア）
高橋　　8、7、6、2	 シュー（カナダ）

▼2回戦
陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）6、9、11、5	 梅村
福原　9、9、10、-2、-5、2
	 リー・ジャーウェイ（シンガポール）
藤沼　　-10、7、7、9、9	 パリナ（ロシア）
小西　　　　0、1、6、7	 ガオ（アイルランド）
トート（ハンガリー）-10、5、4、7、-10、5	高橋
▼3回戦
福原		7、10、-9、9、9	 リュウ・ジャ（オーストリア）
帖雅娜（中国香港）　-6、8、4、-9、7、8	 藤沼
ボロス（クロアチア）4、-8、-9、12、6、7	 小西
▼4回戦
福原　　　　6、8、8、-8、-5、6	 李恩実（韓国）
▼準々決勝
張怡寧（中国）　　　2、11、3、4	 福原
李菊（中国）11、-9、10、-8、-10、7、2
	 牛剣鋒（中国）
ボロス　-9、1、-9、11、7、-2、6	 高軍（アメリカ）
王楠（中国）　-8、4、8、3、-8、2	 郭躍（中国）
▼準決勝
張怡寧　　　　8、15、4、8	 李菊
王楠　　　　　12、8、3、4	 ボロス
▼決勝
王楠　　　7、8、4、-5、-6、-8、5	 張怡寧

□男子ダブルス
▼予選1回戦
坂本／岸川　5、6、2
	 アル・ハマディ／アル・サバヒ（イエメン）
▼予選2回戦
坂本／岸川	7、4、4	モラレス／ロドリゲス（チリ）
▼決勝トーナメント1回戦
坂本／岸川　9、12、3、-9、8
	ブラシュチック／クシェシェウスキー（ポーランド）
田﨑／鬼頭　6、-4、-7、8、10、6
	 モルドバン／ゴンザレス（ノルウェー）
▼2回戦
坂本／岸川　-8、10、7、-9、7、-7、6
	 エロワ／レグー（フランス）
田﨑／鬼頭　-10、5、6、-9、5、9
	 J. セイブ／ P. セイブ（ベルギー）
▼3回戦
高礼澤／李静（中国香港）8、7、-10、4、8
	 坂本／岸川
シュラガー／ジンドラック（オーストリア）
	 9、9、-6、6、4　田﨑／鬼頭
▼準々決勝
王励勤／閻森（中国）9、9、6、-7、10
グルイッチ／カラカセビッチ（セルビア・モンテネグロ）
馬琳／秦志戩（中国）-11、8、-12、3、6、5
	 高礼澤／李静
王皓／孔令輝（中国）6、-4、8、9、-10、9
	 シュラガー／ジンドラック
呉尚垠／金擇洙（韓国）9、-12、8、-8、5、-11、5
	 張鈺／梁柱恩（香港）
▼準決勝
王励勤／閻森　-10、3、9、4、9	 馬琳／秦志戩
王皓／孔令輝　9、-5、2、10、7	 呉尚垠／金擇洙
▼決勝
王励勤／閻森　9、8、-7、6、-8、5	 王皓／孔令輝

□女子ダブルス
▼1回戦
梅村／高橋　7、7、3、7
	 カプスティナ／オブロポワ（カザフスタン）
小西／福原　-8、8、5、6、8
	 クラブチェンコ／ダクティアル（イスラエル）
▼2回戦
梅村／高橋　-10、6、6、6、-11、4
	 オドロバ／ポリアチコバ（スロバキア）
小西／福原　7、12、-8、9、4
	 ヨンソン／オルソン（スウェーデン）
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▼3回戦
梅村／高橋　-5、9、5、6、9
	 ロガツカヤ／Ve. パブロビッチ（ベラルーシ）
ガニナ／パリナ（ロシア）9、6、14、3	小西／福原
▼準々決勝
王楠／張怡寧（中国）　5、7、7、7	 梅村／高橋
石恩美／李恩実（韓国）-10、9、8、9、-4、12
リー・ジャーウェイ／ジン・ジュンホン（シンガポール）
李佳／李菊　-12、4、8、6、6
	 トート／バトルフィ（ハンガリー）
牛剣鋒／郭躍（中国）9、-4、6、0、-8、4
	 ガニナ／パリナ
▼準決勝
王楠／張怡寧　6、5、8、5	 李恩実／石恩美
牛剣鋒／郭躍　8、5、-8、14、14	 李佳／李菊
▼決勝
王楠／張怡寧　7、7、-7、2、12	 牛剣鋒／郭躍

□混合ダブルス
▼予選2回戦
坂本／平野　キケン
	 サーキシャン／ポゴシアン（アルメニア）
岸川／福原　3、3、3
	 ステフェンセン／オラフス（アイスランド）
▼予選3回戦
坂本／平野　8、6、-5、3
	 ベクナザロフ／カプスティナ（カザフスタン）
岸川／福原　3、7、-5、6
	 デロッベ／オプデンカンプ（ベルギー）
▼1回戦
馬琳／王楠（中国）　　8、9、9、9	 坂本／平野
デビッド・チャン／高軍（アメリカ）9、9、10、20
	 田﨑／藤沼
T. ボージック／E. ボージック（ドイツ）
	 5、4、-3、7、8　岸川／福原
梁柱恩／桑亜嬋（中国香港）8、9、-9、7、-9、8
	 鬼頭／小西
何志文／ドボラク（スペイン）10、6、10、9
	 木方／高橋
▼準々決勝
馬琳／王楠		10、4、7、2	 柳承敏／石恩美（韓国）
王皓／李楠　-6、7、-8、9、11、-5、6
	 王励勤／李佳（中国）
劉国正／白楊（中国）6、-9、-5、-6、2、5、11
	 閻森／張怡寧（中国）
秦志戩／牛剣鋒（中国）-9、5、-10、10、-6、8、7
	 呉尚垠／李恩実（韓国）
▼準決勝
馬琳／王楠　　4、-6、5、5、-9、7	 王皓／李楠
劉国正／白楊　-2、5、9、7、-10、5	秦志戩／牛剣鋒
▼決勝
馬琳／王楠　-9、-10、0、7、9、-5、8	 劉国正／白楊

2004世界選手権大会
（団体戦）

2004年3月1～7日、於：カタール・ドーハ

●男子日本選手団
松下浩二（ミキハウス）、田﨑俊雄（協和発酵）、遊
澤亮（東京アート）、村守実（青森山田高）、新井周（グ
ランプリ）
●女子日本選手団
梅村礼（日本生命）、福原愛（ミキハウス JSC青森）、
藤沼亜衣（ミキハウス）、平野早矢香（ミキハウス）、
谷口直子（サンリツ）

□男子団体
▼予選リーグ〈Aグループ〉

〈日本　0─3　韓国〉
　遊澤　　　　　-10、-9、-9	 呉尚垠○
　新井　　　　　-8、-8、-9	 柳承敏○
　松下　　　　　8、-10、4、-6、-4	 朱世爀○

〈日本　0─3　中国〉
　遊澤　　　　　6、-4、-7、6、-7	 王励勤○
　田﨑　　　　　-2、-4、-9	 孔令輝○
　新井　　　　　-5、-5、-5	 王皓○

〈日本　2─3　オーストリア〉
○遊澤　　　　　6、9、8	 シュラガー　
　松下　　　　　-4、-8、9、-6	 陳衛星○
○田﨑　　　　　-4、6、6、-8、9	 ガルドス　
　松下　　　　　9、-4、9、-4、-7	 シュラガー○
　遊澤　　　　　-1、-2、-2	 陳衛星○

〈日本　1─3　フランス〉
　田﨑　　　　　-5、4、-4、-9	 エロワ○
　遊澤　　　　　-5、-8、-8	 シーラ○
○新井　　　　　7、7、8	 ロー　
　遊澤　　　　　-9、-12、-7	 エロワ○

〈日本　2─3　イタリア〉
　田﨑　　　　-7、-8、-5	 ヤン・ミン○
○新井　　　　8、9、5	 モンデロ　
○遊澤　　　　10、5、6	 ピアセンティーニ　
　田﨑　　　　6、-7、5、-10、-8	 モンデロ○
　新井　　　　7、-6、-11、-7	 ヤン・ミン○
▼11・12位決定戦

〈日本　1─3　ロシア〉
○新井　　　-4、7、4、-9、5	 リヴェントソフ　
　遊澤　　　-10、7、-7、-8	 クズミン○
　村守　　　-10、-6、-7	 D. マズノフ○
　新井　　　12、-2、7、-5、-10	 クズミン○
▼Aグループ1位対Bグループ1位

〈中国　3─0　ドイツ〉
▼Aグループ2位対Bグループ2位

〈韓国　3─0　スウェーデン〉
▼決勝進出決定戦

〈ドイツ　3─1　韓国〉
○ボル　　　　9、12、-3、12	 朱世爀　
　フェイヤー・コナート　6、-10、8、-9、-7
	 柳承敏○
○ロスコフ　　-12、9、7、-10、6	 呉尚垠　
○ボル　　　　9、4、7	 柳承敏　
▼決勝

〈中国　3─0　ドイツ〉
○王皓　　　　　7、11、2	 ボル　
○馬琳　　　　　5、-8、8、7	 ズース　
○王励勤　5、-8、10、7	 フェイヤー・コナート　

□女子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　2─3　イタリア〉
　梅村　　　　-13、-8、-3	 ステファノバ○
○福原		-7、6、13、4	 タン・モンファルディーニ　
　平野　　　　-6、-8、-7	 ネグリソリ○
○梅村　-8、9、4、-7、9
	 タン・モンファルディーニ　
　福原　　　　-6、-8、-6	 ステファノバ○

〈日本　3─2　ルーマニア〉
　福原　　　　-9、-8、6、6、-11	 シュテフ○
○梅村　　　　6、7、3	 バデスク　
○平野　　　　-7、4、5、-4、5	 ツァムフィル　
　梅村　　　　-7、-8、8、7、-4	 シュテフ○
○福原　　　　7、4、13	 バデスク　

〈日本　3─1　ハンガリー〉
○福原　　　　　8、-8、9、-7、4	 トート　
　梅村　　　　　-9、8、-11、-7	 ポータ○
○平野　　　　　-8、5、7、8	 ファゼカシュ　
○梅村　　　　　5、-8、-9、10、11	 トート　

〈日本　3─0　ベラルーシ〉
○梅村　　　　　4、8、10	 コストロミナ　
○福原　　　　　6、3、8	 Vi. パブロビッチ　
○平野　　　　　7、4、8	 Ve. パブロビッチ　

〈日本　3─1　中国香港〉
○梅村　　　　　7、9、9	 張瑞　
○福原　　　　　-4、-5、9、5、8	 帖雅娜　
　平野　　　　　-5、-8、-8	 柳絮飛○
○梅村　　　　　11、-5、4、8	 帖雅娜　

▼Aグループ1対Bグループ1位
〈日本　2─3　中国〉

　梅村　　　　-3、-8、6、6、-10	 王楠○
　福原　　　　-7、-4、-5	 張怡寧○
○藤沼　　　　7、9、-7、-6、6	 李菊　
○梅村　　　　9、-5、-3、9、11	 張怡寧　
　福原　　　　-5、-8、-7	 王楠○
▼Aグループ2位対Bグループ2位

〈中国香港　3─2　韓国〉
▼決勝進出決定戦

〈日本　0─3　中国香港〉
　梅村　　　　-7、-7、-10	 柳絮飛○
　福原　　　　-6、-7、-8	 帖雅娜○
　藤沼　　　　-10、-4、-7	 張瑞○
▼決勝

〈中国　3─0　中国香港〉
○張怡寧　　　　10、-9、8、10	 帖雅娜　
○王楠　　　　9、-7、6、-9、6	 柳絮飛　
○郭躍　　　　-10、4、9、7	 張瑞　

2005世界選手権大会
（個人戦）

2005年4月30日～5月6日、於：中国・上海

●男子日本選手団
吉田海偉（日産自動車）、坂本竜介（青森大）、岸川
聖也（仙台育英学園高）、高木和卓（青森山田高）、
水谷隼（青森山田高）
●女子日本選手団
平野早矢香（ミキハウス）、梅村礼（文化シヤッター）、
福原愛（青森山田高）、金沢咲希（日本生命）、藤井
寛子（日本生命）、藤沼亜衣（ミキハウス）

□男子シングルス
▼予選リーグ
水谷　　　　キケン	 			バイラムポール（イラン）
高木和　　1、1、3、1	 シランベレ（ルワンダ）
▼第2戦
水谷　　6、4、5、4	 アサトリヤン（アルメニア）
高木和　　2、5、11、3	 ガイプ（カザフスタン）
▼第3戦
高木和　		キケン　　アルアワミ（サウジアラビア）
▼決勝トーナメント進出決定戦
水谷	3、-7、9、-9、2、8	 ホルバット（スロベニア）
アポロニア（ポルトガル）
	 7、-11、-7、-8、7、7、9　高木和
▼決勝トーナメント1回戦
水谷　9、-10、-9、12、5、2
	 ワン・ジェンフォン（ノルウェー）
吉田　　7、5、4、7	 バルティン（フランス）
エロワ（フランス）12、-9、8、-8、-4、5、7	岸川
ブラシュチック（ポーランド）-5、11、8、8、5
	 坂本
ギオニス（ギリシャ）4、11、-6、-9、7、-8、3
	 プリモラッツ（クロアチア）
▼2回戦
水谷　10、9、-7、10、-6、-8、9
	 荘智淵（チャイニーズタイペイ）
ギオニス　　　3、-10、5、-7、9、9	 吉田
▼3回戦
P. カールソン（スウェーデン）　5、5、7、9	 水谷
▼準々決勝
王励勤（中国）-8、10、4、-8、9、3	 陳玘（中国）
呉尚垠（韓国）7、-11、7、7、-7、9
	 P. カールソン
メイス（デンマーク）-5、-8、-6、10、7、9、6
	 郝帥（中国）
馬琳（中国）-5、-9、11、8、6、9	 劉国正（中国）
▼準決勝
王励勤　　　　7、10、2、-9、6	 呉尚垠
馬琳　　　　　7、6、9、8	 メイス
▼決勝
王励勤　　　　9、-3、-8、9、9、7	 馬琳
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□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
平野　-2、3、8、5、10	 パーカー（イングランド）
梅村　4、9、5、-10、4
	 べー・リーフォン（マレーシア）
藤井　-6、6、6、4、5	 シブリー（イングランド）
金沢　-9、4、5、6、3	 ネヴェス（ポルトガル）
福原　　-9、6、7、9、-7、7	 ボロノワ（ロシア）
▼2回戦
平野　7、-7、-7、10、-11、9、8
	 シュトルーゼ（ドイツ）
バトルフィ（ハンガリー）8、-5、11、5、-6、-9、8
	 梅村
トート（ハンガリー）8、8、8、-9、-11、-9	 藤井
范瑛（中国）　　　　6、7、6、5	 金沢
福原	　3、5、5、9	 コストロミナ（ベラルーシ）
▼3回戦
Vi. パブロビッチ（ベラルーシ）
	 -7、12、5、8、-9、-9、6　　平野
郭炎（中国）　　3、-4、10、9、-8、5	 福原
▼準々決勝
張怡寧（中国）　	5、2、4、2	 Vi. パブロビッチ
林菱（中国香港）5、7、-9、8、4	 高軍（アメリカ）
郭躍（中国）-11、10、10、7、-9、7	牛剣鋒（中国）
郭炎　　2、5、10、6	 リー・ジャオ（ドイツ）
▼準決勝
張怡寧　　　　-10、4、5、3、7	 林菱
郭炎　　　　　-10、3、6、7、9	 郭躍
▼決勝
張怡寧　　　-5、7、7、-4、8、11	 郭炎

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
岸川／坂本　11、-7、9、7、2
	 セレダ／ピスチェイ（スロバキア）
何志文／マチャド（スペイン）
	 -7、11、10、-11、7、11　吉田／水谷
▼2回戦
張鈺／梁柱恩（中国香港）9、9、-7、4、4
	 岸川／坂本
▼準々決勝
馬琳／陳玘（中国）-8、-8、2、5、2、6
	 蒋澎龍／荘智淵（チャイニーズタイペイ）
ボル／ズース（ドイツ）4、-9、5、7、10
	 ブラシュチック／ワン・ツェンイ（ポーランド）
孔令輝／王皓（中国）3、7、5、-9、8	張鈺／梁柱恩
王励勤／閻森（中国）-11、4、12、3、5
	 柳承敏／李廷佑（韓国）
▼準決勝
ボル／ズース　11、-3、6、13、7	 馬琳／陳玘
孔令輝／王皓		11、8、-2、-7、7、10	王励勤／閻森
▼決勝
孔令輝／王皓　　9、3、9、-7、6	 ボル／ズース

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
福原／藤沼　3、8、7、2
	 アシュラフ／オスマン（エジプト）
梅村／金沢　キケン	
	 エデム／オショナイケ（ナイジェリア）
▼2回戦
福原／藤沼　-9、5、8、6、9
	 シュトルビコバ／バチェノフスカ（チェコ）
梅村／金沢　-10、7、4、7、9
	 バクラ／パオビッチ（クロアチア）
▼3回戦
福原／藤沼　-7、11、-9、-6、3、3、7
	リー・ジャーウェイ／シュー・ヤン（シンガポール）
白楊／郭炎（中国）　1、9、13、8	 梅村／金沢
▼準々決勝
王楠／張怡寧（中国）　3、9、9、3	 福原／藤沼
帖雅娜／張瑞（中国香港）8、5、9、-11、3
	 柳絮飛／桑亜嬋（中国香港）

白楊／郭炎　7、7、8、6
	 バトルフィ／トート（ハンガリー）
牛剣鋒／郭躍（中国）6、2、-10、7、2
	 ボロス／バイダ（クロアチア）
▼準決勝
王楠／張怡寧　9、4、-9、8、-11、6	 帖雅娜／張瑞
郭躍／牛剣鋒　4、10、6、9	 白楊／郭炎
▼決勝
王楠／張怡寧　4、5、-10、9、5	 郭躍／牛剣鋒

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
水谷／梅村　9、7、10、-5、9
	 江宏傑／李依真（チャイニーズタイペイ）
坂本／福原　6、5、5、-7、-9、5
	 ロイ／ビジャイ（インド）
高木和／平野　3、6、7、2
	 チュアン／バン（アメリカ）
岸川／藤沼　7、-11、2、5、7
	 マチャド／ソリチェロ（スペイン）
フェイヤー・コナート／シュトルーゼ（ドイツ）	
	 -11、9、9、-6、5、10　吉田／金沢
▼2回戦
坂本／福原　-7、8、7、-9、4、6
	 ボスト／ユンケル（ベルギー）
岸川／藤沼　6、4、-6、9、6
	 馮哲／カサボバ（ブルガリア）
柳承敏／金恵賢（韓国）-8、-10、-7、5、7、7、9
	 水谷／梅村
劉国正／白楊（中国）5、6、6、6	 高木和／平野
▼3回戦
岸川／藤沼　8、-3、8、7、-6、7
	 クリサン／バデスク（ルーマニア）
劉国正／白楊　　5、7、10、-4、6	 坂本／福原
▼4回戦
岸川／藤沼　8、3、9、6
	 キム・ソンチョル／キム・ジョン（北朝鮮）
▼準々決勝
邱貽可／曹臻（中国）4、-2、9、-8、8、-7、6
	 王皓／王楠（中国）
劉国正／白楊　8、8、8、9	 郝帥／牛剣鋒（中国）
閻森／郭炎（中国）4、5、-11、14、7	岸川／藤沼
王励勤／郭躍（中国）　0、4、3、6
	 シュラガー／リュウ・ジャ
▼準決勝
劉国正／白楊　7、5、-5、10、4	 邱貽可／曹臻
王励勤／郭躍　8、-10、5、5、9	 閻森／郭炎
▼決勝
王励勤／郭躍　4、-6、-6、7、9、-7、6
	 劉国正／白楊

2006世界選手権大会
（団体戦）

2006年4月24日～5月1日、於：ドイツ・ブレーメン

●男子日本選手団
吉田海偉（日産自動車）、水谷隼（青森山田高）、松
下浩二（グランプリ）、岸川聖也（スヴェンソン）、
高木和卓（青森山田高）
●女子日本選手団
金沢咲希（日本生命）、福原愛（グランプリ）、福岡
春菜（中国電力）、藤沼亜衣（ミキハウス）、平野早
矢香（ミキハウス）

□男子団体
▼予選リーグ〈Bグループ〉

〈日本　1─3　韓国〉
　水谷　　　　　-2、-5、-9	 呉尚垠○
○吉田　　　　　-5、7、5、9	 朱世爀　
　岸川　　　　　-11、-5、-4	 柳承敏○
　吉田　　　　　-5、-4、-7	 呉尚垠○

〈日本　3─2　ブラジル〉
○松下　　　　9、6、7	 オヤマ　
　吉田　　　　-7、4、-4、-7	 モンテイロ○
　高木和　　　-9、-3、7、-4	 マツモト○
○吉田　　　　4、6、11	 オヤマ　
○松下　　　　6、-9、-3、6、2	 モンテイロ　

〈日本　3─1　クロアチア〉
○吉田　　　　10、4、9	 トシッチ　
○岸川　　　　-7、5、-8、9、7	 譚端午　
　水谷　　　　-9、-10、-5	 プリモラッツ○
○吉田　　　　4、-7、8、7	 譚端午　

〈日本　1─3　ベルギー〉
○吉田　　　　10、-5、10、6	 ヴォステス　
　岸川　　　　-11、6、-6、-3	 P. セイブ○
　水谷　　　　-10、4、8、-7、-8	 ブラタノフ○
　吉田　　　　10、-6、-11、-6	 P. セイブ○

〈日本　1─3　フランス〉
　吉田　　　　-8、8、-8、-7	 エロワ○
○岸川　　　　9、6、8	 ジョベール　
　松下　　　　-7、-5、-4	 シーラ○
　岸川　　　　-2、-8、7、-7	 エロワ○
▼13～20位決定戦

〈日本　3─0　オランダ〉
○吉田　　　　10、-10、9、8	 ハイスター　
○岸川　　　　5、8、9	 ケーン　
○松下　　　　9、3、3	 ヴィエルス　
▼13～16位決定戦

〈日本　3─0　セルビア〉
○岸川　　　-9、5、4、-9、6	 カラカセビッチ　
○高木和　　9、10、-14、7	 ミロセビッチ　
○松下　　　8、6、-12、4	 ブケリッチ　
▼13～14位決定戦

〈日本　2─3　チャイニーズタイペイ〉
　高木和　　　　-3、9、-5、-5	 荘智淵○
○岸川　　　　　-5、6、9、4	 江宏傑　
○松下　　　　　5、6、10	 黄盛聖　
　岸川　　　　　-4、7、-9、-7	 荘智淵○
　高木和　　　　8、-6、-4、-9	 江宏傑○
▼準々決勝

〈ドイツ　3─0　ロシア〉
〈韓国　3─0　チェコ〉
〈中国　3─0　フランス〉

〈中国香港　3─1　オーストリア〉
▼準決勝

〈中国　3─1　ドイツ〉
　馬琳　　　　6、7、-3、-6、-5	 ボル○
○王励勤　　　9、10、9	 ズース　
○王皓　　　　5、2、8	 フェイヤー・コナート　
○王励勤　　　8、-11、7、-9、6	 ボル　

〈韓国　3─0　中国香港〉
○呉尚垠　　　　9、9、11	 張鈺　
○柳承敏　　　　9、-10、9、11	 李静　
○李廷佑　　　　-6、8、9、5	 高礼澤　
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○王皓　　　　　6、8、4	 呉尚垠　
○王励勤　　　　8、-9、-8、9、7	 柳承敏　
○馬琳　　　　　9、7、7	 李廷佑　

□女子団体
▼予選リーグ〈Dグループ〉

〈日本　3─1　ロシア〉
　福原　　　　　5、7、-6、-9、-7	 ガニナ○
○平野　　　　　9、-5、6、4	 コチヒナ　
○金沢　　　　　7、6、9	 ファディーワ　
○福原　　　　　-8、-8、10、9、3	 コチヒナ　

〈日本　3─0　アメリカ〉
○福原　　　　　6、-9、6、6	 リー・ナン　
○金沢　　　　　7、3、-6、2	 リード　
○福岡　　　　　7、5、3	 リー　

〈日本　3─0　クロアチア〉
○福原　　　　5、-9、11、8	 ボロス　
○金沢　　　　-9、7、-8、4、9	 バイダ　
○福岡　　　　8、-6、13、-3、4	 パオビッチ　
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〈日本　3─0　シンガポール〉
○福岡　-8、8、9、-10、9	 チャン・シュエリン　
○福原　-7、11、-6、5、9	 リー・ジャーウェイ　
○金沢　　4、-12、-7、9、6	 シュー・ヤン　

〈日本　3─0　スロバキア〉
○藤沼　　　　7、-6、11、4	 クモトルコバ　
○平野　　　　5、7、3	 オドロバ　
○福原　　　　4、2、11	 ポリアチコバ　
▼準々決勝

〈日本　3─1　ハンガリー〉
　福岡　　　　　失格	 ポータ○
○福原　　　　　-18、7、3、-8、6	 トート　
○金沢　　　　　2、2、4	 ロバス　
○福原　　　　　6、7、8	 ポータ　

〈ベラルーシ　3─1　韓国〉
〈中国　3─0　北朝鮮〉

〈中国香港　3─1　オーストリア〉
▼準決勝

〈日本　2─3　中国香港〉
○福原　　　　　9、6、-7、4	 林菱　
　金沢　　　　　7、11、-11、-6、-6	 帖雅娜○
○福岡　　　　　-9、-7、7、8、7	 柳絮飛　
　福原　　　　　-6、5、-7、-3	 帖雅娜○
　金沢　　　　　-9、-5、-4	 林菱○

〈中国　3─0　ベラルーシ〉
○郭躍　　　　6、6、-9、6	 Vi. パブロビッチ　
○張怡寧　　　4、7、7	 Ve. パブロビッチ　
○王楠　　　　2、4、4	 コストロミナ　
▼決勝

〈中国　3─1　中国香港〉
○張怡寧　　　　　4、9、6	 林菱　
　郭躍　　　　　-8、9、-9、-21	 帖雅娜○
○王楠　　　　　-7、-12、10、8、3	 柳絮飛　
○張怡寧　　　　　8、3、3	 帖雅娜　

2007世界選手権大会
（個人戦）

2007年5月21～27日、於：クロアチア・ザグレブ

●男子日本選手団
水谷隼（青森山田高）、松下浩二（グランプリ）、韓陽（東
京アート）、岸川聖也（スヴェンソン）、松平健太（青
森山田高）、高木和卓（東京アート）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、平野早矢香（ミキハウス）、樋浦令
子（ミキハウス）、福岡春菜（中国電力）、藤井寛子
（日本生命）、藤沼亜衣（ミキハウス）、石川佳純（ミ
キハウス JSC）

□男子シングルス
▼1回戦
松平　　　　9、4、7、9	 コルベル（チェコ）
水谷　-7、7、10、10、-9、9	グルイッチ（セルビア）
フィリモン（ルーマニア）10、9、6、-5、6	 松下
韓　　9、7、-5、4、5	 ツムデンコ（ウクライナ）
岸川　-9、7、-7、6、6、-6、7	 趙彦来（韓国）
▼2回戦
梁柱恩（中国香港）		-7、9、11、8、-10、-5、4	
	 松平
水谷　　　　9、7、10、3	 李静（中国香港）
韓　-10、6、10、-12、9、7	 ロスコフ（ドイツ）
郝帥（中国）　　　　9、5、9、8	 岸川
▼3回戦
ガオ・ニン（シンガポール）
	 -11、-5、-12、7、7、8、4　水谷
クレアンガ（ギリシャ）-6、-4、4、5、8、6	 韓
▼準々決勝
馬琳（中国）9、7、10、-9、6
	 サムソノフ（ベラルーシ）
王皓（中国）　　　　4、9、3、3	 朱世爀
柳承敏（韓国）　　　9、7、3、12	 ボル
王励勤（中国）　　　7、5、8、8	 郝帥

▼準決勝
馬琳　　　　-6、9、10、-4、9、6	 王皓
王励勤　　-6、3、7、-14、6、-10、7	 柳承敏
▼決勝
王励勤　　　-4、-8、5、-4、9、8、6	 馬琳

□女子シングルス
▼1回戦
藤井　　9、8、2、-5、5	 ペンカボバ（チェコ）
福岡　　9、3、6、3	 レコ（セルビア）
福原　　-10、4、12、6、3	 ボンク（ポーランド）
平野　　4、5、8、4	 ヒュー（アメリカ）
樋浦　　6、10、-4、12、9	 バーテル（ドイツ）
▼2回戦
朴美英（韓国）	　　　　9、4、5、8	 藤井
ドデアン（ルーマニア）-4、-5、6、5、4、12	 福岡
福原　　2、6、9、9	 バチェノフスカ（チェコ）
平野　　　7、3、-5、6、9	 張ハ羅（韓国）
李暁霞（中国）　　　13、5、6、9	 樋浦
▼3回戦
ドデアン（ルーマニア）　　10、9、8、9	 福原
サマラ（ルーマニア）-9、-6、8、9、6、8	 平野
▼準々決勝
張怡寧（中国）　3、4、6、14	 金璟娥（韓国）
郭躍（中国）　6、3、1、7	 王晨（アメリカ）
郭炎（中国）　6、6、9、-7、8	 彭陸洋（中国）
李暁霞　　5、6、10、-14、8	 王楠（中国）
▼準決勝
郭躍　　　　　8、7、9、4	 張怡寧
李暁霞　　　　7、-5、5、5、5	 郭炎
▼決勝
郭躍　　　-8、7、-4、-2、5、2、8	 李暁霞

□男子ダブルス
▼1回戦
岸川／水谷　7、6、5、-9、12
	 ハイスター／ベイエルス（オランダ）
サムソノフ／ネクベドビッチ（ベラルーシ）
	 -7、7、10、6、-8、-7、5　松平／高木和
▼2回戦
岸川／水谷　-8、10、10、8、6
	 パーソン／ホーカンソン（スウェーデン）
▼3回戦
岸川／水谷　8、-6、2、9、8	 郝帥／馬龍（中国）
▼準々決勝
王励勤／王皓（中国）5、8、8、-14、-6、7
	 岸川／水谷
馬琳／陳玘（中国）5、-9、4、5、6
	 李廷佑／呉尚垠（韓国）
高礼澤／李静（中国香港）-8、9、8、-6、4、6
	 カラカセビッチ／グルイッチ（セルビア）
蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）
	 6、-8、6、7、-7、9　ボル／ズース（ドイツ）
▼準決勝
馬琳／陳玘　　-7、10、6、5、7	 高礼澤／李静
王励勤／王皓		6、-7、8、6、-6、5	蒋澎龍／張雁書
▼決勝
馬琳／陳玘　　-6、7、-6、3、9、9	 王励勤／王皓

□女子ダブルス
▼1回戦
平野／石川　8、5、9、7
	 リ・カレン／ヤン・アニー（ニュージーランド）
福原／藤沼　7、12、8、14
	 ガチンスカ／カサボバ（ベルギー）
▼2回戦
キム・ジョン／コ・ウンギョン（北朝鮮）
	 9、4、8、3　平野／石川
張ハ羅／文玄晶（韓国）10、3、-9、9、8
	 福原／藤沼
▼準々決勝
王楠／張怡寧（中国）4、-9、-9、7、5、3
	 李楠／劉詩雯（中国）

リー・ジャーウェイ／王越古（シンガポール）
6、3、-6、4、-5、1	シュトルーゼ／バーテル（ドイツ）
金璟娥／朴美英（韓国）10、10、14、-9、10
	 トート／ポータ（ハンガリー）
郭躍／李暁霞（中国）7、5、3、8	 張ハ羅／文玄晶
▼準決勝
王楠／張怡寧　1、9、-7、8、9
	 リー・ジャーウェイ／王越古
郭躍／李暁霞　-4、10、-10、5、7、3
	 金璟娥／朴美英
▼決勝
王楠／張怡寧　　5、6、11、9	 郭躍／李暁霞

□混合ダブルス
▼1回戦
韓／藤沼　8、-8、5、4、9
	 アリ／オスマン（エジプト）
高木和／平野　-9、7、-6、4、-9、3、7
	 ハジンスキ／ヤオ・シュヒュン（アメリカ）
松平／石川　-7、7、8、-9、7、9
	 パジー／ポータ（ハンガリー）
岸川／福原　8、7、-9、-3、5、-9、6
	 セレダ／ハラゾバ（スロバキア）
水谷／福岡　1、-7、7、5、6
	 ベイエルス／ノーウェン（オランダ）
▼2回戦
韓／藤沼　8、11、8、-7、7
	 ハイスター／クリーマーズ（オランダ）
ツァイ・シャオリー／スン・ベイベイ（シンガポール）
	 -7、4、4、4、6　高木和／平野
ルブツォフ／ガニナ（ロシア）	
	 7、3、-6、-3、8、10　松平／石川
岸川／福原　-9、9、7、-10、7、8
	 オフチャロフ／バーテル（ドイツ）
水谷／福岡　9、8、9、4	
	 スッフ／ゴロータ（ポーランド）
▼3回戦
許昕／郭炎（中国）8、-7、8、-8、6、-5、9
	 韓／藤沼
キム・ヒョクボン／キム・ジョン（北朝鮮）	
	 9、4、11、-9、-7、7　岸川／福原
馬琳／王楠（中国）-2、9、-10、5、8、-9、7
	 水谷／福岡
▼準々決勝
王励勤／郭躍（中国）8、6、7、10
	 呉尚垠／金貞弦（韓国）
邱貽可／曹臻（中国）6、2、10、-6、3
	 唐鵬／姜華珺（中国香港）
高礼澤／帖雅娜（中国香港）5、6、8、4
	 梁柱恩／林菱（中国香港）
馬琳／王楠	-7、6、6、4、-10、5	 朱世爀／朴美英
▼準決勝
王励勤／郭躍　　-9、8、3、6、3	 邱貽可／曹臻
馬琳／王楠　　10、6、8、4	 高礼澤／帖雅娜
▼決勝
王励勤／郭躍　11、7、-8、9、-9、10	 馬琳／王楠
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2008世界選手権大会
（団体戦）

2008年2月24日～3月2日、於：中国・広州

●男子日本選手団
水谷隼（青森山田高）、韓陽（東京アート）、吉田海偉（個
人）、岸川聖也（スヴェンソン）、大矢英俊（青森大）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、平野早矢香（ミキハウス）、福岡春
菜（中国電力）、藤井寛子（日本生命）、石川佳純（ミ
キハウス JSC）

□男子団体
▼予選リーグ〈Cグループ〉

〈日本　3─0　スロバキア〉
○水谷　　　　1、2、9	 ピスティー　
○韓　　　　　-9、4、7、7	 カイナット　
○吉田　　　　9、12、7	 セレダ　

〈日本　3─0　フランス〉
○水谷　　　　9、9、-5、7	 エロワ　
○韓　　　　　9、-9、8、8	 シーラ　
○吉田　　　　-6、7、10、9	 ルベッソン　

〈日本　3─0　ロシア〉
○水谷　　　　7、9、2	 クズミン　
○韓　　　　　9、8、-6、-7、13	 スミルノフ　
○吉田　　　　-11、9、6、11	 マズノフ　

〈日本　3─1　ドイツ〉
　水谷　　　　8、-9、-4、-8	 シュテガー○
○韓　　　　　3、6、5	 オフチャロフ　
○吉田　　　　0、5、10	 ズース　
○水谷　　　　11、8、1	 オフチャロフ　

〈日本　3─1　セルビア〉
○岸川　　　8、-9、-6、5、5	 グルイッチ　
○韓　　　　-9、5、10、-10、5	 カラカセビッチ　
　大矢　　　-13、-11、8、-9	 ペテ○
○岸川　　　2、-7、10、-5、9	 カラカセビッチ　
▼準々決勝

〈日本　3─0　チャイニーズタイペイ〉
○水谷　　　　3、3、4	 蒋澎龍　
○吉田　　　　8、11、-6、10	 荘智淵　
○韓　　　　　3、8、-9、4	 呉志祺　

〈韓国　3─1　ドイツ〉
〈中国　3─0　チェコ〉

〈中国香港　3─1　ルーマニア〉
▼準決勝

〈日本　1─3　韓国〉
　吉田　　　　　-5、-5、-12	 柳承敏○
　水谷　　　　　-9、8、-5、5、-3	 李廷佑○
○韓　　　　　-9、7、-6、8、4	 朱世爀　
　水谷　　　　　12、-9、7、-9、-4	 柳承敏○

〈中国　3─0　中国香港〉
○馬琳　　　　　7、7、17	 李静　
○王励勤　　　　8、5、8	 唐鵬　
○王皓　　　　　5、2、5	 張鈺　
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○馬琳　　　　　5、-10、6、5	 柳承敏　
○王皓　　　　　-7、12、5、9	 李廷佑　
○王励勤　　　　5、2、6	 朱世爀　

□女子団体
▼予選リーグ〈Dグループ〉

〈日本　3─0　イタリア〉
○平野　　　7、4、5	 ステファノバ　
○福原　　　-11、7、7、1	 ネグリソリ　
○福岡　　　-9、7、10、9	 タン・ウェンリン　

〈日本　3─1　チェコ〉
○福原　　　0、4、2	 シュトルビコバ　
○平野　　　2、3、6	 ペンカボバ　
　石川　　　-9、9、9、-8、-8	 バチェノフスカ○
○平野　　　8、6、-7、6	 シュトルビコバ　

〈日本　3─0　オランダ〉
○福原　　　　6、7、-4、6	 リー・ジャオ　
○平野　　　　7、8、7	 リー・ジエ　
○福岡　　　　7、12、8	 ティミナ　

〈日本　3─2　韓国〉
　福原　　　　-5、-8、-9	 唐汭序○
○平野　　　　-4、-5、10、4、8	 文玄晶　
　福岡　　　　　9、-10、-6、-7	 李恩姫○
○平野　　　　　9、-6、6、2	 唐汭序　
○福原　　　　　-8、4、-6、4、10	 文玄晶　

〈日本　3─1　フランス〉
○平野　　　8、8、7	 シェン・イーファン　
　福原　3、-11、6、-9、-10	 グルンディッシュ○
○藤井　　　-4、3、6、-8、3	 デッサン　
○平野　　9、-8、-5、7、7	 グルンディッシュ　
▼準々決勝

〈日本　3─0　ハンガリー〉
○福原　　　　　-8、8、-9、3、8	 トート　
○平野　　　　　10、5、1	 ポータ　
○福岡　　　　　7、4、10	 ロバス　

〈中国　3─0　ルーマニア〉
〈中国香港　3─2　オーストリア〉
〈シンガポール　3─0　オランダ〉

▼準決勝
〈日本　0─3　シンガポール〉

　石川　　　-10、-9、-4	 王越古○
　平野　6、-7、-11、-8	 リー・ジャーウェイ○
　福原　　　-8、-5、-8	 馮天薇○

〈中国　3─0　中国香港〉
○郭躍　　　　　10、6、-7、7	 姜華珺　
○王楠　　　　　2、9、4	 帖雅娜　
○張怡寧　　　　14、3、4	 林菱　
▼決勝

〈中国　3─1　シンガポール〉
　郭躍　　　-9、-11、-9	 リー・ジャーウェイ○
○張怡寧　　　　5、-10、8、6	 馮天薇　
○王楠　　　　　5、5、4	 王越古　
○張怡寧　		-9、8、4、3	 リー・ジャーウェイ　

2009世界選手権大会
（個人戦）

2009年4月28日～5月5日、於：日本・横浜

●男子日本選手団
水谷隼（明治大）、岸川聖也（スヴェンソン）、韓陽
（東京アート）、吉田海偉（個人）、大矢英俊（青森大）、
松平賢二（青森大）、松平健太（青森山田高）、丹羽
孝希（青森山田中）、上田仁（青森山田高）、田㔟邦
史（協和発酵キリン）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、平野早矢香（ミキハウス）、石川佳
純（ミキハウス JSC）、福岡春菜（中国電力）、藤沼
亜衣（日立化成）、田㔟美貴江（十六銀行）、石垣優香（淑
徳大）、森薗美咲（青森山田高）、樋浦令子（ミキハ
ウス）、藤井寛子（日本生命）、若宮三紗子（立命館大）

□男子シングルス
▼予選リーグ
丹羽　　5、2、2、5	 サリバエフ（タジキスタン）
丹羽　6、-8、6、9、-7、-4、10
	 オマール（アラブ首長国連邦）
▼予選2次トーナメント1回戦
丹羽　7、10、8、14
	 スラティンシェク（スロベニア）
▼決勝トーナメント進出決定戦
丹羽　　7、9、7、-8、11	 シモンチク（チェコ）
▼決勝トーナメント1回戦
大矢　17、-3、8、5、5	トリオラ（ナイジェリア）
吉田　-10、8、7、-10、-9、10、5
	 ルベッソン（フランス）
韓　　7、6、7、8	 イェフトビッチ（セルビア）
丹羽　6、-9、5、6、8	 劉松（アルゼンチン）
松平賢　-8、5、-8、8、11、14	 クズミン（ロシア）

水谷　　7、9、6、10	 ディドゥク（ウクライナ）
松平健　6、11、5、3	 カラカセビッチ（セルビア）
▼2回戦
ズース（ドイツ）　　　9、9、5、9	 大矢
吉田　4、9、10、10	 モンテイロ（ポルトガル）
ガチーナ（クロアチア）10、-5、-9、12、3、7	韓
オフチャロフ（ドイツ）-7、7、7、9、-10、8	丹羽
王励勤（中国）　　7、12、5、-9、8	 松平賢
水谷　　5、8、8、3	 Phu. サンガンシン（タイ）
松平健　4、-6、-10、5、-8、7、8	 呉尚垠（韓国）
▼3回戦
吉田　　4、9、11、7	 トキッチ（スロベニア）
水谷　11、4、10、9	 パーソン（スウェーデン）
松平健	8、6、-9、7、-8、6	 ガルドス（オーストリア）
▼4回戦
吉田　　6、5、-4、5、-7、5	 金延勲（韓国）
陳玘（中国）　　　6、3、10、4	 水谷
馬琳（中国）　9、7、-4、11、-8、-8、9	 松平健
▼準々決勝
王皓（中国）　　　9、8、-8、3、4	 吉田
馬龍（中国）10、11、7、9	 メイス（デンマーク）
王励勤（中国）　-8、4、6、-10、-8、5、8	 陳玘
馬琳　　4、4、-9、8、-9、8	 朱世爀（韓国）
▼準決勝
王皓　　　　　10、8、-10、9、9	 馬龍
王励勤　　　　　5、-12、9、-7、9、-6、6	 馬琳
▼決勝
王皓　　　　　　　9、11、5、9	 王励勤

□女子シングルス
▼1回戦
福岡　5、6、-10、5、6	 ネグリソリ（イタリア）
石川　1、7、10、-8、8	 于国詩（中国香港）
平野　7、8、8、8	 ドゥラキ（ギリシャ）
田㔟　4、6、3、8	 ハン・シン（コンゴ共和国）
石垣　11、-7、11、5、8	 クマレサン（インド）
福原　4、2、4、7	 モクロウソク（モルドバ）
藤沼　4、1、6、9	 カサボバ（ブルガリア）
▼2回戦
福岡　9、5、-9、3、4	 ジルバーアイゼン（ドイツ）
石川	-8、-8、-5、10、9、5、8	 帖雅娜（中国香港）
オドロバ（スロバキア）9、-4、-9、10、13、6
	 平野
田㔟　8、-6、-8、8、5、4
	 リー・チェン（ポーランド）
李暁霞（中国）　　5、6、-9、1、6	 石垣
シャール（ドイツ）10、-6、-3、5、7、3	 福原
藤沼　8、4、7、7	 ミャオ（オーストラリア）
▼3回戦
石川　　　　　-10、4、13、4、7	 福岡
劉詩雯（中国）　　2、3、3、4	 田㔟
朴美英（韓国）　　3、3、8、5	 藤沼
▼4回戦
石川　9、-9、2、8、-9、9
	 ユー・モンユ（シンガポール）
▼準々決勝
張怡寧（中国）　　4、-7、4、4、7	 石川
劉詩雯		-9、8、10、5、15	 バチェノフスカ（チェコ）
李暁霞　　　9、4、-2、9、6	 唐汭序（韓国）
郭躍（中国）	7、7、8、-8、8	馮天薇（シンガポール）
▼準決勝
張怡寧　　8、8、6、-8、-10、8	 劉詩雯
郭躍　　　8、5、-10、5、9	 李暁霞
▼決勝
張怡寧　　　-10、-3、2、7、7、9	 郭躍

□男子ダブルス
▼予選トーナメント2回戦
松平賢／上田　4、9、3
	 アレクサンダー／ウー（ニュージーランド）
松平健／丹羽　5、3、4
	 ドゥビーナ／ワン・ティモシー（アメリカ）
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▼決勝トーナメント進出決定戦
松平賢／上田　7、4、3
	 ドマニク／セイディウ（コソボ）
松平健／丹羽		5、8、3	ムヒカ／ピノ（ベネズエラ）
▼決勝トーナメント1回戦
陳玘／王皓（中国）8、-11、6、5、8	 松平健／丹羽
松平賢／上田　4、6、9、-12、-9、-5、8
	 バウム／フェイヤー・コナート（ドイツ）
水谷／岸川　-10、3、10、8、3
	 ヤンカリク／シモンチク（チェコ）
▼2回戦
松平賢／上田　8、5、8、-11、8
	 荘智淵／呉志祺（チャイニーズタイペイ）
水谷／岸川　11、-5、7、10、9
	 金延勲／李鎮権（韓国）
▼3回戦
呉尚垠／柳承敏（韓国）-6、-10、8、5、9、5
	 松平賢／上田
水谷／岸川　-10、10、9、6、-8、5
	 モンテイロ／ツボイ（ブラジル）
▼準々決勝
水谷／岸川　-9、2、4、-4、5、11
	 ガオ・ニン／ヤン・ツー（シンガポール）
陳玘／王皓	11、7、9、-8、-8、9	 呉尚垠／柳承敏
郝帥／張継科（中国）　キケン

張鈺／李静（中国香港）
馬龍／許昕（中国）6、6、-11、1、7
	 江天一／唐鵬（中国香港）
▼準決勝
陳玘／王皓　　-9、4、11、7、9	 郝帥／張継科
馬龍／許昕　　6、8、3、5	 水谷／岸川
▼決勝
陳玘／王皓　-6、11、11、5、9	 馬龍／許昕

□女子ダブルス
▼1回戦
福原／平野　2、4、-10、7、7
	 ミクハイロワ／トロシネワ（ロシア）
藤井／石川　4、8、1、5
	 チョン・チェンイ／馬秋燕（マカオ）
藤沼／樋浦　3、2、5、2
	 スン・ヤン／ヤン・アニー（ニュージーランド）
▼2回戦
福原／平野　9、6、-4、-8、8、7
	 ヘ・シリン／フー・メレク（トルコ）
姜華珺／帖雅娜（中国香港）-4、-9、10、10、4、8
	 藤井／石川
バラゾバ／オドロバ（スロバキア）	
　　　　　　7、7、-5、8、-9、8	 藤沼／樋浦
▼3回戦
福原／平野　9、-5、-5、7、6、4
	 シャール／呉佳多（ドイツ）
▼準々決勝
郭躍／李暁霞（中国）　6、9、3、10	 福原／平野
姜華珺／帖雅娜　-3、11、11、3、-9、9
	 馮天薇／王越古（シンガポール）
金璟娥／朴美英（韓国）5、4、8、10
	 林菱／張瑞（中国香港）
丁寧／郭炎（中国）-4、-11、9、2、9、10
	 曹臻／劉詩雯
▼準決勝
郭躍／李暁霞　　7、8、5、9	 姜華珺／帖雅娜
丁寧／郭炎　3、9、-12、10、10	 金璟娥／朴美英
▼決勝
郭躍／李暁霞　8、10、4、-3、7	 丁寧／郭炎

□混合ダブルス
▼1回戦
上田／福岡　キケン
	 　	アブラモフ／サポルタ（イスラエル）
松平賢／若宮　2、2、-9、7、-6、1
	 バイヌラ／リンドマエ（エストニア）
松平健／福原　6、5、2、2
	 ブルギス／ボグダサロワ（ラトビア）

田㔟邦／田㔟美　5、-4、9、12、3
	 ネクベドビッチ／Ve. パブロビッチ（ベラルーシ）
ガオ・ニン／馮天薇（シンガポール）
	 10、-9、13、-5、-8、10、1　丹羽／森薗
水谷／平野　9、9、-9、-7、4、8
	 ガブラス／バチェノフスカ（チェコ）
岸川／石川　5、7、4、6
	 梁健華／チョン・チェンイ（マカオ）
▼2回戦
上田／福岡　8、-7、5、10、4
	 荘智淵／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
ヤカブ／トート（ハンガリー）-7、9、6、11、8
	 松平賢／若宮
江宏傑／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
	 -8、-12、5、8、8、-7、9　松平健／福原
田㔟邦／田㔟美　4、-7、11、-5、8、-9、7
	 ボボチーカ／ステファノバ（イタリア）
水谷／平野　11、-4、-8、3、9、9
	 ドリンコール／パーカー（イングランド）
岸川／石川　7、9、8、7	 金延勲／李恩姫（韓国）
▼3回戦
李鎮権／朴美淑（韓国）9、-7、9、7、8	上田／福岡
ズース／シャール（ドイツ）-6、2、1、7、6
	 田㔟邦／田㔟美
水谷／平野　-9、6、2、5、-6、-4、6	 岸川／石川
▼4回戦
ピスチェイ／オドロバ（スロバキア）
	 -8、4、10、8、11　水谷／平野
▼準々決勝
郝帥／常晨晨（中国）6、9、10、-8、5
	 高礼澤／帖雅娜（中国香港）
張継科／木子（中国）7、12、6、8
	 ズース／シャール
李平／曹臻（中国）7、6、8、7	許昕／茫瑛（中国）
張超／姚彦（中国）-6、11、-6、5、7、-9、7
	 ピスチェイ／オドロバ
▼準決勝
張継科／木子　9、8、-10、6、7	 郝帥／常晨晨
李平／曹臻　10、9、8、-4、-6、6	 張超／姚彦
▼決勝
李平／曹臻　6、-4、7、-9、11、8	 張継科／木子

2010世界選手権大会
（団体戦）

2010年5月23～30日、於：ロシア・モスクワ

●男子日本選手団
水谷隼（明治大）、吉田海偉（個人）、岸川聖也（スヴェ
ンソン）、松平健太（早稲田大）、張一博（東京アート）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、平野早矢香（ミキハウス）、石川佳
純（ミキハウス JSC）、藤沼亜衣（日立化成）、藤井
寛子（日本生命）

□男子団体
▼第1ステージ〈Cグループ〉

〈日本　3─1　ハンガリー〉
○水谷　　　9、5、8	 パジー　
　松平　　　-6、5、-8、-8	 ヤカブ○
○岸川　　　-11、4、-8、6、6	 コシバ　
○水谷　　　8、9、9	 ヤカブ　

〈日本　3─0　クロアチア〉
○水谷　　　1、7、4	 コラレク　
○吉田　　　1、7、4	 ガチーナ　
○岸川　　　3、9、-8、12	 トシッチ　

〈日本　3─0　デンマーク〉
○水谷　　　-9、6、9、8	 コングスガード　
○吉田　　　9、6、7	 ラスムッセン　
○岸川　　　6、-8、9、4	 ベンツェン　

〈日本　2─3　ドイツ〉
○水谷　　　12、10、8	 オフチャロフ　
　岸川　　　-4、8、9、-2、-7	 ボル○
　吉田　　　6、9、-9、-9、-4	 ズース○

○水谷　　　10、9、-5、-9、9	 ボル　
　岸川　　　-6、7、-8、-10	 オフチャロフ○

〈日本　3─2　スペイン〉
　松平　　　-5、-8、-8	 カンテロ○
　吉田　　　-10、9、-9、8、-9	 マチャド○
○張　　　　4、5、-6、6	 カルネロス　
○松平　　　9、7、7	 マチャド　
○吉田　　　-7、7、9、7	 カンテロ　
▼決勝トーナメント1回戦

〈日本　3─0　オーストリア〉
○吉田　　　-7、8、-7、6、9	 シュラガー　
○水谷　　　-18、-10、7、9、7	 陳衛星　
○岸川　　　10、-10、8、9	 ガルドス　
▼準々決勝

〈日本　3─0　中国香港〉
○水谷　　　　6、9、3	 唐鵬　
○吉田　　　　9、9、-3、-6、8	 張鈺　
○岸川　　　　5、9、10	 江天一　

〈ドイツ　3─0　ロシア〉
〈韓国　3─1　ハンガリー〉
〈中国　3─0　ベラルーシ〉

▼準決勝
〈日本　0─3　中国〉

　吉田　　　　-6、9、-8、-2	 馬琳○
　水谷　　　　-6、-9、-8	 馬龍○
　岸川　　　　-8、9、-3、-8	 張継科○

〈ドイツ　3─1　韓国〉
○ボル　　　　　10、6、9	 柳承敏　
○オフチャロフ　-4、4、7、-11、8	 呉尚垠　
　ズース　　　　-12、-2、-5	 朱世爀○
○ボル　　　　　3、6、9	 呉尚垠　
▼決勝

〈中国　3─1　ドイツ〉
　馬龍　　　　9、8、-10、-5、-7	 ボル○
○馬琳　　　　9、7、5	 オフチャロフ　
○張継科　　　-7、9、9、7	 ズース　
○馬琳　　　　-14、4、8、7	 ボル　

□女子団体
▼第1ステージ〈Dグループ〉

〈日本　3─0　ベラルーシ〉
○平野　　　9、5、7	 Vi. パブロビッチ　
○福原　9、-10、-9、4、9	 Ve. パブロビッチ　
○藤井　　　4、5、4	 ドゥブコワ　

〈日本　3─1　ロシア〉
　平野　　　　10、-9、-10、-8	 チホミロワ○
○福原　　　　2、3、3	 ノスコワ　
○石川　　　　10、6、3	 ミハイロワ　
○福原　　　　3、5、8	 チホミロワ　

〈日本　3─2　チャイニーズタイペイ〉
　福原　　　-8、7、9、-11、-8	 鄭怡静○
○平野　　　-9、9、5、8	 黄怡樺　
　石川　　　-9、8、8、-7、-9	 陳思羽○
○福原　　　6、10、5	 黄怡樺　
○平野　　　7、-11、-6、3、12	 鄭怡静　

〈日本　3─0　ルーマニア〉
○平野　　　6、7、10	 ドデアン　
○福原　　　14、5、6	 サマラ　
○石川　　　10、3、3	 スッチ　

〈日本　3─0　スロバキア〉
○藤沼　　　4、3、5	 マルチェコバ　
○石川　　　9、7、8	 バラージョバ　
○藤井　　　6、2、2	 フデコバ　
▼準々決勝

〈日本　3─2　韓国〉
○平野　　　10、-9、12、-6、8	 朴美英　
　福原　　　7、-5、7、-8、-7	 金璟娥○
○石川　　　-9、-7、9、8、6	 唐汭序　
　平野　　　-11、10、-6、11、-7	 金璟娥○
○福原　　　6、-11、8、4	 朴美英　

〈ドイツ　3─1　中国香港〉
〈中国　3─0　オランダ〉

〈シンガポール　3─0　ハンガリー〉
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▼準決勝
〈日本　0─3　中国〉

　福原　　8、7、-6、-4、-7	 丁寧○
　平野　　9、-9、-5、-4	 劉詩雯○
　石川　　-7、-9、-4	 郭炎○

〈シンガポール　3─0　ドイツ〉
○馮天薇　　15、5、7	 呉佳多　
○王越古　　5、-6、3、-8、11	 ジルベライゼン　
○スン・ベイベイ　　7、1、4	 ヴィンター　
▼決勝

〈シンガポール　3─1　中国〉
○馮天薇　　-8、-3、8、9、9	 丁寧　
○王越古　　7、8、-2、10	 劉詩雯　
　スン・ベイベイ　6、-6、-4、-6	 郭炎○
○馮天薇　　7、-14、7、-9、7	 劉詩雯　

2011世界選手権大会
（個人戦）

2011年5月8～15日、於：オランダ・ロッテルダム

●男子日本選手団
水谷隼（明治大）、松平健太（早稲田大）、岸川聖也
（スヴェンソン）、張一博（東京アート）、丹羽孝希（青
森山田高）、松平賢二（青森大）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、石川佳純（IMG）、平野早矢香（ミ
キハウス）、石垣優香（淑徳大）、藤井寛子（日本生命）、
若宮三紗子（日本生命）、谷岡あゆか（エリートアカ
デミー／帝京）、山梨有理（十六銀行）

□男子シングルス
▼1回戦
水谷　5、4、6、-10、4	 ラサン（スロベニア）
張　5、-6、-10、7、-9、11、3
	 コシバ（ハンガリー）
丹羽　-8、10、-10、3、6、8
	 ピチフォード（イングランド）
岸川　-8、-8、6、3、-8、8、8
	 キム・ヒョクボン（北朝鮮）
スヴェンソン（スウェーデン）
	 -8、7、9、-7、7、-6、7松平健
ボル（ドイツ）　　　8、5、4、-6、4	 松平賢
▼2回戦
水谷　-18、-5、7、5、8、9	 劉松（アルゼンチン）
張　　　2、12、-9、9、-7、7	 李廷佑（韓国）
馬琳（中国）　　　-9、8、11、7、7	 丹羽
岸川　-6、6、4、4、8	 プロコプツォフ（チェコ）
▼3回戦
水谷　5、4、8、-6、-10、7
	 フェイヤー・コナート（ドイツ）
呉尚垠（韓国）　　　　7、8、4、1	 張
オフチャロフ（ドイツ）　　3、5、3、5	 岸川
▼4回戦
水谷　　8、-4、6、7、14	 マテネ（フランス）
▼準々決勝
王皓（中国）　　5、7、5、6	 水谷
馬龍（中国）　　5、9、4、-4、7	 馬琳
張継科（中国）　9、-7、-8、9、6、7	王励勤（中国）
ボル　　　5、-5、6、7、3	 陳玘（中国）
▼準決勝
王皓　　　7、-9、-7、10、7、9	 馬龍
張継科　　-7、5、3、3、9	 ボル
▼決勝
張継科　　　　10、7、-6、-9、5、12	 王皓

□女子シングルス
▼1回戦
福原　7、-7、3、7、8	 チャン・モー（カナダ）
平野	6、9、8、10	陳思羽（チャイニーズタイペイ）
石垣　4、-7、-8、8、11、-7、13
	 パーカー（イングランド）
谷岡　　7、-10、-10、4、7、6	 ダス（インド）
石川　　7、9、8、6	 イリチ（ルーマニア）

若宮　　5、3、3、3	 ドゥブコワ（ベラルーシ）
藤井　　10、5、1、9	 ガタク（インド）
▼2回戦
福原	4、8、-7、10、-10、7	キム・ヘソン（北朝鮮）
平野　　3、7、6、11	 エアデリー（セルビア）
リ・チャンビン（オーストリア）
	 -6、7、-6、9、-6、7、9　石垣
石川　　　　7、2、4、10	 谷岡
姜華珺（中国香港）-7、3、8、9、6	 若宮
藤井　　-4、8、10、6、-1、5	 朴美英（韓国）
▼3回戦
范瑛（中国）　　-8、7、10、8、7	 福原
平野　8、6、-7、-10、11、5	トート（ハンガリー）
石川　　8、5、8、-9、-8、8	 梁夏銀（韓国）
リー・ジエ（オランダ）　10、-6、7、-8、3、10
	 藤井
▼4回戦
范瑛　　　　　-3、7、4、8、4	 平野
丁寧（中国）　　　4、6、-11、3、2	 石川
▼準々決勝
李暁霞（中国）　7、5、-10、8、6	 武楊（中国）
郭躍（中国）　　4、7、-4、-8、5、-5、4	 范瑛
丁寧　　3、5、6、4	 馮天薇（シンガポール）
劉詩雯（中国）　3、10、5、10	 郭炎（中国）
▼準決勝
李暁霞　　　　　5、6、7、8	 郭躍
丁寧　　　　-11、9、-8、6、8、6	 劉詩雯
▼決勝
丁寧　　　　10、11、9、-8、-8、7	 李暁霞

□男子ダブルス
▼1回戦
松平健／丹羽　9、4、7、11
	 ラシン／アリーサレー（エジプト）
張／松平賢　-5、6、-9、7、2、8
	 イオネスク／スッチ（ルーマニア）
水谷／岸川　4、2、1、2
	 モンテイロ／ツボイ（ブラジル）
▼2回戦
松平健／丹羽　6、-5、10、8、-5、6
	 イェフトビッチ／カラカセビッチ（セルビア）
張／松平賢　7、4、6、6
	 グロス／ステルンベリ（デンマーク）
水谷／岸川　8、4、5、7
	 カールソン／スヴェンソン（スウェーデン）
▼3回戦
バウム／シュテガー（ドイツ）6、6、9、6
	 松平健／丹羽
張／松平賢　-7、3、-7、-6、7、9、14
	 張鈺／李静（中国香港）
鄭栄植／金珉鉐（韓国）11、9、10、8	 水谷／岸川
▼準々決勝
馬龍／許昕（中国）3、4、6、5	バウム／シュテガー
鄭栄植／金珉鉐　10、9、4、-9、2	 張／松平賢
陳玘／馬琳（中国）5、3、-9、7、-6、9
	 プラトノフ／サムソノフ（ベラルーシ）
王皓／張継科（中国）7、5、7、8
	 李廷佑／呉尚垠（韓国）
▼準決勝
馬龍／許昕		2、4、-6、10、-11、7	 鄭栄植／金珉鉐
陳玘／馬琳　-8、8、4、6、-9、8	 王皓／張継科
▼決勝
馬龍／許昕　　3、8、-4、4、7	 陳玘／馬琳

□女子ダブルス
▼1回戦
石垣／山梨　7、4、3、3
	 ガチンスカ／レムズィ（ブルガリア）
福原／石川　5、8、7、5
	 パーカー／シブリー（イングランド）
藤井／若宮　6、-6、1、5、7
	 ネベス／オリベイラ（ポルトガル）
▼2回戦
石垣／山梨　7、6、6、-10、5

	 ヘ・シリン／フー・メレク（トルコ）
福原／石川　-9、5、9、8、9
	 プロホロワ／ヴォロノワ（ロシア）
藤井／若宮		8、5、-8、8、6	
	 管夢圓／呉穎嵐（中国香港）
▼3回戦
郭躍／李暁霞（中国）　8、5、4、7	 石垣／山梨
キム・ヘソン／キム・ジョン（北朝鮮）
	 9、10、-9、-8、10、4　福原／石川
藤井／若宮　6、4、6、7
	 ドボラク／ラミレス（スペイン）
▼準々決勝
郭躍／李暁霞　-7、-5、8、6、-8、6、7
	 馮亜蘭／木子（中国）
金璟娥／朴美英（韓国）8、9、9、7
	 キム・ヘソン／キム・ジョン
姜華珺／帖雅娜（中国香港）　11、11、-8、8、7
	 藤井／若宮
丁寧／郭炎（中国）2、10、9、10
	リー・ジャーウェイ／スン・ベイベイ（シンガポール）
▼準決勝
郭躍／李暁霞　　10、4、6、11	 金璟娥／朴美英
丁寧／郭炎　　3、3、11、10	 姜華珺／帖雅娜
▼決勝
郭躍／李暁霞　　8、5、11、8	 丁寧／郭炎

□混合ダブルス
▼1回戦
松平健／石川　5、8、-10、5、3
	 ワンジリ／ムアンスク（タイ）
岸川／福原　7、3、9、9
	 クレプルヤ／トドロビッチ（セルビア）
松平賢／若宮　7、6、6、3
	 イドウ／ハン・シン（コンゴ共和国）
▼2回戦
松平健／石川　3、6、-5、10、8
	 シバエフ／ボロノワ（ロシア）
岸川／福原　5、9、4、8
	 メンデス／ネベス（ポルトガル）
松平賢／若宮　7、8、11、5
	 シルチェク／ハダツォバ（チェコ）
▼3回戦
松平健／石川　9、8、-10、7、9
	 クリサン／ドデアン（ルーマニア）
岸川／福原　6、5、-11、4、8
	 ヤカブ／ポータ（ハンガリー）
張鈺／姜華珺（中国香港）-6、-7、-6、12、8、5、9
	 松平賢／若宮
▼4回戦
チチェチニン／Vi. パブロビッチ（ベラルーシ）
	 -8、6、7、5、-6、6　松平健／石川
岸川／福原　9、4、1、1
	 ガオ・ニン／リー・ジャーウェイ（シンガポール）
▼準々決勝
郝帥／木子（中国）-10、7、7、-9、7、9
	 チチェチニン／Vi. パブロビッチ
岸川／福原　9、9、9、-7、8
	 ヤン・ツー／王越古（シンガポール）
張鈺／姜華珺　-7、-5、5、9、4、-9、8
	 キム・ヒョクボン／キム・ジョン（北朝鮮）
張超／曹臻（中国）-6、7、-8、4、5、-15、6
	 徐賢徳／石賀浄（韓国）
▼準決勝
郝帥／木子　　　4、9、4、5	 岸川／福原
張超／曹臻　　7、-7、8、7、9	 張鈺／姜華珺
▼決勝
張超／曹臻　7、7、9、-9、8	 郝帥／木子
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国際大会

2012世界選手権大会
（団体戦）

2012年3月25日～4月1日、於：ドイツ・ドルトムント

●男子日本選手団
水谷隼（明治大）、岸川聖也（スヴェンソン）、丹羽
孝希（青森山田高）、松平賢二（青森大）、吉村真晴（野
田学園高）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）、藤井寛子（日本生命）、石垣優香（淑徳大）

□男子団体
▼予選リーグ（Dグループ）

〈日本　3－0　ベラルーシ〉
○水谷　　　7、-4、12、8	 サムソノフ　
○松平　　　1、9、-6、-10、7	 シチェチニン　
○岸川　　　11、10、12	 プラトノフ　

〈日本　1－3　ポーランド〉
○丹羽　　　　4、12、9	 グラク　
　岸川　　　　5、12、-9、-6、-10	 フロラス○
　吉村　　　　9、-9、6、-6、-5	 スフ○
　岸川　　　　-9、7、-7、8、-9	 グラク○

〈日本　3－0　クロアチア〉
○丹羽　　　　10、-11、12、7	 ガチーナ　
○水谷　　　　8、5、8	 ズブチッチ　
○松平　　　　-7、8、-3、10、4	 コラレク　

〈日本　3－0　ロシア〉
○水谷　　　　8、7、12	 シバエフ　
○丹羽　　　　-8、8、-12、8、13	 スミルノフ　
○松平　　　　13、6、-8、-9、3	 スカチコフ　

〈日本　3－1　スロバキア〉
○水谷　　　　-10、-6、6、8、8	 シェレダ　
　丹羽　　　　　-8、7、-8、-8	 カイナット○
○松平　　　　8、-5、-8、7、7	 バルドン　
○水谷　　　　3、6、5	 カイナット　
▼準々決勝

〈日本　3－1　シンガポール〉
○水谷　　　　7、6、3	 パン・シュエジエ　
○丹羽　　　　11、7、11	 ガオ・ニン　
　松平　　　　-4、9、-10、-6	 ヤン・ツー○
○水谷　　　　7、8、-7、-10、11	 ガオ・ニン　

〈中国　3－0　オーストリア〉
〈韓国　3－1　チャイニーズタイペイ〉
〈ドイツ　3－0　スウェーデン〉

▼準決勝
〈日本　1－3　ドイツ〉

　水谷　　　　-7、-13、-11	 オフチャロフ○
　丹羽　　　　-5、-7、-9	 ボル○
○岸川　　　　9、6、-5、11	 バウム　
　水谷　　　　-6、-8、-11	 ボル○

〈中国　3－0　韓国〉
○馬龍　　　2、7、10	 呉尚垠　
○王皓　　　-4、5、3、8	 柳承敏　
○張継科　　-8、10、5、2	 金珉鉐　
▼決勝

〈中国　3－0　ドイツ〉
○張継科　　　10、6、-9、-10、6	 ボル　
○馬龍　　　　3、9、11	 オフチャロフ　
○王皓　　　　-8、5、5、10	 バウム　

□女子団体
▼予選リーグ（Cグループ）

〈日本　3－1　スペイン〉
○福原　　　5、2、9	 ラミレス　
　石川	-5、-9、4、13、-9	 シェン・イェンフェイ○
○平野　　　5、-9、6、10	 朱芳　
○石川　　　9、9、5	 ラミレス　

〈日本　3－1　セルビア〉
○平野　　　　6、10、6	 エルデリー　
○福原　　　　5、キケン	 フェヘル　
　藤井　　　　-9、-8、5、3、-10	 モルナル○
○平野　　　　キケン	 フェヘル　

〈日本　3－0　ポーランド〉
○福原　　　7、5、11		 シュチェルコフスカ　
○平野　　　　-7、7、6、-9、9	 グジボフスカ　
○石川　　　　-7、9、5、-6、9	 パルティカ　

〈日本　3－0　ドイツ〉
○石川　　　　3、-6、7、9	 ジルバーアイゼン　
○福原　　　　3、10、7	 呉佳多　
○平野　　　　3、9、4	 イバンカン　

〈日本　3－1　フランス〉
○石川　　　　4、8、12	 アバ　
　藤井　　　　9、-8、-8、-8	 グルンディシュ○
○石垣　　　　7、4、9	 レノン　
○藤井　　　　9、6、6	 アバ　
▼準々決勝

〈日本　2－3　韓国〉
○福原　　　　4、-10、-10、8、9	 金璟娥　
○石川　　　　7、-9、7、-6、6	 石賀浄　
　平野　　　　-9、7、-4、-9	 唐汭序○
　福原　　　　-6、-8、-7	 石賀浄○
　石川　　　-9、8、-9、8、-12	 金璟娥○

〈中国　3－0　ポーランド〉
〈中国香港　3－0　オランダ〉
〈シンガポール　3－2　ドイツ〉

▼5－8位戦
〈日本　3－0　ドイツ〉

○福原　-10、-6、6、6、10	 ジルバーアイゼン　
○石川　　　-9、8、8、-9、10	 呉佳多　
○平野　　　　4、8、-8、10	 ウィンター　
▼5・6位戦

〈日本　3－0　オランダ〉
○石川　　　7、7、-10、10	 エーラント　
○福原　　　9、-9、10、9	 クレーメルス　
○平野　　　10、3、3	 チミナ　
▼準決勝

〈中国　3－1　中国香港〉
○丁寧　　　9、4、4	 姜華珺　
　李暁霞　　-10、-9、7、-12	 帖雅娜○
○郭炎　　　4、8、3	 于國詩　
○李暁霞　　5、1、4	 姜華珺　

〈シンガポール　3－2　韓国〉
　馮天薇　　　　-10、13、9、-1、-7	 金璟娥○
○王越古　　　7、-9、-9、10、6	 石賀浄　
　リー・ジャーウェイ　-11、-5、-6	 唐汭序○
○馮天薇　　　5、3、-9、8	 石賀浄　
○王越古　　　7、-10、-7、6、9	 金璟娥　
▼決勝

〈中国　3－0　シンガポール〉
○丁寧　　　12、-8、4、3	 馮天薇　
○李暁霞　　　9、-11、10、5	 王越古　
○郭躍　　　　8、6、9	 リー・ジャーウェイ　

2013世界選手権大会
（個人戦）

2013年5月13～20日、於：フランス・パリ

●男子日本選手団
水谷隼（beacon.LAB）、丹羽孝希（明治大）、岸川聖
也（スヴェンソン）、高木和卓（東京アート）、張一
博（東京アート）、松平健太（早稲田大）、松平賢二（協
和発酵キリン）、吉村真晴（愛知工業大）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）、若宮三紗子（日本生命）、森薗美咲（日
立化成）、藤井寛子（日本生命）、松平志穂（四天王
寺高）、松澤茉里奈（淑徳大）

□男子シングルス
▼1回戦
張　9、-6、11、5、-9、10	 カルデラノ（ブラジル）
松平健　　7、3、7、8	 リード（イングランド）
高木和　-8、5、11、9、-8、-6、6
	 カイナット（スロバキア）
岸川　4、-8、10、10、6	 グロート（デンマーク）

シルーチェク（チェコ）-6、5、-4、8、10、8	水谷
丹羽　　　5、4、8、7	 アントニー（インド）
▼2回戦
張　　　11、5、7、-9、6	 スカチコフ（ロシア）
松平健　　5、7、4、-12、7	 馬琳（中国）
趙彦来（韓国）-10、11、-19、-6、6、6、8	 高木和
岸川　-7、8、7、8、-10、2
	 フェガール（オーストリア）
丹羽		-8、6、7、-7、-9、10、9	 パイコフ（ロシア）
▼3回戦
フレイタス（ポルトガル）　-5、9、7、6、5	 張
松平健　-9、8、6、9、-9、4
	 江宏傑（チャイニーズタイペイ）
岸川　-8、9、-4、8、7、9	 スミルノフ（ロシア）
丹羽　2、6、9、-7、-7、7	 何志文（スペイン）
▼4回戦
松平健　-3、13、-12、8、9、-3、8
	 サムソノフ（ベラルーシ）
ボル（ドイツ）　　　6、7、4、3	 岸川
馬龍（中国）　　　5、-9、7、-9、4、7	 丹羽
▼準々決勝
許昕（中国）　　8、-9、-6、12、5、8	 松平健
張継科（中国）		-9、6、10、2、3	 バウム（ドイツ）
王皓（中国）　-8、9、6、-12、8、2	 閻安（中国）
馬龍　　　　　4、9、-9、8、-8、9	 ボル
▼準決勝
張継科　　　　8、2、9、10	 許昕
王皓　　　　　9、7、3、-7、-12、3	 馬龍
▼決勝
張継科　　　　7、8、-6、12、-5、7	 王皓

□女子シングルス
▼1回戦
朴晟恵（韓国）　　-4、6、9、-3、8、6	 福原
石川　　8、2、3、4	 ダウラトリー（エジプト）
平野　　5、8、6、8	 シマニスカ（ポーランド）
森薗　6、4、2、9	 ブリズネット（モルドバ）
松平　6、-8、13、-7、-7、4、10
	 ピェトケビッチ（ポーランド）
藤井　5、10、4、7	クリストフォラキ（ギリシャ）
Vi.	パブロビッチ（ベラルーシ）	 -4、4、6、10、7
	 松澤
▼2回戦
石川　-7、7、-6、9、7、6	シュトルビーコバ（チェコ）
平野　　12、6、8、6	 マダラース（ハンガリー）
馮天薇（シンガポール）8、-4、-6、8、8、8	 森薗
松平　8、10、8、9	 ユー・モンユ（シンガポール）
藤井　8、7、9、-7、-6、2
	 林佳慧（チャイニーズタイペイ）
▼3回戦
リ・ミョンスン（北朝鮮）　　10、8、9、5	 石川
李暁霞（中国）　　　4、6、4、6	 平野
馮天薇　　　　　　　6、6、10、3	 松平
ブイレンコ（ウクライナ）5、10、-8、-8、9、10
	 藤井
▼準々決勝
丁寧（中国）　6、-9、8、4、6	 リ・ミョンスン
李暁霞　　　12、4、-6、4、7	 武楊（中国）
朱雨玲（中国）　　　7、5、6、7	 馮天薇
劉詩雯（中国）　-7、5、5、9、5	 フー（トルコ）
▼準決勝
李暁霞　　　-8、1、-4、11、6、8	 丁寧
劉詩雯　　　8、-9、9、5、8	 朱雨玲
▼決勝
李暁霞　　　8、-4、7、10、-6、11	 劉詩雯

□男子ダブルス
▼1回戦
松平健／丹羽　9、8、-10、-11、10、6
	 ピシュテイ／シェレダ（スロバキア）
岸川／水谷　9、6、6、-4、6
フェルティコフスキ／ワン・ツォンイー（ポーランド）
張／松平賢　6、3、8、3
	 ハルリ／マルディヨノ（インドネシア）
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▼2回戦
松平健／丹羽　6、9、8、5
	 ガチーナ／コラレク（クロアチア）
岸川／水谷　9、5、4、3
	 クリシャン／フィリモン（ルーマニア）
張／松平賢　6、9、-9、8、11
	 マテネ／ロビノ（フランス）
▼3回戦
岸川／水谷　7、-8、-6、8、2、-6、10	 松平健／丹羽
張／松平賢　8、-3、-10、-4、10、9、6
	 陳玘／方博（中国）
▼準々決勝
岸川／水谷　-6、8、4、-5、8、8
	 江宏傑／黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
陳建安／荘智淵（チャイニーズタイペイ）
	 -11、-10、10、5、-9、11、9　張／松平賢
郝帥／馬琳（中国）　6、10、-8、5、8
	 ガルドシュ／ハべソーン（オーストリア）
王励勤／周雨（中国）　4、9、6、4
	 金珉鉐／徐賢徳（韓国）
▼準決勝
郝帥／馬琳　　　7、9、10、12	 岸川／水谷
陳建安／荘智淵	6、6、-9、-9、5、8	王励勤／周雨
▼決勝
陳建安／荘智淵		-9、10、6、11、-9、8	郝帥／馬琳

□女子ダブルス
▼1回戦
福原／平野　7、4、8、8	ロイエン／ルン（ベルギー）
石川／森薗　5、7、9、5
	 アグスティン／ロバニ（インドネシア）
藤井／若宮　-6、5、6、3、8
	 クマハラ／ヤマダ（ブラジル）
▼2回戦
福原／平野　5、-7、7、8、4
	 陳思羽／劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
石川／森薗	5、4、9、8	 レノン／ミゴ（フランス）
藤井／若宮　10、7、-9、7、6
	 アバ／グランディシュ（フランス）
▼3回戦
福原／平野　4、9、8、8
	 キム・へソン／キム・ジョン（北朝鮮）
馮天薇／ユー・モンユ（シンガポール）
	 7、5、7、-8、7　石川／森薗
藤井／若宮　-7、11、4、-11、-3、9、5
	 ポータ／トート（ハンガリー）
▼準々決勝
馮天薇／ユー・モンユ　7、6、3、8	 福原／平野
陳夢／朱雨玲（中国）　9、8、10、7	 藤井／若宮
郭躍／李暁霞（中国）　4、8、8、5
	 朴英淑／梁夏銀（韓国）
丁寧／劉詩雯（中国）　-8、5、6、3、9
	 姜華珺／李皓晴（中国香港）
▼準決勝
郭躍／李暁霞　-10、7、7、4、-9、8
	 馮天薇／ユー・モンユ
丁寧／劉詩雯　8、6、-5、-10、4、-8、9
	 陳夢／朱雨玲
▼決勝
郭躍／李暁霞　　-5、5、7、5、7	 丁寧／劉詩雯

□混合ダブルス
▼1回戦
岸川／福原　-7、4、3、3、9
	 レクダルドッソ／ビバレッリ（イタリア）
吉村／石川　7、2、1、4
	 ラミレス／エストラダ（グアテマラ）
松平賢／若宮　4、2、6、4
	 コーデュー／ハーリー（ニュージーランド）
▼2回戦
岸川／福原　5、-5、5、7、8
	 ボボチカ／ステファノバ（イタリア）
吉村／石川　4、-9、7、5、-8、6
	 アントニー／パトカル（インド）

松平賢／若宮　4、-10、-3、8、8、9
	 キム・ナムチョル／キム・へソン（北朝鮮）
▼3回戦
ワン／フー（トルコ）		9、-6、8、7、8	 岸川／福原
李尚洙／朴英淑（韓国）-8、5、11、5、9
	 吉村／石川
松平賢／若宮　7、7、9、-5、9
	 イオネスク／セーチ（ルーマニア）
▼4回戦
キム・ヒョクボン／キム・ジョン（北朝鮮）
	 -5、-2、6、7、6、7　松平賢／若宮
▼準々決勝
王励勤／饒静文（中国）　8、6、-10、6、-8、-8、4
	 ワン／フー
李尚洙／朴英淑　10、-4、7、6、-9、3
	 陳建安／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
キム・ヒョクボン／キム・ジョン　5、9、8、-6、3
	 趙彦来／梁夏銀（韓国）
張鈺／姜華珺（中国香港）-9、-10、6、-4、6、10、8
	 江天一／李皓晴（中国香港）
▼準決勝
李尚洙／朴英淑　9、8、4、-8、8	 王励勤／饒静文
キム・ヒョクボン／キム・ジョン
	 -11、-9、-12、12、8、4、7　張鈺／姜華珺
▼決勝
キム・ヒョクボン／キム・ジョン
	 6、8、3、-6、-8、7　李尚洙／朴英淑

2014世界選手権大会
（団体戦）

2014年4月28日～5月5日、於：日本・東京

●男子日本選手団
水谷隼（DIO ジャパン）、丹羽孝希（明治大）、松平
健太（ホリプロ）、岸川聖也（ファースト）、塩野真人（東
京アート）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、平野早矢香（ミキハウス）、石垣
優香（日本生命）、田代早紀（日本生命）、森さくら（昇
陽高）

□男子団体
▼予選リーグ（Cグループ）

〈日本　2－3　ギリシャ〉
○水谷　　　　-8、9、-5、9、5	 クレアンガ　
　岸川　　　5、-8、10、-8、-7	 ギオニス○
　松平　　-10、11、-9、6、-9	 パパヨールユー○
○水谷　　　　7、-7、8、6	 ギオニス　
　岸川　　　　-10、-4、-8	 クレアンガ○

〈日本　3－0　ルーマニア〉
○丹羽　　　　8、8、-5、5	 イオネスク　
○水谷　　　　10、8、-9、5	 カザク　
○松平　　　　10、9、-7、7	 セーチ　

〈日本　3－0　フランス〉
○丹羽　　　5、2、-6、-7、9	 フロール　
○水谷　　8、-6、8、-6、10	 ルベッソン　
○松平　　　3、9、-10、-7、6	 ゴジ　

〈日本　3－1　ポルトガル〉
○水谷　　　　7、7、9	 アポロニア　
○丹羽　　　　8、-6、10、-4、9	 フレイタス　
　松平　　　　　-9、12、7、-9、-9	モンテイロ○
○水谷　　　6、7、-7、-4、6	 フレイタス　

〈日本　3－2　ハンガリー〉
○水谷　　　　6、9、4	 パッタンチューシュ　
　岸川　　　　-3、-9、-8	 コシバ○
○塩野　　　7、3、13	 ラカトシュ　
　岸川　-8、10、-7、-11	 パッタンチューシュ○
○水谷　　　　3、6、5	 コシバ　
▼準々決勝

〈日本　3－0　ポルトガル〉
○丹羽　　　　　7、5、14	 フレイタス　
○水谷　　　　　4、6、9	 アポロニア　
○松平　　　　　7、-9、10、7	 モンテイロ　

〈中国　3－0　オーストリア〉
〈チャイニーズタイペイ　3－2　韓国〉
〈ドイツ　3－0　シンガポール〉

▼準決勝
〈日本　1－3　ドイツ〉

　丹羽　　16、-5、-4、-12	 ボル○
○水谷　　8、-16、-6、6、8	 オフチャロフ　
　松平　　-10、7、6、-5、-5	 フランツィスカ○
　水谷　　　　-6、-5、-6	 ボル○

〈中国　3－0　チャイニーズタイペイ〉
○許昕　　　　　7、8、8	 陳建安　
○馬龍　　　　　9、11、8	 荘智淵　
○張継科　　　　6、-10、3、6	 黄聖盛　
▼決勝

〈中国　3－1　ドイツ〉
○馬龍　　　　6、9、9	 ボル　
　張継科　　　-11、-8、-6	 オフチャロフ○
○許昕　　　　5、2、8	 フランツィスカ　
○馬龍　　　　10、5、2	 オフチャロフ　

□女子団体
▼予選リーグ（Bグループ）

〈日本　3－0　ベラルーシ〉
○平野　　　3、9、-6、6	 Vi.	パブロビッチ　
○石川　　　4、9、11	 プリワロワ　
○田代　　　-5、4、10、5	 クチュク　

〈日本　3―0　アメリカ〉
○石垣　　　5、7、9	 チャン　
○石川　　　4、10、7	 ウー　
○森　　　　6、-10、2、-8、5	 ジャー　

〈日本　3－0　ハンガリー〉
○石垣　　　　5、7、2	 アンブルシュ　
○石川　　　　3、-5、9、9	 ペルゲル　
○平野　　　　-9、3、9、4	 マダラース　

〈日本　3－0　チャイニーズタイペイ〉
○石垣　　　　9、3、4	 黄怡樺　
○石川　　　　8、11、-9、6	 鄭怡静　
○平野　　　　-8、1、4、11	 陳思羽　

〈日本　3－0　オーストラリア〉
○平野　　　　9、6、6	 デデルコ　
○田代　　　　9、2、2	 タッパー　
○森　　　　　2、5、5	 ミャオ・ミャオ　
▼準々決勝

〈日本　3－2　オランダ〉
○平野　　　7、8、-9、5	 エーラント　
　石川　　　9、-8、-9、7、-10	 リー・ジャオ○
○石垣　　　-8、6、6、9	 リー・ジエ　
　平野　　　9、-10、-3、4、-7	 リー・ジャオ○
○石川　　　8、7、-8、-9、6	 エーラント　

〈中国　3－0　北朝鮮〉
〈シンガポール　3－1　ルーマニア〉
〈中国香港　3－0　ドイツ〉

▼準決勝
〈日本　3－1　中国香港〉

　石垣　　　-13、-10、-2	 李皓晴○
○石川　　　-8、8、-6、9、6	 姜華珺　
○平野　　　　-8、-10、10、2、10	 呉穎嵐　
○石川　　　4、-8、-10、9、7	 李皓晴　

〈中国　3－0　シンガポール〉
○李暁霞　　　　-8、8、5、7	 馮天薇　
○丁寧　　　　　6、3、6	 ユー・モンユ　
○朱雨玲　　　　4、7、7	 リー・スーユン　
▼決勝

〈日本　0－3　中国〉
　石垣　　　　　-5、8、-2、-5	 丁寧○
　石川　　　　　-8、-7、-7	 李暁霞○
　平野　　　　　-4、-2、-5	 劉詩雯○
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2015世界選手権大会
（個人戦）

2015年4月26日～5月3日、於：中国・江蘇省蘇州市

●男子日本選手団
水谷隼（beacon.LAB）、丹羽孝希（明治大）、松平健
太（JTB）、村松雄斗（東京アート）、𠮷田雅己（愛
知工業大）、森薗政崇（明治大）、吉村真晴（愛知工
業大）、大島祐哉（早稲田大）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）、伊藤美誠（スターツSC）、平野美宇（JOC
エリートアカデミー）、若宮三紗子（日本生命）

□男子シングルス
▼1回戦
グロート（デンマーク）8、-8、-7、6、12、-3、5
	 松平
丹羽　　　4、2、8、7	 ヤカブ（ハンガリー）
村松　　8、9、10、7	 モンテイロ（ブラジル）
水谷　　11、9、3、4	 プラトノフ（ベラルーシ）
𠮷田 	7、-4、6、8、-7、3 ジブラット（スロベニア）
▼2回戦
丹羽　-9、2、6、-9、3、2
	 ワン・ツォンイー（ポーランド）
水谷　3、-5、-4、10、12、7	 カルデラノ（ブラジル）
陳衛星（オーストリア）　　3、11、7、5	 村松
フレイタス（ポルトガル）　8、-6、4、11、-9、7
	 𠮷田
▼3回戦
丹羽　　-8、-2、7、3、6、3	 江天一（中国香港）
水谷　-4、-9、6、4、-10、9、11	 鄭栄植（韓国）
▼4回戦
樊振東（中国）　　　5、-12、2、2、9	 丹羽
水谷　-8、7、7、-8、3、3
	 ガオ・ニン（シンガポール）
▼準々決勝
張継科（中国）　　4、6、-10、5、9	 水谷
馬龍（中国）　　7、9、6、1	 唐鵬（中国香港）
樊振東（中国）		10、9、-8、7、-13、7	ボル（ドイツ）
方博（中国）　5、9、-8、5、5
	 フランツィスカ（ドイツ）
▼準決勝
馬龍　　　　1、7、8、-7、5	 樊振東
方博　　　　5、7、-5、9、10		 張継科
▼決勝
馬龍　　　　7、-7、4、8、-11、4	 方博

□女子シングルス
▼1回戦
平野美　　-7、7、8、7、4	 バトラ（インド）
石川　6、6、6、6	 スラドコワ（カザフスタン）
平野早　7、7、-10、8、4	 シウバ（ブラジル）
伊藤　7、2、-10、6、8	 メディナ（コロンビア）
福原　　6、7、9、8	 フェヘル（セルビア）
▼2回戦
平野美		9、9、-7、9、13	 キム・ジョン（北朝鮮）
石川　5、8、8、10
	 パシュカウスキーネ（リトアニア）
マテロバー（チェコ）	 9、-11、-4、-12、6、9、6
	 平野早
伊藤　7、11、6、6
	 レイ・ジェンファン（オーストラリア）
ブイレンコ（ウクライナ）-3、7、-6、9、3、10
	 福原
▼3回戦
丁寧（中国）　　　　5、6、1、6	 平野美
木子（中国）　　　　7、10、10、4	 石川
伊藤　　4、-7、8、2、10
	 陳思羽（チャイニーズタイペイ）

▼4回戦
伊藤　　5、8、-10、9、10	 ブイレンコ
▼準々決勝
李暁霞（中国）　-9、-14、2、7、11、2	 伊藤
丁寧　　8、7、5、-7、-6、-8、8	 武楊（中国）
木子　　5、2、9、5	 馮天薇（シンガポール）
劉詩雯（中国）　3、-8、5、7、3	 朱雨玲（中国）
▼準決勝
丁寧　　　　-9、6、10、-5、6、-1、6	 木子
劉詩雯　　　　6、-8、9、7、8	 李暁霞
▼決勝
丁寧　　　　-7、13、7、9、-9、-4、8	 劉詩雯

□男子ダブルス
▼1回戦
森薗／大島　4、-9、6、4、5
	 アチャンタ／グナナセカラン（インド）
松平／丹羽　キケン
	 オナオラポ／トリオラ（ナイジェリア）
▼2回戦
森薗／大島　-11、9、6、2、-9、3
	 フランツィスカ／シュテーガー（ドイツ）
松平／丹羽　10、5、6、7
	 K. アサール／O. アサール（エジプト）
▼3回戦
森薗／大島　7、6、7、10
	 ディヤス／グラク（ポーランド）
松平／丹羽　8、-9、9、-3、6、5
	 アポロニア／モンテイロ（ポルトガル）
▼準々決勝
許昕／張継科（中国）　-9、8、7、-9、-10、9、10
	 森薗／大島
松平／丹羽　3、7、10、14
	 キム・ヒョクボン／パク・シンヒョク（北朝鮮）
李尚洙／徐賢徳（韓国）　6、-6、-6、5、7、-6、7
	 マツモト／モンテイロ（ブラジル）
樊振東／周雨（中国）　13、11、5、8
	 鄭栄植／金珉鉐（韓国）
▼準決勝
樊振東／周雨　　6、7、6、6	 松平／丹羽
許昕／張継科		-9、6、9、6、-4、3	 李尚洙／徐賢徳
▼決勝
許昕／張継科		-12、7、9、-9、7、9	 樊振東／周雨

□女子ダブルス
▼1回戦
福原／若宮		8、4、8、3		ヒュー／ジャー（アメリカ）
平野美／伊藤　6、3、4、2
	 ヘルミ／モントゥファル（エジプト／グアテマラ）
▼2回戦
福原／若宮　-8、11、2、5、4
	 リ・ミギョン／リ・ミョンスン（北朝鮮）
リー・ジエ／リー・チェン（オランダ／ポーランド）
	 8、-6、8、8、-9、-4、9　平野美／伊藤
▼3回戦
福原／若宮　10、4、-7、10、4
	 ジルバーアイゼン／ウィンター（ドイツ）
▼準々決勝
丁寧／李暁霞（中国）　8、10、5、9	 福原／若宮
リー・ジエ／リー・チェン　2、6、9、4
	 フー／シェン・イエンフェイ（トルコ／スペイン）
劉詩雯／朱雨玲（中国）　9、8、5、3
	 鄭怡静／李依真（チャイニーズタイペイ）
馮天薇／ユー・モンユ（シンガポール）
	 8、5、7、-6、9　朴英淑／梁夏銀（韓国）
▼準決勝
丁寧／李暁霞　5、2、7、6
	 リー・ジエ／リー・チェン
劉詩雯／朱雨玲　-9、9、6、7、4
	 馮天薇／ユー・モンユ
▼決勝
劉詩雯／朱雨玲　-8、8、-3、8、-11、8、8
	 丁寧／李暁霞

□混合ダブルス
▼1回戦
吉村／石川　8、2、12、-5、5
	 ジブラット／ガリッチ（スロベニア）
丹羽／平野早　4、3、2、6
	チュウ・チェユー／リー・スーユン（シンガポール）
▼2回戦
吉村／石川　7、2、3、3
	ミニョ／ A. ディアス（エクアドル／プエルトリコ）
丹羽／平野早　6、9、9、6
	 ブルギス／倪夏蓮（ラトビア／ルクセンブルク）
▼3回戦
吉村／石川　4、5、3、2
	 マドリード／シルバ（メキシコ）
丹羽／平野早　8、7、-4、12、9
	 M.	カールソン／エクホルム（スウェーデン）
▼4回戦
吉村／石川　-8、-9、9、-9、11、9、7
	 李尚洙／朴英淑（韓国）
黃鎮廷／杜凱琹（中国香港）7、8、5、6
	 丹羽／平野早
▼準々決勝
吉村／石川　9、-6、-10、6、8、9
	 パク・シンヒョク／キム・へソン（北朝鮮）
キム・ヒョクボン／キム・ジョン（北朝鮮）
	 -5、8、8、-4、6、-7、7　閻安／武楊（中国）
黃鎮廷／杜凱琹（中国香港）10、12、2、5
	 フェルティコフスキ／グジボフスカ（ポーランド）
許昕／梁夏銀（中国／韓国）11、6、9、7
	 メンゲル／ソルヤ（ドイツ）
▼準決勝
吉村／石川　8、-5、6、-10、7、4
	 キム・ヒョクボン／キム・ジョン
許昕／梁夏銀　6、5、-9、5、9	 黃鎮廷／杜凱琹
▼決勝
許昕／梁夏銀　	7、8、4、6	 吉村真晴／石川佳純

2016世界選手権大会
（団体戦）

2016年2月28日～3月6日、於：マレーシア・クアラルンプール

●男子日本選手団
水谷隼（beacon.LAB）、丹羽孝希（明治大）、吉村真
晴（愛知工業大）、松平健太（JTB）、大島祐哉（早
稲田大）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、石川佳純（全農）、伊藤美誠（スター
ツSC）、浜本由惟（JOCエリートアカデミー／大原
学園）、若宮三紗子（日本生命）

□男子団体
▼予選リーグ（Cグループ）

〈日本　3－0　ベラルーシ〉
○水谷　　　　5、10、3	 プラトノフ　
○大島　　　　6、4、6	 ハニン　
○丹羽　　　　3、4、3	 バラバノフ　

〈日本　3－1　シンガポール〉
　丹羽　　-4、2、-8、2、-8	 パン・シュエジエ○
○大島　　7、-12、-10、8、4	 ヤン・ツー　
○吉村　-9、12、4、-6、9	 チュー・チェユー　
○丹羽　　　-8、8、7、-7、3	 ヤン・ツー　

〈日本　3－0　ポーランド〉
○大島　　　8、5、8	 ディヤス　
○水谷　　　1、7、2	 ザトゥフカ　
○丹羽　　　-9、7、7、-13、5	 グラク　

〈日本　3－0　ウクライナ〉
○水谷　　　8、9、5	 コウ・レイ　
○吉村　　　8、9、8	 プルイシェパ　
○松平　　　　4、12、7	 イェフィモウ　
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〈日本　3－1　ポルトガル〉
○吉村　　　8、8、-10、10	 アポロニア　
　水谷　　　3、7、-9、-9、-8	 モンテイロ○
○丹羽　　　7、5、5	 フレイタス　
○水谷　　　-5、8、6、6	 アポロニア　
▼準々決勝

〈日本　3－1　中国香港〉
○水谷　　　11、7、-10、5	 何鈞傑　
○吉村　　　-6、-5、11、9、5	 黃鎮廷　
　丹羽　　　-5、-6、-2	 唐鵬○
○水谷　　　-9、5、-9、7、11	 黃鎮廷　

〈中国　3－0　スウェーデン〉
〈韓国　3－1　ポルトガル〉

〈イングランド　3－2　フランス〉
▼準決勝

〈日本　3－1　イングランド〉
○水谷　　　8、9、4	 ドリンコール　
○吉村　　5、-12、7、-10、9	 ピチフォード　
　大島　　　-6、-6、8、-9	 ウォーカー○
○水谷　　-8、-10、7、10、6	 ピチフォード　

〈中国　3－0　韓国〉
○許昕　　　　　-8、2、7、5	 李尚洙　
○馬龍　　　　　7、5、8	 鄭栄植　
○張継科　　　　-7、4、9、10	 張禹珍　
▼決勝

〈日本　0－3　中国〉
　水谷　　　　　-6、-8、-8	 許昕○
　吉村　　　　　-3、-8、-6	 馬龍○
　大島　　　　　9、-8、-6、-7	 張継科○

□女子団体
▼予選リーグ（Bグループ）

〈日本　3－0　チェコ〉
○福原　　　5、10、8	 マテロバー　
○石川　　-9、6、-8、8、8	 バツェノフスカー　
○伊藤　　　7、9、9	 チェホバー　

〈日本　3－0　ブラジル〉
○石川　　　-9、2、5、8	 クマハラ　
○若宮　　　9、5、-6、5	 タカハシ　
○浜本　　　9、5、13	 グイ・リン　

〈日本　3－0　北朝鮮〉
○石川　　　-6、5、4、5	 リ・ミョンスン　
○福原　　　5、6、4	 リ・ミギョン　
○伊藤　　　4、-8、8、5	 キム・ソンイ　

〈日本　3－0　タイ〉
○福原　　　6、1、-9、9	 スターシニー　
○伊藤　　　-8、5、3、-4、5	 ナンタナー　
○浜本　　　9、6、-8、5	 タモルワン　

〈日本　2－3　ドイツ〉
○石川　　　4、5、5	 ジルバーアイゼン　
　福原　　　-10、-3、-9	 ソルヤ○
○伊藤　　　10、-10、7、5	 ウィンター　
　石川　　　9、-5、-11、8、-7	 ソルヤ○
　福原　　　-6、-9、7、-10	 ジルバーアイゼン　
▼準々決勝

〈日本　3－0　ドイツ〉
○伊藤　　　3、7、-6、10	 ウィンター　
○石川　　　7、9、-9、7	 ソルヤ　
○福原　　　6、5、-6、8	 ジルバーアイゼン　

〈中国　3－0　オランダ〉
〈チャイニーズタイペイ　3－2　中国香港〉

〈北朝鮮　3－2　シンガポール〉
▼準決勝

〈日本　3－1　北朝鮮〉
　伊藤　　　-4、-6、-7	 キム・ソンイ○
○石川　　　6、8、5	 リ・ミョンスン　
○福原　　　5、5、-2、6	 リ・ミギョン　
○伊藤　　　-4、8、-18、7、7	 リ・ミョンスン　

〈中国　3－0　チャイニーズタイペイ〉
○丁寧　　　　　6、7、4	 陳思羽　
○李暁霞　　　　9、13、2	 鄭怡静　
○朱雨玲　　　　7、6、2	 鄭先知　

▼決勝
〈中国　3－0　日本〉

○劉詩雯　　　　5、6、8	 福原　
○李暁霞　　　　-6、-7、9、3、5	 石川　
○丁寧　　　　　-8、7、8、1	 伊藤　

2017世界選手権大会
（個人戦）

2017年5月29日～6月5日、於：ドイツ・デュッセルドルフ

●男子日本選手団
水谷隼（木下グループ）、丹羽孝希（スヴェンソン）、
松平健太（木下グループ）、村松雄斗（東京アート）、
張本智和（JOCエリートアカデミー）、大島祐哉（木
下グループ）、森薗政崇（明治大）、吉村真晴（名古
屋ダイハツ）、田添健汰（専修大）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、伊藤美誠（スターツSC）、加藤
美優（日本ペイントホールディングス）、平野美宇
（JOCエリートアカデミー／大原学園）、佐藤瞳（ミ
キハウス）、早田ひな（希望が丘高）、前田美優（日
本生命）

□男子シングルス
▼1回戦
村松　　9、9、7、3	 ストヤノフ（イタリア）
水谷　　12、5、8、7	 林兆恒（中国香港）
張本　　8、9、3、7	 ニュイティンク（ベルギー）
Da.	ハべソーン（オーストリア）
	 -7、-11、6、10、11、-7、8　松平
丹羽　　3、8、6、8	 レベンコ（オーストリア）
▼2回戦
村松　9、-6、8、-9、9、-11、8
	 モンテイロ（ポルトガル）
張本　　　7、6、12、-7、8	 水谷
丹羽　-9、10、7、8、-5、-12、4
	 ガオ・ニン（シンガポール）
▼3回戦
荘智淵（チャイニーズタイペイ）7、1、3、8	 村松
張本　7、10、8、10	廖振珽（チャイニーズタイペイ）
丹羽		-8、-9、6、7、8、1	 グルート（デンマーク）
▼4回戦
張本　10、8、9、-9、9	 ピスチェイ（スロバキア）
丹羽　-11、9、-11、10、5、-9、9
	 オフチャロフ（ドイツ）
▼準々決勝
許昕（中国）　　　9、-6、6、8、4	 張本
樊振東（中国）　　9、7、9、-8、6	 丹羽
馬龍（中国）　5、-8、4、-5、4、9	 ボル（ドイツ）
李尚洙（韓国）7、-10、8、7、5		黃鎮廷（中国香港）
▼準決勝
馬龍　　　　　　6、9、9、3	 許昕
樊振東　　　　　6、9、6、1	 李尚洙
▼決勝
馬龍　　　-7、6、3、8、-5、-7、10	 樊振東

□女子シングルス
▼1回戦
佐藤　　　4、5、4、3	 ムケルジ（インド）
石川　　　2、7、2、8	 クマハラ（ブラジル）
平野　8、2、4、1	 オショナイケ（ナイジェリア）
伊藤　11、-10、8、-9、-6、8、6
	 グイ・リン（ブラジル）
加藤　3、5、7、1	 チャン・シュアン（スペイン）
▼2回戦
佐藤　5、4、6、6	 鄭先知（チャイニーズタイペイ）
石川　　　3、6、3、4	 ノスコワ（ロシア）
平野　　　5、3、8、11	 スターシニー（タイ）
伊藤		10、10、-9、4、11	 エーラント（オランダ）
加藤　	8、5、-8、13、-9、6	 呉穎嵐（中国香港）
▼3回戦
サマラ（ルーマニア）　-5、-8、7、8、-4、8、8	 佐藤
石川　10、-7、7、5、6	リ・ヒョンシム（北朝鮮）

平野　8、-8、10、7、5
	 陳思羽（チャイニーズタイペイ）
伊藤　　　6、2、8、9	 蘇慧音（香港）
加藤　7、-8、10、-10、11、-5、4	 梁夏銀（韓国）
▼4回戦
石川　　　　6、7、7、8	 サマラ
平野　　　　4、1、4、3	 シャオ（スペイン）
朱雨玲（中国）　　9、-8、1、-6、7、5	 伊藤
木子（中国）　　　7、3、9、3	 加藤
▼準々決勝
丁寧（中国）　　　　8、2、-7、8、2	 石川
平野　　5、2、16、5	 馮天薇（シンガポール）
朱雨玲　　15、-8、9、-10、7、4	 陳夢（中国）
劉詩雯（中国）　　　-1、6、8、3、7	 木子
▼準決勝
丁寧　　　　4、8、5、-5、5	 平野
朱雨玲　　　-10、9、-7、8、-8、9、5	 劉詩雯
▼決勝
丁寧　　　　4、-9、-4、10、6、7	 朱雨玲

□男子ダブルス
▼1回戦
大島／森薗　7、5、8、11
	 フレイタス／ガチーナ（ポルトガル／クロアチア）
丹羽／吉村		4、4、8、6	ゴメス／ラマドリット（チリ）
▼2回戦
大島／森薗　8、-8、4、-8、6、5
カラカセビッチ／ワン・ツォンイー（セルビア／ポーランド）
丹羽／吉村　8、9、10、-7、4
	 プレテア／セーチ（ルーマニア）
▼3回戦
大島／森薗　2、-6、5、5、10
	 アレグロ／ランビエ（ベルギー）
丹羽／吉村　-8、8、9、-7、-9、10、6
	 K. カールソン／M. カールソン（スウェーデン）
▼準々決勝
大島／森薗　6、9、10、-8、11
	 陳建安／廖振珽（チャイニーズタイペイ）
丹羽／吉村　8、8、6、8
	 プラトノフ／サムソノフ（ベラルーシ）
鄭栄植／李尚洙（韓国）　-10、5、5、9、9
	 シバエフ／スカチコフ（ロシア）
樊振東／許昕（中国）　-8、-4、2、4、-8、1、5
	 何鈞傑／黃鎮廷（中国香港）
▼準決勝
大島／森薗　3、-6、8、-8、3、6	 鄭栄植／李尚洙
樊振東／許昕　　　7、2、7、4	 丹羽／吉村
▼決勝
樊振東／許昕　9、14、9、-6、11
	 大島祐哉／森薗政崇

□女子ダブルス
▼1回戦
石川／平野　-9、7、8、-3、8、6
	 オラワン／スターシニー（タイ）
伊藤／早田　7、10、6、8
	 アシュワンデン／クマハラ（スイス／ブラジル）
▼2回戦
石川／平野　6、8、3、5
	 マンツ／ワン・ユエン（ドイツ）
伊藤／早田　-5、4、4、-10、9、9
	 金璟娥／徐孝元（韓国）
▼3回戦
丁寧／劉詩雯　　10、9、3、4	 石川／平野
伊藤／早田　-7、9、6、11、6
	 リ・ヒョンシム／リ・ミギョン（北朝鮮）
▼準々決勝
伊藤／早田　10、8、4、6
	 杜凱琹／李皓晴（中国香港）
馮天薇／ユー・モンユ（シンガポール）

9、-6、9、10、-8、8
	 陳思羽／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
陳夢／朱雨玲（中国）　-12、6、9、5、7
	 ウー・ユエ／リリー・チャン（アメリカ）
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丁寧／劉詩雯　7、7、1、3
	 バトラ／M.	ダス（インド）
▼準決勝
丁寧／劉詩雯　　12、9、6、-6、3	 伊藤／早田
陳夢／朱雨玲		6、6、-6、8、7	馮天薇／ユー・モンユ
▼決勝
丁寧／劉詩雯　-9、8、-11、8、6、-6、9
	 陳夢／朱雨玲

□混合ダブルス
▼1回戦
吉村／石川　8、4、5、1
	 ハニン／トリゴロス（ベラルーシ）
田添／前田　4、4、5、7
	 ディヤス／グジボフスカ（ポーランド）
▼2回戦
吉村／石川　4、7、4、-11、-8、9
	 カンテロ／シャオ・マリア（スペイン）
田添／前田　7、-9、-10、10、3、-11、5
	 コネツニー／マテロバ（チェコ）
▼3回戦
吉村／石川　-4、7、8、11、6
	 パク・シンヒョク／リ・ヒョンシム（北朝鮮）
田添／前田　7、7、-8、5、4
	 張禹珍／李ジオン（韓国）
▼準々決勝
吉村／石川　11、3、5、-8、6
	 李尚洙／梁夏銀（韓国）
黃鎮廷／杜凱琹（中国香港）　-8、8、12、9、-7、9
	 田添／前田
方博／ソルヤ（中国／ドイツ）11、5、-9、8、10
	 M.	カールソン／エクホルム（スウェーデン）
陳建安／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
	 8、7、6、6　ロブレス／ドボラク（スペイン）
▼準決勝
吉村／石川　-11、-12、5、-6、5、7、5
	 方博／ソルヤ
陳建安／鄭怡静　7、-5、5、6、-5、-5、9
	 黃鎮廷／杜凱琹
▼決勝
吉村真晴／石川佳純　-8、-8、8、-10、4、9、5
	 陳建安／鄭怡静

2018世界選手権大会
（団体戦）

2018年4月29日～5月6日、於：スウェーデン・ハルムスタッド

●男子日本選手団
丹羽孝希（スヴェンソン）、水谷隼（木下グループ）、
張本智和（JOCエリートアカデミー）、松平健太（木
下グループ）、大島祐哉（木下グループ）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、平野美宇（日本生命）、伊藤美誠（ス
ターツSC）、早田ひな（日本生命）、長﨑美柚（JOC
エリートアカデミー／大原学園）

□男子団体
▼予選リーグ（Cグループ）

〈日本　3－0　ベルギー〉
○丹羽　　　　3、4、7	 ニュイティンク　
○張本　　　　8、8、4	 ランビエ　
○松平　　　　5、-11、7、9	 デュポス　

〈日本　3－0　ベラルーシ〉
○張本　　　-9、-9、6、10、8	 サムソノフ　
○丹羽　　　-7、-11、5、9、7	 プラトノフ　
○水谷　　　　　5、6、9	 ハニン　

〈日本　1－3　イングランド〉
○水谷　　　7、-5、-3、5、4	 ドリンコール　
　張本　　　-5、-5、-3	 ピチフォード○
　丹羽　　　-9、-10、-8	 ウォーカー○
　水谷　　-4、9、-9、6、-8	 ピチフォード○

〈日本　3－0　チャイニーズタイペイ〉
○張本　　　　-4、7、12、8	 荘智淵　
○水谷　　　　　9、6、5	 陳建安　
○松平　　　　　6、-11、7、4	 林昀儒　

〈日本　3－0　シンガポール〉
○張本　　　　　5、4、6	 ガオ　
○水谷　　　　　8、4、5	 ポー　
○大島　　　　　3、5、3	 べー　
▼1回戦

〈日本　3ー0　中国香港〉
○張本　　　　　8、8、9	 黃鎮廷　
○水谷　　　　　-10、12、9、4	 何鈞傑　
○丹羽　　　　　3、7、11	 林兆恒　
▼準々決勝

〈日本　1－3　韓国〉
　張本　　　　-15、6、9、-3、-9	 鄭栄植○
○水谷　　　9、-11、3、-12、7	 李尚洙　
　松平　　　　　-9、9、-9、-7	 張禹珍○
　水谷　　　　　-5、-8、-7	 鄭栄植○

〈ドイツ　3－1　ブラジル〉
〈スウェーデン　3－0　イングランド〉
〈中国　3－0　オーストリア〉

▼準決勝
〈ドイツ　3－2　韓国〉

　フランツィスカ　　5、-5、-8、-5	 李尚洙○
○ボル　　　10、-10、4、5	 鄭栄植　
　オフチャロフ　　　-6、-5、-6	 張禹珍○
○ボル　　　-9、8、-3、11、10	 李尚洙　
○フランツィスカ　　6、8、-4、9	 鄭栄植　

〈中国　3－0　スウェーデン〉
○馬龍　　　　6、5、11	 M.	カールソン　
○樊振東　　　11、-8、3、2	 K.	カールソン　
○許昕　　　　6、11、5	 Jon.	パーソン	　
▼決勝

〈中国　3－0　ドイツ〉
○馬龍　　　　4、8、3	 ボル　
○樊振東　　　4、5、4	 フィルス　
○許昕　　　　-9、10、7、5	 フランツィスカ　

□女子団体
▼予選リーグ（Bグループ）

〈日本　3－0　ウクライナ〉
○伊藤　　　　　2、4、6	 ガポノワ　
○石川　　　　　3、2、2	 フット　
○平野　　　　　3、3、5	 ブラテイコ　

〈日本　3－0　エジプト〉
○伊藤　　　　4、6、12	 アブデルｰアジズ　
○早田　　　　9、8、6	 メシュレフ　
○石川　　　　7、6、9	 エルｰエラキ　

〈日本　3－0　ハンガリー〉
○伊藤　　　　7、5、5	 ペルゲル　
○石川　　　　1、7、4	 フェヘル　
○平野　　　　1、10、5	 アンブラス　

〈日本　3－0　オーストリア〉
○伊藤　　　　12、6、9	 ポルカノバ　
○石川　　　　7、7、9	 リュウ・ジャ　
○平野　　　　7、9、5	 ソルヤ　

〈日本　3－0　アメリカ〉
○石川　　　　10、5、5	 ウー・ユエ　
○平野　　　　6、2、1	 エミー・ワン　
○伊藤　　　　6、7、8	 リリー・チャン　
▼準々決勝

〈日本　3－0　ウクライナ〉
○伊藤　　　　4、-6、5、-13、11	 ペソツカ　
○石川　　　　5、5、2	 ブラテイコ　
○平野　　　　2、5、1	 ガポノワ　

〈中国　3－0　オーストリア〉
〈中国香港　3－0　ルーマニア〉

※韓国と北朝鮮は準々決勝は戦わず、南北統一チー
ムとなる「コリア」を結成
▼準決勝

〈日本　3－0　コリア〉
○伊藤　　　　2、8、9	 田志希　
○石川　　4、-6、8、-11、14	 キム・ソンイ　
○平野　　　　4、5、-9、6	 梁夏銀　

〈中国　3－1　中国香港〉
　丁寧　　　　-6、-7、-6	 蘇慧音○
○朱雨玲　　　9、-9、5、-7、8	 杜凱琹　
○劉詩雯　　　9、6、-9、4	 李皓晴　
○丁寧　　　　8、-9、7、8	 杜凱琹　
▼決勝

〈日本　1－3　中国〉
○伊藤　　　　9、-8、-5、8、10	 劉詩雯　
　平野　　　　-6、-10、-11	 丁寧○
　石川　　　　-4、-7、-8	 朱雨玲○
　平野　　　　-6、-6、-10	 劉詩雯○

2019世界選手権大会
（個人戦）

2019年4月21～28日、於：ハンガリー・ブダペスト

●男子日本選手団
張本智和（木下グループ）、丹羽孝希（スヴェンソン）、
水谷隼（木下グループ）、吉村和弘（東京アート）、
森薗政崇（岡山リベッツ）、大島祐哉（木下グループ）、
木造勇人（愛知工業大）、吉村真晴（名古屋ダイハツ）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、伊藤美誠（スターツ）、平野美宇
（日本生命）、佐藤瞳（ミキハウス）、加藤美優（日本
ペイントホールディングス）、早田ひな（日本生命）、
橋本帆乃香（ミキハウス）

□男子シングルス
▼1回戦
張本　-8、4、6、5、6	 バドウスキィ（ポーランド）
水谷　8、-7、6、8、3	 ペレイラ（キューバ）
丹羽　-10、9、10、1、9	 アギーレ（パラグアイ）
吉村和	5、-8、7、4、5	ジャービス（イングランド）
森薗　	8、8、9、8	 ビクター・リウ（アメリカ）
▼2回戦
張本　5、7、7、7	 Jon.	パーソン（スウェーデン）
水谷　6、-8、6、10、-7、8	 アックズ（フランス）
丹羽　4、13、5、9	ドリンコール（イングランド）
カルデラノ（ブラジル）7、12、-7、-10、5、8	
	 吉村和
森薗　9、6、6、-10、8	 ポランスキー（チェコ）
▼3回戦
張本　　8、12、7、7	 フレイタス（ポルトガル）
鄭栄植（韓国）　-7、-5、9、4、4、-8、8	 水谷
丹羽　7、8、9、-1、12	 ディヤス（ポーランド）
ボル（ドイツ）　　　　3、9、7、8	 森薗
▼4回戦
安宰賢（韓国）　　7、-3、8、7、-8、9	 張本
丹羽			10、5、-5、8、-8、10	 プツァル（クロアチア）
▼準々決勝
梁靖崑（中国）　10、-10、8、4、-9、-7、5	 丹羽
馬龍（中国）　　　　8、9、8、4	 林高遠
安宰賢　10、-10、-7、3、5、-8、10	張禹珍（韓国）
ファルク（スウェーデン）8、-11、6、3、7
	 ゴジ（フランス）
▼準決勝
馬龍　　　　8、-6、9、9、12	 梁靖崑
ファルク　　-8、7、-3、4、9、-2、5	 安宰賢
▼決勝
馬龍　　　　5、7、-7、9、5	 ファルク

□女子シングルス
▼1回戦
石川　　6、3、3、5	 ラブロワ（カザフスタン）
伊藤　　6、6、5、7	 クチェロバ（チェコ）
平野　		7、6、-9、3、9	キム・ジンヒャン（北朝鮮）
佐藤　　3、5、3、5	 グイ・リン（ブラジル）
加藤　　5、9、6、9	 ブラテイコ（ウクライナ）
▼2回戦
石川　1、-9、3、2、7	 ソルヤ（オーストリア）
伊藤　8、8、7、-6、2	リリー・チャン（アメリカ）
平野　10、-9、-5、6、2、3	 ペソツカ（ウクライナ）
佐藤　4、2、6、6	 チェホバ（チェコ）
加藤　6、4、6、-12、8	 ペルゲル（ハンガリー）
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▼3回戦
石川　7、12、3、4	 リー・チェン（ポーランド）
孫穎莎（中国）　　6、9、9、-13、2	 伊藤
平野　6、11、-11、-7、4、4	 チャン・モー（カナダ）
佐藤　7、7、7、12	 ウー・ユエ（アメリカ）
加藤　12、-8、4、-8、9、5
	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
▼4回戦
杜凱琹（中国香港）6、6、-7、9、-4、-6、9	 石川
平野　　8、6、-8、-7、4、7	 蘇慧音（中国香港）
王曼昱（中国）　	-9、4、9、-8、4、9	 佐藤
加藤　7、6、7、7	 陳思羽（チャイニーズタイペイ）
▼準々決勝
丁寧（中国）　　　8、-4、2、7、9	 平野
劉詩雯（中国）　　9、-8、4、6、5	 加藤
王曼昱　　　9、-10、19、6、-9、8	 孫穎莎
陳夢（中国）　　-9、7、7、-8、10、4	 杜凱琹
▼準決勝
劉詩雯　　　　-6、-9、5、5、0、2	 丁寧
陳夢　　　　　5、7、5、8	 王曼昱
▼決勝
劉詩雯　　　　　-9、7、7、-7、0、9	 陳夢

□男子ダブルス
▼1回戦
大島／森薗　7、6、7、4
	 ラカトシュ／マジョロス（ハンガリー）
張本／木造　10、-10、8、12、-7、5
	 イヴォニン／シドレンコ（ロシア）
▼2回戦
フロール／ルベッソン（フランス）
	 8、-7、7、-13、6、-6、9　大島／森薗
張本／木造　10、4、6、7
	 リンド／ラスムッセン（デンマーク）
▼3回戦
梁靖崑／林高遠（中国）	6、7、11、-9、2	張本／木造
▼準々決勝
アポロニア／モンテイロ（ポルトガル）　キケン
	 ボル／フランツィスカ（ドイツ）
イオネスク／ロブレス（ルーマニア／スペイン）

5、7、11、9
	 ファルク／カールソン（スウェーデン）
馬龍／王楚欽（中国）　-7、6、5、-8、6、9
	 鄭栄植／李尚洙（韓国）
梁靖崑／林高遠　9、12、7、3
	 何鈞傑／黃鎮廷（中国香港）
▼準決勝
馬龍／王楚欽　　10、7、7、5	 梁靖崑／林高遠
イオネスク／ロブレス　6、-3、-10、7、7、-9、8
	 アポロニア／モンテイロ
▼決勝
馬龍／王楚欽　3、-8、7、3、5
	 イオネスク／ロブレス

□女子ダブルス
▼1回戦
早田／伊藤　6、6、9、5
	 ツァコル／トゥビカネツ（クロアチア）
橋本／佐藤　-6、17、9、4、3
	 ボグダノワ／トリゴロス（ベラルーシ）
▼2回戦
早田／伊藤　4、-10、7、9、4
	 シャオ／チャン（スペイン／カナダ）
橋本／佐藤　3、7、7、4	 バトラ／カマス（インド）
▼3回戦
早田／伊藤　8、7、2、8
	 陳思羽／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
橋本／佐藤　9、8、10、10
	 田志希／李ジオン（韓国）
▼準々決勝
早田／伊藤　6、8、9、-9、9
	 チャ・ヒョシム／キム・ナムへ（北朝鮮）
橋本／佐藤　9、2、8、2
	 鄭先知／劉馨尹（チャイニーズタイペイ）

陳夢／朱雨玲（中国）　4、4、9、6
	 杜凱琹／李皓晴（中国香港）
孫穎莎／王曼昱（中国）　8、8、-9、10、-2、6
	 キム・ジンヒャン／キム・ソンイ（北朝鮮）
▼準決勝
早田／伊藤　9、-10、-14、5、5、7	 橋本／佐藤
孫穎莎／王曼昱　3、9、-9、-6、6、-9、5
	 陳夢／朱雨玲
▼決勝
孫穎莎／王曼昱　-8、-3、8、3、10、8	
	 早田ひな／伊藤美誠

□混合ダブルス
▼1回戦
森薗／伊藤　1、2、4、5
	 テシャボエフ／カジェバ（ウズベキスタン）
吉村真／石川　-9、10、4、8、7
	 ウエーバー／モレ（スイス）
▼2回戦
森薗／伊藤　10、4、8、9
	 イゲンラー／イルマズ（トルコ）
吉村真／石川　8、7、8、9
	 ハム・ユソン／チャ・ヒョシム（北朝鮮）
▼3回戦
森薗／伊藤　7、9、3、6	 張禹珍／崔孝珠（韓国）
吉村真／石川　-5、12、-6、6、8、10
	 スディ／ペルゲル（ハンガリー）
▼準々決勝
フランツィスカ／ソルヤ（ドイツ）
	 11、8、-3、-11、13、8　森薗／伊藤
吉村真／石川　-6、8、5、-8、7、8
	 ピスチェイ／バラゾバ（スロバキア）
樊振東／丁寧（中国）　1、8、1、8
	 何鈞傑／李皓晴（中国香港）
許昕／劉詩雯（中国）　-10、-9、7、9、-9、5、7
	 李尚洙／田志希（韓国）
▼準決勝
吉村真／石川　9、6、6、-5、6
	 フランツィスカ／ソルヤ
許昕／劉詩雯　　5、8、11、14	 樊振東／丁寧
▼決勝
許昕／劉詩雯　5、8、-9、9、4
	 吉村真晴／石川佳純

2020世界選手権大会
（団体戦）

2020年、於：韓国・釜山

●男子日本選手団
張本智和（木下グループ）、丹羽孝希（スヴェンソン）、
水谷隼（木下グループ）、森薗政崇（BOBSON）、宇
田幸矢（JOCエリートアカデミー／大原学園	→明治
大学）
●女子日本選手団
伊藤美誠（スターツSC）、石川佳純（全農）、平野
美宇（日本生命）、早田ひな（日本生命）、佐藤瞳（ミ
キハウス）

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会は延期後
中止が決定
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夏季オリンピック・卓球競技
1988年（昭和63年度）〜2021年8月（令和3年）

第24回オリンピック競技大会 卓球競技
1988年9月17日～10月2日、於：韓国・ソウル

●男子日本選手団団
小野誠治（ヤマハ）、齋藤清（日産自動車）、宮﨑義仁（和
歌山相互銀行）、渡辺武弘（協和発酵）
●女子日本選手団団
石田清美（住友生命）、星野美香（三井銀行）、内山
京子（十六銀行）

□男子シングルス
▼予選リーグ

〈グループ D〉宮﨑
16、17、12	 スジャイ（インド）
21、18、17	 ムサ（ナイジェリア）
-12、11、17、-16、-11	 ロスコフ（ドイツ）
13、12、11	 ロペス（ベネズエラ）
22、8、14	 ハーベル（オーストラリア）
-9、-11、-15	 プリモラッツ（ユーゴ）
-12、-11、-11	 グルッバ（ポーランド）

〈グループ E〉齋藤
19、15、12	 モレンダ（ポーランド）
21、8、23	 ローコフ（ブルガリア）
14、16、-21、-14、-18	 金琦沢（韓国）
11、22、12	 ガンブラ（チリ）
16、-12、11、15	 メータ（インド）
16、-15、9、-10、-13		パーソン（スウェーデン）
6、10、10	 エルサケット（エジプト）

〈グループ H〉小野
-13、16、-19、15、18	リュ・フクマン（香港）
-15、-19、18、-16	 ルプレスク（ユーゴ）
15、10、14	 ジョーンズ（ジャマイカ）
19、-13、18、-19、20	コンスタンチニ（イタリア）
23、-18、-15、19、-13	 マズノフ（ソ連）
11、-14、12、19	 金浣（韓国）
17、9、11	 ヌネズ（チリ）

▼決勝トーナメント1回戦
リンド（スウェーデン）							22、17、16	 小野
▼準々決勝
リンド　　　-16、12、13、20	 江加良（中国）
劉南奎（韓国）-19、16、15、9
	 パーソン（スウェーデン）
クランパ（ハンガリー）19、-7、-11、19、19
	 陳竜燦（中国）
金琦沢（韓国）-17、17、-20、17、18
	 ワルドナー（スウェーデン）
▼準決勝
劉南奎																	10、22、9	 リンド
金琦沢																	18、9、14	 クランパ
▼銅メダル決定戦
リンド													-14、17、17、16	 クランパ
▼決勝
劉南奎													-17、19、11、21	 金琦沢

□女子シングルス
▼予選リーグ

〈グループ C〉内山
6、10、8	 ナディアナ（オーストラリア）
-10、-18、-7	 ポポワ（ソ連）
1、8、7	 ベン・アルサ（チュニジア）

9、-15、11、-15、13	 ブシャン（アメリカ）
-9、-18、-15	 陳静（中国）

〈グループ D〉石田
20、-19、17、18	 テッパー（オーストラリア）
-8、-9、-8	 モク・カシャ（香港）
6、14、6	 ロ・ウェイチュン（マレーシア）
-17、-14、-9	 李恵芬（中国）
20、16、15	 オフェイ（ガーナ）

〈グループ E〉星野
13、22、8	 モニカ（ペルー）
19、8、14	 ファズリッチ（ユーゴ）
16、-23、10、14	 オワロビ（ナイジェリア）
19、-19、10、-9、15	 ノルテン（西ドイツ）
-20、-13、-13	 玄静和（韓国）

▼決勝トーナメント1回戦
焦志敏（中国）					-15、12、8、-17、11	 星野
▼準々決勝
焦志敏															9、9、11		 洪次玉（韓国）
李恵芬（中国）								13、12、19	 ポポワ（ソ連）
陳静（中国）								4、11、2	 ブラトワ（ソ連）
ハラコワ（チェコ）8、15、19
	 フリセコープ（オランダ）
▼準決勝
李恵芬																	16、17、11	 焦志敏
陳静																	15、12、12	 ハラコワ
▼銅メダル決定戦
焦志敏																18、19、17	 ハラコワ
▼決勝
陳静												17、16、-21、-15、15	 李恵芬

□男子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ A〉小野／宮﨑
11、5	 リュ・フクマン／チャン・チミン（香港）
17、-20、-19	クランパ／クリストン（ハンガリー）
-21、-13	 パーソン／リンド（スウェーデン）
15、19	 メータ／スジャイ（インド）
14、18	 プリーン／クック（イングランド）
-13、-16	 陳竜燦／韋晴光（中国）
10、9	 モラード／タイロフ（チュニジア）

〈グループ D〉齋藤／渡辺
16、15	 ロ・チェンチュン／ホン・ユベン（香港）
-6、-12	 ロスコフ／フェッツナー（西ドイツ）
12、16	 ネメズ／ガンブラ（チリ）
21、-12、20	 カノ／カワイ（ブラジル）
-15、-18	グルッバ／クハルスキー（ポーランド）
-13、-16	 劉南奎／安宰亨（韓国）
21、16	 バンコレ／アディエモ（ナイジェリア）

▼準々決勝
陳竜燦／韋晴光（中国）7、-12、19
	 グルッバ／クハルスキー（ポーランド）
劉南奎／安宰亨（韓国）13、11
	 パーソン／リンド（スウェーデン）
金浣／金琦沢（韓国）18、20	
	 江加良／許増才（中国）
ルプレスク／プリモラッツ（ユーゴ）19、-19、19
	 アペルグレン／ワルドナー（スウェーデン）
▼準決勝
陳竜燦／韋晴光								10、14	 劉南奎／安宰亨
ルプレスク／プリモラッツ　21、-19、15
	 金浣／金琦沢

▼銅メダル決定戦
劉南奎／安宰亨										13、16	 金浣／金琦沢
▼決勝
陳竜燦／韋晴光　-20、8、9
	 ルプレスク／プリモラッツ

□女子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ B〉星野／石田
10、12	リヨン／ロ・ウェイチェン（マレーシア）
21、-16、-14
	 フリセコープ／クロッペンブルグ（オランダ）
19、9	 ブシャン／ダイアナ（アメリカ）
-21、-21	 ハラコワ／カサロワ（チェコ）
-16、20、19	 ネメス／ノルテン（西ドイツ）
-13、-7	 焦志敏／陳静（中国）

▼準々決勝
梁英子／玄静和（韓国）15、12	
	 フリセコープ／クロッペンブルグ（オランダ）
星野／石田				18、11	 ブラトワ／コフトン（ソ連）
ファズリッチ／ペルクチン（ユーゴ）19、17
	 ハサコワ／カサロワ（チェコ）
焦志敏／陳静（中国）10、14
	 バトルフィ／ウルバン（ハンガリー）
▼準決勝
梁英子／玄静和												19、9	 星野／石田
焦志敏／陳静　19、-14、18	

ファズリッチ／ペルクチン
▼銅メダル決定戦
ファズリッチ／ペルクチン	14、-11、16	星野／石田
▼決勝
梁英子／玄静和						19、-16、10	 焦志敏／陳静

第25回オリンピック競技大会 卓球競技
1992年7月25日～8月9日
於：スペイン・バルセロナ

●男子日本選手団
渋谷浩（川崎製鉄）、松下浩二（協和発酵）、渡辺武弘（協
和発酵）、仲村錦治郎（明徳義塾高）
●女子日本選手団
佐藤利香（武田薬品）、星野美香（さくら銀行）、山
下富美代（松下電工）、松本雪乃（日産自動車）

□男子シングルス
▼予選リーグ

〈グループ K〉松下
10、8	 バンコレ（ナイジェリア）
8、16	 アルハムダン（サウジアラビア）
9、-9、-16	 王涛（中国）

〈グループ N〉渡辺
20、-12、-6	 フェッツナー（ドイツ）
-10、-6	 キム・ソンヒ（朝鮮）

〈グループ O〉渋谷
19、13	 ジャクソン（ニュージーランド）
10、9　	 アラド（キューバ）
-19、-14　	 ディン・イ（オーストリア）

▼準々決勝
ガシアン（フランス）13、-20、-18、18、5
	 ディン・イ（オーストリア）

※ユーゴ =ユーゴスラビア、朝鮮・北朝鮮 =朝鮮民主主義人民共和国272
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馬文革（中国）14、18、8		パーソン（スウェーデン）
金擇洙（韓国）19、-15、12、-13、18		王涛（中国）
ワルドナー（スウェーデン）15、14、-18、17
	 ロスコフ（ドイツ）
▼準決勝
ガシアン								-20、20、16、-12、13	 馬文革
ワルドナー																9、18、19	 金擇洙
▼決勝
ワルドナー													10、18、23	 ガシアン

□女子シングルス
▼予選リーグ

〈グループ E〉佐藤
8、10	 オーガスチン（インドネシア）
7、9	 オポクワ（ガーナ）
-19、-15	 陳子荷（中国）

〈グループ L〉星野
17、18	 メシュレフ（エジプト）
13、7	 ロドリゲス（キューバ）
17、11	 ポポワ（旧ソ連）

〈グループ P〉山下
10、10	 オドゥモス（ナイジェリア）
6、13	 ゴンザレス（ペルー）
-21、17、13	 ティミナ（旧ソ連）

▼決勝トーナメント1回戦
ユ・スンボク（朝鮮）10、-14、-19、15、11	 山下
陳子荷																					12、11、7	 星野
▼準々決勝
鄧亜萍（中国）							21、16、17	 ユ・スンボク
玄静和（韓国）9、-18、-18、11、14
	 チオス（ルーマニア）
リ・ブンヒ（朝鮮）					17、-19、18、10	 陳子荷
喬紅（中国）			13、10、14	 チャイ・ポワ（香港）
▼準決勝
鄧亜萍																		6、19、17	 玄静和
喬紅													-15、15、8、11	 リ・ブンヒ
▼決勝
鄧亜萍																		6、8、-15、21	 喬紅

□男子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ C〉渋谷／松下
-17、-16	 ロスコフ／フェッツナー（ドイツ）
11、12	 シャテラン／シーラ（フランス）
7、10	 モラレス／ヌニレス（チリ）

〈グループ E〉渡辺／仲村
-17、-13
	 ルプレスク／グルジック（IOP独立チーム）
-14、-13
	 ワルドナー／アペルグレン（スウェーデン）
16、16	 メータ／ゴルパデ（インド）

▼準々決勝
姜熙燦／李哲承（韓国）18、9、-14、-17、18
	 馬文革／于沈潼（中国）
ロスコフ／フェッツナー　18、13、17
	 ルプレスク／グルジック
劉南奎／金擇洙　15、24、15
	 A. マズノフ／D. マズノフ（旧ソ連）
王涛／呂林（中国）14、-18、13、20
	 ガシアン／エロワ（フランス）
▼準決勝
ロスコフ／フェッツナー　15、22、20
	 姜熙燦／李哲承
王涛／呂林				-13、17、13、15	 劉南奎／金擇洙
▼決勝
王涛／呂林　24、-18、18、-13、14
	 ロスコフ／フェッツナー

□女子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ B〉佐藤／松本
-15、-17	 鄧亜萍／喬紅（中国）
17、-12、13	バデスク／ボゴスロフ（ルーマニア）
10、6	 オポクワ／アマンクワ（ガーナ）

〈グループ H〉星野／山下
-13、16、-18	 洪順花／李正任（韓国）
11、15
	 ディポヤンチ／オーガスチン（インドネシア）
12、6	 ラミレス／ロドリゲス（キューバ）

▼準々決勝
陳子荷／高軍（中国）6、-14、15、18
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）
リ・ブンヒ／ユ・スンボク（朝鮮）
	 16、22、-14、21　洪順花／李正任（韓国）
玄静和／洪次玉（韓国）12、15、11
	 パリナ／ティミナ（旧ソ連）
鄧亜萍／喬紅　15、-19、10、11
	 フリセコープ／ホーマン（オランダ）
▼準決勝
陳子荷／高軍　12、-17、13、19
	 リ・ブンヒ／ユ・スンボク
鄧亜萍／喬紅			-17、17、17、12	 玄静和／洪次玉
▼決勝
鄧亜萍／喬紅				13、-14、14、19	 陳子荷／高軍

第26回オリンピック競技大会 卓球競技
1996年7月19日～8月4日、於：アメリカ・アトランタ

●男子日本選手団
松下浩二（グランプリ）、渋谷浩（川崎製鉄千葉）、
田﨑俊雄（明治大）、遊澤亮（明治大）
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、東童多英子（松下電工彦根）、
佐藤利香（和歌山銀行）、海津富美代（松下電工彦根）

□男子シングルス
▼予選リーグ

〈グループ A〉田﨑
-9、-14	 孔令輝（中国）
-20、-11	 蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
13、9	 オサマ（スーダン）

〈グループ E〉渋谷
-15、-12	 ロスコフ（ドイツ）
14、15	 ロ・チェンチュン（香港）
15、12	 ヌゾズ（メキシコ）

〈グループ O〉松下
23、-13、18	 グルッバ（ポーランド）
18、13	 スセノ（インドネシア）
15、16	 エング（カナダ）

▼決勝トーナメント1回戦
劉国梁（中国）														18、10、17	 松下
▼準々決勝
ロスコフ		-12、24、12、-16、24	 金擇洙（韓国）
劉国梁	-9、19、16、16	ジョニー・ファン（カナダ）
コルベル（チェコ）10、13、19
	 J. セイブ（ベルギー）
王涛（中国）-16、-16、10、15、15
	 サムソノフ（ベラルーシ）
▼準決勝
劉国梁												17、-18、18、18	 ロスコフ
王涛																			21、7、16	 コルベル
▼銅メダル決定戦
ロスコフ											17、-19、18、19	 コルベル
▼決勝
劉国梁												12、-22、19、-15、6	 王涛

□女子シングルス
▼予選リーグ

〈グループ B〉佐藤
-17、-17	 喬紅（中国）
19、19	 ワン・シャオミン（フランス）
6、3	 ムソケ（ウガンダ）

〈グループ G〉東童
-12、18、-16	 シュトルーゼ（ドイツ）
21、14	 ボロス（クロアチア）
失格	 トウアティ（チュニジア）

〈グループ H〉小山
-13、19、10	 パリナ（ロシア）
20、20	 ドベソバ（チェコ）
9、11	 アレジョ（ドミニカ）

▼決勝トーナメント1回戦
小山　12、20、-16、-17、16
	 ツ・ジョンシル（北朝鮮）
▼準々決勝
鄧亜萍（中国）								16、9、13	 シュトルーゼ
劉偉（中国）		12、20、14	キム・ヒョンヒ（北朝鮮）
陳静（チャイニーズタイペイ）12、15、19
	 チャン・タンルイ（香港）
喬紅																					18、19、16	 小山
▼準決勝
鄧亜萍														-21、17、19、9	 劉偉
陳静																					9、21、17	 喬紅
▼銅メダル決定戦
喬紅																	17、-15、19、11	 劉偉
▼決勝
鄧亜萍												14、17、-20、-17、5	 陳静

□男子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ B〉田﨑／遊澤
-17、17、-19	ワルドナー／パーソン（スウェーデン）
-15、17、-17	 ケーン／ハイスター（オランダ）
9、17	 モラレス／サラマンカ（チリ）

〈グループ H〉松下／渋谷
11、17	 ルプレスク／グルイッチ（ユーゴ）
14、15	 オラレイエ／トリオラ（ナイジェリア）
16、22	 コルベル／プレイシー（チェコ）

▼決勝トーナメント1回戦
孔令輝／劉国梁（中国）15、19、15
	 松下／渋谷（日本）
呂林／王涛（中国）12、-18、-18、12、12
	 金擇洙／姜熙燦（韓国）
フェッツナー／ロスコフ（ドイツ）12、17、10
	 ガシアン／エロワ（フランス）
李哲承／劉南奎（韓国）18、16、17
	 ワルドナー／パーソン（スウェーデン）
▼準決勝
呂林／王涛				19、17、7	 フェッツナー／ロスコフ
孔令輝／劉国梁						17、16、19	 李哲承／劉南奎
▼銅メダル決定戦
李哲承／劉南奎　18、13、20
	 フェッツナー／ロスコフ
▼決勝
孔令輝／劉国梁						8、-13、19、11	 呂林／王涛

□女子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ G〉小山／東童
19、-8、14	 シュトルーゼ／シャール（ドイツ）
10、12	 ホーマン／ケーン（オランダ）
-14、14、12	 アリジ／ネグリソリ（イタリア）

〈グループ H〉佐藤／海津
-11、-18	 金武校／朴境愛（韓国）
16、14	 ボロス／アガノビッチ（クロアチア）
14、3	 ドチ／コサカ（ブラジル）

▼決勝トーナメント1回戦
劉偉／喬雲萍（中国）					9、15、15	 小山／東童
鄧亜萍／喬紅（中国）-18、16、19、-22、21
	 陳静／陳秋丹（チャイニーズタイペイ）
金武校／朴境愛　18、13、13
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）
朴海晶／柳智恵（韓国）21、18、-20、15
	 パリナ／ティミナ（ロシア）
▼準決勝
鄧亜萍／喬紅		15、-19、15、19	 金武校／朴境愛
劉偉／喬雲萍			13、-16、20、11	 朴海晶／柳智恵
▼銅メダル決定戦
朴海晶／柳智恵		16、8、-14、13	 金武校／朴境愛
▼決勝
鄧亜萍／喬紅			-18、23、20、14	 劉偉／喬雲萍
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第27回オリンピック競技大会 卓球競技
2000年9月15日～10月1日
於：オーストラリア・シドニー

●男子日本選手団
松下浩二（ミキハウス）、偉関晴光（ラララ）、田﨑
俊雄（協和発酵）、渋谷浩（日産自動車）
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、小西杏（ミキハウス）、坂田
倫子（熊本県スポーツ振興事業団）、内藤和子（両備
システムズ）、藤沼亜衣（四天王寺高）

□男子シングルス
▼予選リーグ
偉関　7、7、17	 アラド（キューバ）
偉関　-16、18、17、16	 成応華（アメリカ）
田﨑　14、19、17	 プラッシー（チェコ）
田﨑　17、-11、15、15	 ガンブラ（チリ）
▼決勝トーナメント1回戦
松下　　　20、19、17	 張鈺（中国香港）
ワルドナー（スウェーデン）-21、13、15、17	 偉関
田﨑					23、16、17	 プリモラッツ（クロアチア）
▼2回戦
パーソン（スウェーデン）14、13、19	 松下
ロスコフ（ドイツ）-17、15、13、-19、14	 田﨑
▼準々決勝
孔令輝（中国）14、-13、-20、10、14
	 シュラガー（オーストリア）
パーソン								-14、18、16、19	 劉国正（中国）
ワルドナー　-20、-18、14、17、19
	 サムソノフ（ベラルーシ）
劉国梁（中国）				11、14、7	 ロスコフ（ドイツ）
▼準決勝
孔令輝											12、-13、16、13	 パーソン
ワルドナー														19、16、19	 劉国梁
▼銅メダル決定戦
劉国梁											18、-19、14、13	 パーソン
▼決勝
孔令輝						16、19、-17、-14、13	 ワルドナー

□女子シングルス
▼予選リーグ　坂田
-18、15、-18、8、15　オショナイケ（ナイジェリア）
11、21、18　	 ミャオ（オーストラリア）

▼決勝トーナメント1回戦
小山														10、22、14	 李恩実（韓国）
ゴッチェ（ドイツ）										14、16、15	 坂田
小西			15、12、15	 徐競（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
小山						-24、-20、6、9、15	 童飛鳴（韓国）
柳智恵（韓国）					17、20、-15、-17、20	 小西
▼準々決勝
王楠（中国）																19、8、20	 小山
陳静（チャイニーズタイペイ）
	 -17、-19、13、10、17　ゴッチェ
ジン・ジュンホン（シンガポール）20、12、-19、20
	 シュテフ（ルーマニア）
李菊（中国）											-12、14、19、5	 柳智恵
▼準決勝
王楠														-12、20、17、15	 陳静
李菊								-15、13、12、19	 ジン・ジュンホン
▼銅メダル決定戦
陳静							-18、14、15、10	 ジン・ジュンホン
▼決勝
王楠　　　　12、-12、-19、17、18	 李菊

□男子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ D〉松下／渋谷
8、13	 成応華／ヌグイェン（アメリカ）
-13、-10	 メイス／ツグウェル（デンマーク）

〈グループ E〉偉関／田﨑
10、11	 J. セイブ／ P. セイブ（ベルギー）

10、8	 ガンブラ／モラレス（チリ）
▼決勝トーナメント1回戦
王励勤／閻森（中国）						18、16、6	 偉関／田﨑
▼準々決勝
孔令輝／劉国梁（中国）18、9、-10、10
	 金擇洙／呉尚垠（韓国）
シーラ／ガシアン（フランス）-15、-19、19、17、20
	 シュラガー／ジンドラック（オーストリア）
李哲承／柳承敏（韓国）-13、15、-10、21、18
	 蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）
王励勤／閻森　6、13、19	
	 エロワ／レグー（フランス）
▼準決勝
孔令輝／劉国梁　12、-22、10、10
	 シーラ／ガシアン
王励勤／閻森			12、19、-17、18	 李哲承／柳承敏
▼銅メダル決定戦
シーラ／ガシアン12、19、-17、18	李哲承／柳承敏
▼決勝
王励勤／閻森				20、-17、19、18	孔令輝／劉国梁

□女子ダブルス
▼予選リーグ

〈グループ B〉坂田／内藤
-17、11、17	 レイ／ツォウ（アルゼンチン）
-18、-14
	 ガルカウスカイテ／プルシーネ（リトアニア）

〈グループ F〉小西／藤沼
-17、14、19	 モレル／テペス（チリ）
19、-12、12	 桑亜嬋／王晶（中国香港）

▼決勝トーナメント1回戦
金武校／柳智恵（韓国）				13、11、5	 小西／藤沼
▼準々決勝
王楠／李菊（中国）-21、14、12、5
	 ボロス／アガノビッチ（クロアチア）
金武校／柳智恵　18、-20、14、-23、19
	 バデスク／シュテフ（ルーマニア）
バトルフィ／トート（ハンガリー）19、16、21
	 李恩実／石恩美（韓国）
楊影／孫晋（中国）13、11、17	
	 ツォウ／ミャオ（オーストラリア）
▼準決勝
王楠／李菊　-17、12、-15、14、22
	 金武校／柳智恵
楊影／孫晋		-17、18、14、17	 バトルフィ／トート
▼銅メダル決定戦
金武校／柳智恵　18、19、-22、-19、19
	 バトルフィ／トート
▼決勝
王楠／李菊												18、11、11	 楊影／孫晋

第28回オリンピック競技大会 卓球競技
2004年8月13～29日、於：ギリシャ・アテネ

●男子日本選手団
松下浩二（ミキハウス）、遊澤亮（東京アート）、新
井周（グランプリ）、田﨑俊雄（協和発酵）、鬼頭明（東
京アート）
●女子日本選手団
梅村礼（日本生命）、藤沼亜衣（ミキハウス）、福原愛（ミ
キハウス JSC青森）

□男子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
劉松（アルゼンチン）						7、-7、10、5、4	 新井
リン・ジュ（ドミニカ）					8、-7、8、3、9	 遊澤
松下					4、6、9、3	 ブラウン（オーストラリア）
▼2回戦
松下									7、7、8、4	 ハイスター（オランダ）
▼3回戦
柳承敏（韓国）												9、6、6、2	 松下

▼準々決勝
王励勤（中国）9、11、-6、8、4	 高礼澤（中国香港）
王皓（中国）-5、10、-9、4、6、7
	 荘智淵（チャイニーズタイペイ）
柳承敏			-6、-10、6、6、9、5	 梁柱恩（中国香港）
ワルドナー（スウェーデン）7、11、-6、7、11
	 ボル（ドイツ）
▼準決勝
王皓																8、5、-6、9、3	 王励勤
柳承敏													9、-9、9、5、5	 ワルドナー
▼銅メダル決定戦
王励勤											-10、3、8、7、9	 ワルドナー
▼決勝
柳承敏												3、-9、9、9、-11、9	 王皓

□女子シングルス
▼決勝トーナメント2回戦
福原　-5、-7、9、6、5、-9、9
	 ミャオ（オーストラリア）
藤沼			11、7、12、5		ウー・シュエ（ドミニカ共和国）
▼3回戦
福原													3、6、8、9													高軍（アメリカ）
藤沼　-7、-6、10、6、7、-8、7
	 リュウ・ジャ（オーストリア）
梅村				13、-9、10、-4、7、3			ショップ（ドイツ）
▼4回戦
金璟娥（韓国）										8、5、-7、13、6	 福原
チャン・シュエリン（シンガポール）
	 7、8、-6、7、-9、9　藤沼
リージャーウェイ（シンガポール）
	 12、11、-8、13、-9、7　梅村
▼準々決勝
張怡寧（中国）10、13、11、3
	 ボロス（クロアチア）
金璟娥						6、-10、9、7、7	 帖雅娜（中国香港）
キム・ヒャンミ（北朝鮮）7、4、-9、8、-8、10
	 チャン・シュエリン
リージャーウェイ				7、7、-11、9、8	王楠（中国）
▼準決勝
張怡寧														11、8、6、-5、8	 金璟娥
キム・ヒャンミ					-8、6、-0、-8、8、6、9
	 リージャーウェイ
▼決勝
張怡寧　　　8、7、2、2	 キム・ヒャンミ

□男子ダブルス
▼1回戦
新井／遊澤　6、2、8、16
	 ボージャジャ／ジャジャリ（アルジェリア）
▼2回戦
ボル／フェイヤー・コナート（ドイツ）
	 4、9、4、9　新井／遊澤
鬼頭／田﨑　-9、-6、5、-8、6、11、4
	 イオニス／クレアンガ（ギリシャ）
▼3回戦
グルイッチ／カラカセビッチ（セルビア・モンテネグロ）
	 9、-9、9、10、10　鬼頭／田﨑
▼準々決勝
陳玘／馬琳（中国）-8、6、6、10、7
	ブラシュチック／クシェシェウスキー（ポーランド）
メイス／ツグウェル（デンマーク）5、-8、8、10、10
	 パーソン／ワルドナー（スウェーデン）
D. マズノフ／スミルノフ（ロシア）
	 -10、7、9、4、8　李哲承／柳承敏（韓国）
高礼澤／李静（中国香港）6、-10、6、11、9
	 グルイッチ／カラカセビッチ
▼準決勝
陳玘／馬琳　9、-10、7、-8、11、11
	 メイス／ツグウェル
高礼澤／李静　5、9、-5、-8、8、6
	 D. マズノフ／スミルノフ
▼銅メダル決定戦
メイス／ツグウェル　3、8、-12、-3、9、8
	 D. マズノフ／スミルノフ
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▼決勝
陳玘／馬琳					6、9、-7、8、-8、5	 高礼澤／李静

□女子ダブルス
▼3回戦
藤沼／梅村　9、-6、9、10、-7、7
	 柳絮飛／林菱（中国香港）
▼準々決勝
郭躍／牛剣鋒（中国）3、10、-9、-12、4、8
	 藤沼／梅村
王楠／張怡寧（中国）4、-3、-11、8、10、8
	 桑亜嬋／帖雅娥（中国香港）
李恩実／石恩美（韓国）10、-4、9、8、-9、7
	 キム・ヒャンミ／キム・ヒョンヒ（北朝鮮）
金璟娥／金福来（韓国）4、5、3、8
	 ボロス／バイダ（クロアチア）
▼準決勝
王楠／張怡寧　7、11、-9、11、-6、11
	 郭躍／牛剣鋒
李恩実／石恩美				6、10、7、2	 金璟娥／金福来
▼銅メダル決定戦
郭躍／牛剣鋒　7、-5、4、9、-7、-9、9
	 金璟娥／金福来
▼決勝
王楠／張怡寧								9、7、6、6	 李恩実／石恩美

第29回オリンピック競技大会 卓球競技
2008年8月13～23日、於：中国・北京

●男子日本選手団
韓陽（東京アート）、水谷隼（明治大）、岸川聖也（ス
ヴェンソン）
●女子日本選手団
平野早矢香（ミキハウス）、福原愛（ANA）、福岡春
菜（中国電力）

□男子団体
▼予選リーググループ D

〈日本　3─0　中国香港〉
◯韓																5、8、-11、9	 高礼澤　
◯水谷																		5、6、-6、6	 張鈺　
○岸川／水谷		-5、4、-12、12、13	李静／高礼澤　
　岸川																								──	 張鈺　
　韓																											──	 李静　

〈日本　3─0　ナイジェリア〉
○水谷															9、-3、9、8	 トリオラ　
○韓															5、4、-9、7	 メロトフン　
○岸川／水谷						9、9、7	 ノシル／メロトフン　
　岸川																							──	 トリオラ　
　韓																										──	 ノシル　

〈日本　3─0　ロシア〉
○水谷													10、8、-4、9	 マズノフ　
○韓														2、-10、5、12	 クズミン　
○岸川／水谷				4、6、5	 スミルノフ／マズノフ　
　韓																					──	 スミルノフ　
　岸川																		──	 クズミン　
▼準決勝　　 〈ドイツ　3─2　日本〉
○オフチャロフ							7、-11、11、-9、10	 韓　
○ボル																		5、-8、4、7	 水谷　
　ズース／オフチャロフ　4、-6、-9、-12
	 岸川／水谷○
　ズース												5、8、-10、-9、-11	 韓○
○ボル												7、-10、6、-8、5	 岸川　

〈中国　3─0　韓国〉
○馬琳										8、-7、-10、11、5	 呉尚垠　
○王皓																7、-6、9、6	 柳承敏　
○王励勤／王皓							4、6、5	 尹在栄／呉尚垠　
　馬琳																						──	 尹在栄　
　王励勤																			──	 柳承敏　
▼銅メダル決定トーナメント2回戦

〈オーストリア　3─1　日本〉
　シュラガー									-8、-3、-10	 韓○
○陳衛星															4、12、7	 水谷　

○ガルドス／陳衛星　9、-6、6、-5、12
	 岸川／水谷　
○ガルドス　　　　-10、7、9、7	 韓　
　シュラガー　　　　　──	 岸川　
▼銅メダル決定戦　〈韓国　3─1　オーストリア〉
○呉尚垠　　　-10、5、8、5	 シュラガー　
　柳承敏　　-12、-8、11、-5	 ガルドス○
○尹在栄／呉尚垠			8、4、11	 陳衛星／ガルドス　
○柳承敏　　　　　9、5、7	 陳衛星　
　尹在栄　　　　　　──	 シュラガー　
▼決勝　　　　〈中国　3─0　ドイツ〉
○王皓　　　　　　4、8、7	 オフチャロフ　
○馬琳																	7、-8、4、7	 ボル　
○王励勤／王皓				-11、5、8、7	 ボル／ズース　
　王励勤																				──	 オフチャロフ　
　馬琳																							──	 ズース　

□女子団体
▼予選リーググループ D

〈日本　3─0　オーストラリア〉
○平野										7、6、5		 レイ・ジェンファン　
○福原										9、-9、9、-6、4	 ミャオ　
○福岡／平野　5、2、-3、3
	 シュイ・サン／ミャオ　
　福岡												──	 レイ・ジェンファン　
　福原												──	 シュイ・サン　

〈日本　3─2　スペイン〉
　福原		-7、6、-3、8、-3	シェン・イェンフェイ○
○平野																8、11、-8、4	 朱芳　
○福岡／平野									5、1、4	 ドボラク／朱芳　
　福岡	10、7、-7、-9、-15	シェン・イェンフェイ○
○福原											6、6、-6、-7、7	 ドボラク　

〈韓国　3─0　日本〉
○唐汭序																			8、6、5	 福原　
○金璟娥															6、15、-4、8	 平野　
○朴美英／金璟娥			6、-6、-6、6、9	福岡／平野　
　朴美英																					──	 福原　
　唐汭序																					──	 平野　
▼準決勝　　〈中国　3─0　中国香港〉
○張怡寧																	7、4、3	 帖雅娜　
○郭躍																			7、10、4	 林菱　
○王楠／張怡寧								4、9、4	 柳飛絮／林菱　
　郭躍																					──	 柳飛絮　
　王楠																					──	 帖雅娜　

〈シンガポール　3─2　韓国〉
○馮天薇																	5、5、2	 唐汭序　
　リージャーウェイ			5、-8、9、-6、-9	 金璟娥○
○王越古／リージャーウェイ　7、6、9
	 朴美英／金璟娥　
　王越古															-8、-12、-9	 唐汭序○
○馮天薇														7、10、-3、9	 朴美英　
▼銅メダル決定トーナメント1回戦

〈日本　3─0　オーストリア〉
○福原									7、-8、9、7	 リュウ・ジャ　
○平野									-9、7、9、6	 リ・チャンビン　
○福岡／平野　6、8、-9、7
	 ハイン／リ・チャンビン　
　福原																	──	 ハイン　
　福岡																	──	 リュウ・ジャ　
▼2回戦　　〈日本　3─2　中国香港〉
　福岡													 		-2、-10、-10	 帖雅娜○
○福原										 			-9、-12、5、8、8	 林菱　
○平野／福原				-7、-9、7、8、9	 柳絮飛／林菱　
　福岡										 			-8、-2、7、-10	 柳絮飛○
○平野															 		10、6、8	 帖雅娜　
▼銅メダル決定戦　〈韓国　3─0　日本〉
○金璟娥														9、4、-7、10	 平野　
○唐汭序												 		4、11、-7、3	 福原　
○朴美英／金璟娥							6、8、11	 福岡／平野　
　唐汭序																					──	 福岡　
　朴美英																					──	 福原　
▼決勝　　　〈中国3─0シンガポール〉
○王楠																-9、3、8、6	 馮天薇　
○張怡寧								-9、3、4、7	 リージャーウェイ　

○郭躍／張怡寧		8、5、6	王越古／リージャーウェイ　
　王楠																					──	 王越古　
　郭躍																					──	 馮天薇　

□男子シングルス
▼1回戦
岸川　9、-9、6、-8、5、9	チャン・ポン（カナダ）
▼2回戦
譚瑞午（クロアチア）						-7、9、4、4、3	 岸川
水谷		9、-7、13、-7、-8、8、1	 エロワ（フランス）
▼3回戦
韓陽						-9、8、9、12、15	 スミルノフ（ロシア）
クレアンガ（ギリシャ）			-9、9、4、8、3	 水谷
▼4回戦
王皓（中国）　　　6、-9、8、5、4	 韓陽
▼準々決勝
王皓										7、-8、6、7、9	 高礼澤（中国香港）
パーソン（スウェーデン）-7、6、8、12、9
	 プリモラッツ（クロアチア）
王励勤（中国）												7、5、8、8	 譚瑞午
馬琳（中国）										3、5、9、10	 呉尚垠（韓国）
▼準決勝
王皓															9、9、-9、7、9	 パーソン
馬琳												5、9、9、-10、-3、8	 王励勤
▼銅メダル決定戦
王励勤															11、2、5、9	 パーソン
▼決勝
馬琳																		9、9、-6、7、9	 王皓

□女子シングルス
▼2回戦
福岡												9、7、9、5	 コムウォン（タイ）
▼3回戦
福原												6、8、7、-9、5	 フー（トルコ）
金璟娥（韓国）					9、-14、10、-12、9、7	 福岡
高軍（アメリカ）							12、1、-10、7、12	 平野
▼4回戦
張怡寧（中国）												5、2、5、-9、8	 福原
▼準々決勝
張怡寧　11、-12、12、10、11
	 馮天薇（シンガポール）
リージャーウェイ（シンガポール）
	 13、6、10、-13、4　王晨（アメリカ）
王楠（中国）		5、4、-11、2、4	帖雅娜（中国香港）
郭躍（中国）　5、14、11、5
	 ウー・シュエ（ドミニカ共和国）
▼準決勝
張怡寧								-9、8、10、8、5	 リージャーウェイ
王楠															-3、8、-4、7、3、6	 郭躍
▼銅メダル決定戦
郭躍						6、12、-9、-7、3、4	 リージャーウェイ
▼決勝
張怡寧															-8、11、8、8、3	 王楠

第30回オリンピック競技大会 卓球競技
2012年7月28日～8月8日、於：イギリス・ロンドン

●男子日本選手団
水谷隼（スヴェンソン）、岸川聖也（スヴェンソン）、
丹羽孝希（青森山田高）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）

□男子団体
▼1回戦

〈日本　3－0　カナダ〉
○水谷																				6、3、5	 ホー　
○丹羽																				6、10、9	 ワン　
○岸川／丹羽										7、4、6	 アンス／ホー　
　水谷																				──	 アンス　
　岸川																				──	 ワン　
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▼準々決勝　　〈日本　2－3　中国香港〉
○水谷																8、9、-9、9	 江天一　
　岸川																-7、7、-9、-7	 唐鵬○
　丹羽／岸川			8、-12、-8、-11	梁柱恩／江天一○
○水谷																-5、5、11、8	 梁柱恩　
　丹羽															7、-7、-7、-3	 唐鵬○

〈中国　3－0　シンガポール〉
〈ドイツ　3－0　オーストリア〉

〈韓国　3－2　ポルトガル〉
▼準決勝　　　〈中国　3－1　ドイツ〉
○馬龍											10、-5、9、1	 オフチャロフ　
　張継科															8、-8、-9、-8	 ボル○
○王皓／張継科		-10、8、5、5	 シュテガー／ボル　
○馬龍																3、5、7	 シュテガー　
　王皓																──	 オフチャロフ　

〈韓国　3－0　中国香港〉
○柳承敏													-7、4、6、-8、9	 唐鵬　
○朱世爀																	3、6、8	 江天一　
○呉尚垠／柳承敏　-5、6、2、-11、9
	 梁柱恩／江天一　
　朱世爀																			──	 梁柱恩　
　呉尚垠																			──	 唐鵬　
▼銅メダル決定戦　〈ドイツ　3－1　中国香港〉
○ボル																			6、3、7	 梁柱恩　
○オフチャロフ										11、-11、9、9	 唐鵬　
　シュテガー／オフチャロフ　-10、-8、-4
	 江天一／梁柱恩○
○ボル																-9、5、9、9	 江天一　
　シュテガー																	──	 唐鵬　
▼決勝　　　　〈中国　3－0　韓国〉
○馬龍																6、6、-6、4	 柳承敏　
○張継科													9、-5、6、8	 朱世爀　
○王皓／張継科							4、8、6	 呉尚垠／柳承敏　
　王皓																					──	 朱世爀　
　馬龍																					──	 呉尚垠　

□女子団体
▼1回戦　　　〈日本　3－0　アメリカ〉
○福原																				4、7、7	 シン　
○平野																				9、5、3	 チャン　
○石川／福原										7、7、1	 ウー／チャン　
　石川																						──	 シン　
　平野																						──	 ウー　
▼準々決勝　　　〈日本　3－0　ドイツ〉
○石川												8、-8、7、-6、11	 呉佳多　
○福原													-8、8、8、7	 イバンカン　
○平野／福原　8、5、7
	 ジルバーアイゼン／呉佳多　
　平野															──	 イバンカン　
　石川															──	 ジルバーアイゼン　

〈中国　3－0　オランダ〉
〈韓国　3－0　中国香港〉

〈シンガポール　3－0　北朝鮮〉
▼準決勝　　〈日本　3－0　シンガポール〉
○福原																9、6、-5、9	 馮天薇　
○石川																			3、6、2	 王越古　
○平野／石川		3、11、4	
	 リージャーウェイ／王越古　
　福原															──	 リージャーウェイ　
　平野															──	 馮天薇　

〈中国　3－0　韓国〉
○李暁霞																6、6、10	 石賀浄　
○丁寧																			8、7、7	 金璟娥　
○郭躍／李暁霞							6、5、8	 唐汭序／石賀浄　
　郭躍																					──	 金璟娥　
　丁寧																					──	 唐汭序　
▼銅メダル決定戦〈シンガポール　3－0　韓国〉
○馮天薇													9、8、-4、11	 金璟娥　
○リージャーウェイ									5、8、-6、8	 石賀浄　
○王越古／リージャーウェイ　9、6、-6、5
	 唐汭序／石賀浄　
　王越古																			──	 金璟娥　
　馮天薇																			──	 唐汭序　
　

▼決勝　　　　〈日本　0－3　中国〉
　福原																-6、9、-2、-5	 李暁霞○
　石川																	-3、-10、-4	 丁寧○
　平野／石川					-6、-3、9、-5	 郭躍／李暁霞○
　福原																						──	 郭躍　
　平野																						──	 丁寧　

□男子シングルス
▼3回戦
水谷								4、-9、9、5、6	 ラシン（エジプト）
岸川	7、-7、9、-8、7、-8、10	 ギオニス（ギリシャ）
▼4回戦
メイス（デンマーク）									7、6、4、6	 水谷
岸川												8、6、8、-7、8	 呉尚垠（韓国）
▼準々決勝
王皓（中国）															4、5、3、5	 岸川
張継科（中国）	4、-8、4、9、6	 江天一（中国香港）
オフチャロフ（ドイツ）8、10、-1、-9、-9、6、9
	 メイス（デンマーク）
荘智淵（チャイニーズタイペイ）3、4、4、5
	 クリシャン（ルーマニア）
▼準決勝
張継科										8、3、-5、9、8	 オフチャロフ
王皓														-11、2、10、6、9	 荘智淵
▼銅メダル決定戦
オフチャロフ					10、-9、-8、11、6、12	 荘智淵
▼決勝
張継科													16、5、6、-10、11	 王皓

□女子シングルス
▼3回戦
福原										7、8、9、3	 チホミロワ（ロシア）
石川		-11、-10、7、10、8、5	李嬙冰（オーストリア）
▼4回戦
福原　4、-8、-8、-6、5、8、8
	 リー・ジエ（オランダ）
石川　9、5、-10、12、6
	 リー・チェン（ポーランド）
▼準々決勝
丁寧（中国）　　　13、6、6、4	 福原
石川				-8、5、4、8、4	 王越古（シンガポール）
馮天薇（シンガポール）11、7、-4、6、-10、10
	 金璟娥（韓国）
李暁霞（中国）5、9、9、7		リー・ジャオ（オランダ）
▼準決勝
李暁霞															5、4、-11、6、7	 石川
丁寧													7、4、-9、10、-6、6	 馮天薇
▼銅メダル決定戦
馮天薇																			9、6、6、5	 石川
▼決勝
李暁霞															8、12、-8、6、4	 丁寧

第31回オリンピック競技大会 卓球競技
2016年8月5～25日

於：ブラジル・リオデジャネイロ

●男子日本選手団
水谷隼（beacon.LAB）、丹羽孝希（明治大）、吉村真
晴（名古屋ダイハツ）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、伊藤美誠（スター
ツSC）

□男子団体
▼1回戦　　〈日本　3－2　ポーランド〉
○吉村				-10、5、15、14	 ワン・ツォンイー　
○水谷													12、9、-9、10	 ディヤス　
　丹羽／吉村　7、-9、-7、6、-9
	 ワン・ツォンイー／グラク○
　丹羽												-8、7、-11、-8	 ディヤス○
○水谷																	9、4、-8、9	 グラク　
▼準々決勝　　〈日本　3－1　中国香港〉
　丹羽													8、10、-9、-7、-8	 唐鵬○

○水谷												5、9、-3、-10、8	 黃鎮廷　
○丹羽／吉村							5、-8、8、4	 唐鵬／何鈞傑　
○吉村															8、11、-5、6	 黃鎮廷　
　水谷																					──	 何鈞傑　

〈中国　3－0　イギリス〉
〈韓国　3－1　スウェーデン〉

〈ドイツ　3－1　オーストリア〉
▼準決勝　　　〈日本　3－1　ドイツ〉
　吉村													-8、-3、-3	 オフチャロフ○
○水谷														9、5、10	 ボル　
○丹羽／吉村			5、-13、4、5	 ボル／シュテガー　
○水谷																	5、4、4	 シュテガー　
　丹羽																──	 オフチャロフ　

〈中国　3－0　韓国〉
○張継科									-13、11、-9、8、4	 鄭栄植　
○馬龍																			1、4、4	 朱世爀　
○許昕／張継科						8、10、6	 李尚洙／鄭栄植　
　許昕																			──	 朱世爀　
　馬龍																			──	 李尚洙　
▼銅メダル決定戦　　〈ドイツ　3－1　韓国〉
　シュテガー						-10、6、-6、6、-11	 鄭栄植○
○オフチャロフ							5、9、-8、-2、6	 朱世爀　
○ボル／シュテガー　-9、6、7、-9、9
	 李尚洙／鄭栄植　
○ボル																			8、9、6	 朱世爀　
　オフチャロフ														──	 李尚洙　
▼決勝　　　　〈日本　1－3　中国〉
　丹羽　　　　　　-6、-9、-6	 馬龍○
○水谷													10、9、-3、-7、10	 許昕　
　丹羽／吉村						4、-6、-9、-5	 張継科／許昕　
　吉村																			-1、-4、-4	 馬龍○
　水谷																				──	 張継科　

□女子団体
▼1回戦　　　〈日本　3－0　ポーランド〉
○石川														5、7、6	 グジボフスカ　
○伊藤											6、6、-10、2	 リー・チェン　
○福原／伊藤　5、-9、2、9
	 パルティカ／グジボフスカ　
　福原																──	 リー・チェン　
　石川																──	 パルティカ　
▼準々決勝　　

〈日本　3－0　オーストリア〉
○福原																5、9、8	 ポルカノバ　
○石川											-5、4、7、7	 リュウ・ジャ　
○福原／伊藤　5、-10、7、10
	 リー・チャンビン／ポルカノバ　
　石川														──	 リー・チャンビン　
　伊藤														──	 リュウ・ジャ　

〈中国　3－0　北朝鮮〉
〈シンガポール　3－2　韓国〉
〈ドイツ　3－1　中国香港〉

▼準決勝　　〈日本　2－3　ドイツ〉
　伊藤												5、-4、8、-6、-10	 ソルヤ○
○石川										-6、-9、6、6、8	 ハン・イン　
　福原／伊藤　-6、10、7、-9、-7
	 シャン・シャオナ／ソルヤ○
○石川									2、11、12	 シャン・シャオナ　
　福原									7、-9、-4、6、-9	 ハン・イン○

〈中国　3－0　シンガポール〉
○李暁霞																10、8、9	 馮天薇　
○丁寧																7、-9、6、2	 周一涵　
○劉詩雯／丁寧　4、1、9	 ユ・モンユ／周一涵　
　劉詩雯																		──	 馮天薇　
　李暁霞																		──	 ユ・モンユ　
▼銅メダル決定戦〈日本　3－1　シンガポール〉
　福原									4、-5、-3、4、-5	 ユ・モンユ○
○石川																		10、6、7	 馮天薇　
○福原／伊藤	-9、9、1、12	ユ・モンユ／周一涵　
○伊藤																			9、4、6	 馮天薇　
　石川																					──	 周一涵　
▼決勝〈中国　3－0　ドイツ〉
○李暁霞														9、3、7	 ハン・イン　
○劉詩雯															3、5、4	 ソルヤ　
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○丁寧／劉詩雯　6、5、-9、7
	 シャン・シャオナ／ソルヤ　
　李暁霞　　　　──										 			シャン・シャオナ　
　丁寧　　　　　──																			 			ハン・イン　

□男子シングルス
▼2回戦
丹羽		-9、5、7、-4、6、1	トリオラ（ナイジェリア）
▼3回戦
水谷					9、-10、5、8、6	 ギオニス（ギリシャ）
丹羽		7、8、9、-4、5	フェガール（オーストリア）
▼4回戦
水谷	5、6、-11、-8、8、10	カルデラノ（ブラジル）
丹羽		-6、6、-8、-5、10、4、8	 黃鎮廷（中国香港）
▼準々決勝
水谷	4、-9、3、8、-10、2		フレイタス（ポルトガル）
張継科（中国）										-5、4、7、7、4	 丹羽
馬龍（中国）		4、2、6、7	 アルナ（ナイジェリア）
サムソノフ（ベラルーシ）-8、7、17、-4、2、12
	 オフチャロフ（ドイツ）
▼準決勝
馬龍														5、5、5、-7、-10、5	 水谷
張継科										9、11、10、-6、9	 サムソノフ
▼銅メダル決定戦
水谷													4、9、-6、12、8	 サムソノフ
▼決勝
馬龍																			12、5、4、4	 張継科

□女子シングルス
▼3回戦
キム・ソンイ（北朝鮮）-7、-7、9、9、-9、9、8
	 石川
福原									5、6、4、1	 ドデアン（ルーマニア）
▼4回戦
福原							5、10、1、7	 リ・ミョンスン（北朝鮮）
▼準々決勝
福原							12、8、7、5	 馮天薇（シンガポール）
丁寧（中国）				8、5、3、7	 ハン・イン（ドイツ）
キム・ソンイ　8、-6、5、6、-9、6
	 ユ・モンユ（シンガポール）
李暁霞（中国）　5、5、6、6
	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
丁寧　　　5、-9、6、3、9	 キム・ソンイ
李暁霞　　　　　4、3、1、1	 福原
▼銅メダル決定戦
キム・ソンイ　　　7、7、5、-12、5	 福原
▼決勝
丁寧　　　9、-5、12、-9、-8、7、7	 李暁霞

第32回オリンピック競技大会 卓球競技
2021年7月24日～8月6日、於：日本・東京

●男子日本選手団
張本智和（木下グループ）、丹羽孝希（スヴェンソン
ホールディングス）、水谷隼（木下グループ）
●女子日本選手団
伊藤美誠（スターツ）、石川佳純（全農）、平野美宇（日
本生命）

□男子団体
▼1回戦　　〈日本　3－0　オーストラリア〉
○丹羽／水谷　7、3、8
	 フー・ホーミン／ヤン・シン　
○張本　　　　　4、9、7	 パウエル　
○水谷　　　　　4、1、9	 ヤン・シン　
　張本　　　　　　　──	 フー・ホーミン　
　丹羽　　　　　　　──	 パウエル　
▼準々決勝　　〈日本　3－1　スウェーデン〉
○丹羽／張本　8、11、-8、9
	 カールソン／シェルベリ　
　水谷　　　　-3、-9、10、-8	 ファルク○
○張本　　　　-10、9、9、10	 シェルベリ　

○丹羽　　　　　10、5、6	 ファルク　
　水谷　　　　　　　──	 カールソン　

〈中国　3－0　フランス〉
〈韓国　3－0　ブラジル〉

〈ドイツ　3－2　チャイニーズタイペイ〉
▼準決勝　　　〈ドイツ　3－2　日本〉
○フランツィスカ／ボル　2、3、-9、-8、7
	 丹羽／水谷　
　オフチャロフ　　7、-11、-5、-9	 張本○
○ボル　　　　　　-7、11、7、7	 水谷　
　フランツィスカ　　5、9、-5、-9、-9	 張本○
○オフチャロフ　　　　9、7、8	 丹羽　

〈中国　3－0　韓国〉
○馬龍／許昕　　　5、5、8	 李尚洙／鄭栄植　
○樊振東　　　　　7、9、14	 張禹珍　
○馬龍　　　　9、8、-9、-13、6	 李尚洙　
　許昕　　　　　　　──	 張禹珍　
　樊振東　　　　　　──	 鄭栄植　
▼銅メダル決定戦　   〈日本　3－1　韓国〉
○丹羽／水谷　9、-8、13、5	 李尚洙／鄭栄植　
○張本　　　　7、-8、10、7	 張禹珍　
　丹羽　　　　　-3、-8、-7	 鄭栄植○
○水谷　　　　　12、9、8	 張禹珍　
　張本　　　　　　──	 李尚洙　
▼決勝　　　　〈中国　3－0　韓国〉
○馬龍／許昕　	7、3、9	 フランツィスカ／ボル　
○樊振東　　　-3、6、-9、5、3	 オフチャロフ　
○馬龍　　　　　5、9、-11、7	 ボル　
　樊振東　　　　　　──	 フランツィスカ　
　許昕　　　　　　　──	 オフチャロフ　

□女子団体
▼1回戦　　　〈日本　3－0　ハンガリー〉
○石川／平野		7、7、8	 ファゼカシュ／ペルゲル　
○伊藤　　　　　2、6、6	 マダラース　
○平野　　　　　3、5、7	 ペルゲル　
　石川　　　　　　──	 マダラース　
　伊藤　　　　　　──	 ファゼカシュ　
▼準々決勝〈日本　3－0　チャイニーズタイペイ〉
○石川／平野　　8、6、5	 鄭先知／陳思羽　
○伊藤　　　　　2、9、8	 鄭怡静　
○平野　　　　9、-7、4、4	 陳思羽　
　伊藤　　　　　　──	 鄭先知　
　石川　　　　　　──	 鄭怡静　

〈中国　3－0　シンガポール〉
〈ドイツ　3－2　韓国〉

〈中国香港　3－1　ルーマニア〉
▼準決勝　　　〈日本　3－0　中国香港〉
○石川／平野　　7、2、8	 蘇慧音／李皓晴　
○伊藤　　　　　9、-9、1、7	 杜凱琹　
○平野　　　　　10、7、3	 李皓晴　
　伊藤　　　　　　──	 蘇慧音　
　石川　　　　　　──	 杜凱琹　

〈中国　3－0　ドイツ〉
○陳夢／王曼昱　9、2、4
	 ソルヤ／シャン・シャオナ　
○孫穎莎　　　　6、4、9	 ハン・イン　
○陳夢　　　　-5、4、9、11	 ソルヤ　
　孫穎莎　　　　　──	 シャン・シャオナ　
　王曼昱　　　　　──	 ハン・イン　
▼銅メダル決定戦　〈中国香港　3－1　ドイツ〉
　李皓晴／杜凱琹　8、-5、-7、-13
	 ソルヤ／シャン・シャオナ○
○蘇慧音　　　　10、-9、9、7	 ハン・イン　
○杜凱琹　　　　　5、6、9	 ソルヤ　
○蘇慧音　　10、11、7	 シャン・シャオナ　
　李皓晴　　　　　──	 ハン・イン　
▼決勝　　　　〈中国　3－0　日本〉
○陳夢／王曼昱　　-9、6、8、7	 石川／平野　
○孫穎莎　　　　8、5、-3、3	 伊藤　
○王曼昱　　　　　5、9、3	 平野　
　陳夢　　　　　　　──	 伊藤　
　孫穎莎　　　　　　──	 石川　

□男子シングルス
▼3回戦
張本　9、11、-8、10、10	 林兆恒（中国香港）
丹羽　　6、8、3、10	 ワン・ヤン（スロバキア）
▼4回戦
ヨルギッチ（スロベニア）
	 -10、9、3、-10、-8、7、7　張本
オフチャロフ（ドイツ）　4、-7、0、7、9	 丹羽
▼準々決勝
樊振東（中国）　10、9、6、5	 			鄭栄植（韓国）
林昀儒（チャイニーズタイペイ）4、7、4、6
	 	 	 　　ヨルギッチ
オフチャロフ　-7、-5、8、7、8、2

カルデラノ（ブラジル）
馬龍（中国）　7、9、6、-11、6

O. アサール（エジプト）
▼準決勝
樊振東　　-6、9、12、-13、9、-9、8　　　林昀儒
馬龍　　11、8、-9、-9、7、-5、9　	オフチャロフ
▼銅メダル決定戦
オフチャロフ　11、-9、-6、4、-4、13、7　林昀儒
▼決勝
馬龍　　　　4、-10、8、9、-3、7　　　　	樊振東

□女子シングルス
▼3回戦
石川　			5、-5、4、-6、4、8	 パラナン（タイ）
伊藤　9、-5、5、4、5	 フー・ユー（ポルトガル）
▼4回戦
石川　8、8、10、9　ポルカノバ（オーストリア）
伊藤　　7、6、9、7	 スターシニー（タイ）
▼準々決勝
ユ・モンユ（シンガポール）-8、5、12、6、2	 石川
伊藤　　　　5、1、10、6	 田志希（韓国）
陳夢（中国）-6、-6、6、9、1、8	杜凱琹（中国香港）
孫穎莎（中国）　8、3、8、6	 ハン・イン（ドイツ）
▼準決勝
孫穎莎　　　　3、9、6、4	 伊藤
陳夢　　　　　6、8、7、6	 ユ・モンユ
▼銅メダル決定戦
伊藤　　　-6、8、7、7、6	 ユ・モンユ
▼決勝
陳夢　　　　-9、6、4、-5、4、9	 孫穎莎

□混合ダブルス
▼1回戦
水谷／伊藤　５、- ８、９、４、４
	 フェガール／ポルカノバ（オーストリア）
▼準々決勝
水谷／伊藤　8、-5、-3、3、-9、8、14
	 フランツィスカ／ソルヤ（ドイツ）
許昕／劉詩雯（中国）　6、1、6、10

イオネスク／セーチ（ルーマニア）
ルベッソン／ユエン・ジアナン（フランス）
3、-6、-7、8、-9、7、11　黃鎮廷／杜凱琹（中国香港）
林昀儒／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）　

-7、4、-7、7、8、7　李尚洙／田志希（韓国）
▼準決勝
水谷／伊藤　		9、-6、9、6、6	 林昀儒／鄭怡静
許昕／劉詩雯　5、6、10、7

ルベッソン／ユエン・ジアナン
▼銅メダル決定戦
林昀儒／鄭怡静　8、7、8、5
	 ルベッソン／ユエン・ジアナン
▼決勝
水谷隼／伊藤美誠　-5、-7、8、9、9、-6、6
	 許昕／劉詩雯
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ジャパンオープン
1989年（平成元年度）〜2020年（令和2年度）

全日空杯第1回ジャパンオープン
1989年6月1～4日、於：鳥取県産業体育館

●男子日本選手団
齋藤清（日産自動車）、松下浩二（明治大）、渋谷浩（明
治大）、岩崎清信（日産自動車）、松下雄二（明治大）、
平亮太（埼工大深谷高）、伊藤誠（早稲田大）、小野
誠治（ヤマハ）、小笠原剛士（東山高）、徳村智彦（宮
崎工業高）、桜井正喜（日産自動車）、田原直昌（専
修大）、三上雅也（ヤマハ）、井坂俊正（日産自動車）、
大平信吾（専修大）、野中修司（専修大）、山内篤（び
わこ銀行）、金島博之（びわこ銀行）、末次正美（日
産自動車）、以下鳥取代表／中田博文（鳥取トクオカ）、
清水洋克（西谷技術コンサルタント）、内野克也（専
修大）、大杉直樹（京都産業大）
●女子日本選手団
内山京子（十六銀行）、佐藤利香（白鵬女子高）、富
永克子（日本生命）、松本雪乃（日産自動車）、村松
由希子（専修大）、石田清美（住友生命）、河合雅世
（白鵬女子高）、遠藤光恵（青山学院大）、橘川美紀
（武田薬品湘南）、以下鳥取代表／内野文（専修大）、
北村美佳（鳥取県庁）、河辺英子（東筑紫女子短大）、
北川泰子（中京大）

□男子団体
▼1回戦

〈スウェーデン　3─0　鳥取〉
○リンド　　　　4、18	 中田　
○シェーレ　　　11、14	 内野　
○シェーレ／カールソン　11、15	 中田／清水　

〈日本B　3─2　韓国〉
○小野　　　　17、6	 安宰亨　
○平　　　　　20、-13、20	 金澤洙　
　小野／三上　　-18、-18	 金澤洙／姜熙燦○
　平　　　　　　-9、-15	 安宰亨○
○三上　　　　　20、-22、11	 姜熙燦　

〈日本A　3─0　イラク〉
▼2回戦

〈日本A　3─1　ニュージーランド〉
　松下浩　　　　-16、19、-16	 ジャックソン○
○齋藤　　　　　19、7	 ボウワー　
○渋谷／松下浩　	9、6	 ボウワー／フィンチ　
○齋藤　　　　　12、-20、7	 ジャックソン　
▼準決勝

〈チェコ　3─1　日本B〉
○ヤンチ　　　　　13、12	 小野　
○コルベル　　　　13、18	 平　
　コルベル／ヤーブレク　-19、15、-12
	 小野／三上○
○ヤンチ　　　　　14、15	 平　

〈日本A　3─0　中国〉
○齋藤　　　　19、-13、11	 馬文革　
○渋谷　　　　15、-11、11	 于沈潼　
○渋谷／松下浩　-11、22、19	 馬文革／王涛　
▼決勝

〈チェコ　3─1　日本A〉
○ヤンチ　　　　　11、16	 渋谷　
○コルベル　　　　19、20	 齋藤　
　コルベル／グルマン　-12、-19	 渋谷／松下浩○
○ヤンチ　　　　　-15、18、16	 齋藤　

□女子団体
▼1回戦

〈香港　3─0　鳥取〉
○チャン・タンルイ　　　18、22	 内野　
○チャイ・ポワ　　　　　15、9	 北村　
○チャイ・ポワ／チャン・タンルイ　6、12
	 北村／北川　

〈日本A　3─0　ネパール〉
▼2回戦

〈中国　3─0　日本B〉
○胡小新　　　　20、16	 石田　
○喬紅　　　　　11、14	 松本　
○胡小新／喬紅　14、11	 松本／村松　
▼準決勝

〈中国　3─1　香港〉
　胡小新　　　-20、-17	 チャン・タンルイ○
○喬紅　　　　-18、15、14	 チャイ・ポワ　
○喬紅／胡小新　16、-21、23
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ　
○喬紅　　　　14、12	 チャン・タンルイ　

〈韓国　3─1　日本A〉
　権美淑　　　　　-20、-17	 佐藤○
○陸善熙　　　　　14、-17、21	 富永　
○洪順花／陸善熙　-19、18、18	 橘川／佐藤　
○陸善熙　　　　　17、19	 佐藤　
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○喬紅　　　　　　14、13	 李正任　
○胡小新　　　　　-15、19、15	 陸善熙　
○喬紅／胡小新　　9、15	 李正任／権美淑　

□男子シングルス
▼1回戦
シェーレ（スウェーデン）18、19、-15、17	 田原
P.	ジャックソン（ニュージーランド）
	 21、-16、16、20　大杉
シーラ（フランス）18、12、-19、-21、21	 井坂
シャテラン（フランス）-17、12、24、-12、19
	 三上
P.	カールソン（スウェーデン）7、10、16	 清水
グルマン（チェコ）　　　16、16、22	 徳村
ビミ（チェコ）　　-18、-15、18、15、12	 大平
マルムレク（フランス）　　10、13、14	 内野
▼2回戦
P.	カールソン　　　17、14、23	 平
王涛（中国）　　　　18、-25、12、5	 伊藤
松下浩　　　　　　-16、18、20、17	 中田
マルムレク　　　　9、18、15	 岩崎
リンド（スウェーデン）13、-22、-20、16、16
	 桜井
▼3回戦
于沈潼（中国）　　　7、17、-17、20	 小野
ヤンチ（チェコ）　　13、11、19	 松下雄
安宰亨（韓国）　　　17、16、-17、16	 野中
P.	カールソン　　　24、13、-12、19	 齋藤
王涛　　　　　　11、8、15	 小笠原
渋谷　　　　-17、21、6、-19、6	 リンド
▼準々決勝
ヤンチ　　　　　16、17、16	 于沈潼
P.	カールソン　-11、-20、19、19、16	 安宰亨
松下浩　　　　　11、-18、15、-12、15	 王涛

馬文革（中国）　　-24、8、-16、9、14	 渋谷
▼準決勝
ヤンチ　-19、19、-18、9、15	 P.	カールソン
馬文革　　　　　11、16、11	 松下浩
▼決勝
馬文革　　　-15、19、19、-20、18	 ヤンチ

□女子シングルス
▼1回戦
洪順花（韓国）　　　　9、6、16	 北村
陸善熙（韓国）　　　　18、17、-19、19	 佐藤
ワン・シャオミン（フランス）10、15、14	 北川
胡小新（中国）　　　　12、12、5	 松本
リ・チュンリ（ニュージーランド）11、15、17
	 内野
権美淑（韓国）　　　12、9、14	 村松
李正任（韓国）　-19、14、10、-17、13	 遠藤
▼2回戦
喬紅（中国）　　　　19、17、13	 河合
洪順花　　　　-20、17、-10、17、11	 富永
チャイ・ポワ（香港）　　9、15、13	 石田
内山　　　　　　　8、8、9	 河辺
▼準々決勝
喬紅　　　　-12、-13、12、17、16	 洪順花
チャイ・ポワ　-15、18、12、20	
	 ワン・シャオミン（フランス）
チャン・タンルイ（香港）12、15、-28、9	 胡小新
劉偉（中国）　　　　10、11　キケン	 内山
▼準決勝
喬紅　　　　19、19、18	 チャイ・ポワ
チャン・タンルイ　　21、15、-12、12	 劉偉
▼決勝
チャン・タンルイ　　16、20、-14、21	 喬紅

□男子ダブルス
▼1回戦
ヤンチ／ヤブレク（チェコ）　16、17	 大杉／内野
リンド／グルマン（スウェーデン／チェコ）
	 18、14　マルムレク（フランス）／小笠原
コルベル／ビミ（チェコ）18、-13、15	 岩崎／伊藤
大平／野中　14、23
	 シーラ／シャテラン（フランス）
P.	ジャクソン／バウワー（ニュージーランド）
	 -19、21、16　中田／清水
▼2回戦
井坂／末次　19、-11、16	 于沈潼／馬文革（中国）
齋藤／松下雄　　20、20	 リンド／グルマン
シェーレ／カールソン（スウェーデン）18、19
	 平／徳村
▼3回戦
小野／三上　　　　-17、18、14	 井坂／末次
齋藤／松下雄　　　15、14	 山内／金島
大平／野中　　　　15、17	 松下浩／渋谷
▼準決勝
齋藤／松下雄　　　　17、13	 小野／三上
シェーレ／カールソン　-19、13、17	 大平／野中
▼決勝
齋藤清／松下雄二　14、9	 シェーレ／カールソン

※ ITTF（国際卓球連盟）の国際ツアー大会として開催　※一部省略している国名表記あり。チェコ＝チェコスロバキア（1992年以前）、
ユーゴ＝ユーゴスラビア、朝鮮・北朝鮮＝朝鮮民主主義人民共和国

278



ジャパンオープン

□女子ダブルス
▼1回戦
洪順花／陸善熙（韓国）15、17
	 モク・カシャ（香港）／遠藤
シャハ／チエトリ（ネパール）キケン	 内山／富永
権美淑／李正任（韓国）11、-18、11
	 ワン（フランス）／河合
劉偉／陶海東（中国）　　14、12	 村松／内野
チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）14、15
	 北村／河辺
▼2回戦
喬紅／胡小新（中国）　　12、13	 石田／橘川
▼準決勝
喬紅／胡小新　　　15、11	 佐藤／松本
劉偉／陶海東　　　15、21	 権美淑／李正任
▼決勝
喬紅・胡小新　　　19、15	 劉偉・陶海東

全日空杯第2回ジャパンオープン
1990年11月16～19日、於：代々木第二体育館

●男子日本選手団
齋藤清（日産自動車）、渡辺武弘（協和発酵）、岩崎
清信（日産自動車）、渋谷浩（川崎製鉄）、小野誠治（ヤ
マハ）、糠塚重造（川崎製鉄）、山本恒安（シチズン
時計）、森本洋治（上宮高）、三上雅也（ヤマハ）、伊
藤誠（シチズン時計）、竹之内君明（協和発酵）、横
山敬民（近畿大）、糀谷博和（早稲田大）、平亮太（早
稲田大）、今枝一郎（愛工大名電高）、仲村錦治郎（明
徳義塾高）、松下浩二（協和発酵）
●女子日本選手団
星野美香（太陽神戸三井銀行）、佐藤利香（武田薬
品湘南）、下長智子（十六銀行）、福田礼子（川崎製
鉄）、室重明世（青山学院大）、山下富美代（松下電
工）、大野知子（武蔵野高）、青池優美（白鵬女子高）、
河合雅世（白鵬女子高）、橘川美紀（武田薬品工業）、
小林薫（川崎製鉄）

□男子団体
▼1回戦

〈フランス　3─1　日本B〉
○ガシアン　　　　　17、-16、9	 松下　
○マルムレク　　　　22、17	 糠塚　
　マルムレク／シーラ　16、-15、-16
	 松下／山本○
○ガシアン　　　　　13、14	 糠塚　
　シーラ　　　　　　───	 山本　
▼準々決勝

〈日本A　3─0　ソ連〉
○渋谷　　　　　10、17	 サムソノフ　
○齋藤　　　　　17、19	 シミレフ　
○齋藤／岩崎　17、12	 サムソノフ／ムルゾフ　
　渋谷　　　　　　───	 シミレフ　
　岩崎　　　　　　───	 ムルゾフ　
▼準決勝
〈スウェーデン　3─0　チャイニーズタイペイ〉
○リンド　　　　　12、13	 林惟鐘　
○パーソン　　　　20、-19、20	 呉文嘉　
○パーソン／ワルドナー　19、-17、20
	 林惟鐘／馮聖欽　
　リンド　　　　　───	 呉文嘉　
　ワルドナー　　　───	 馮聖欽　

〈中国　3─2　日本A〉
　王涛　　　　　　12、-20、-19	 齋藤○
○馬文革　　　　　13、17	 渋谷　
　馬文革／謝超杰　-15、-18	 齋藤／岩崎○
○王涛　　　　　　13、-14、19	 渋谷　
○謝超杰　　　　　12、18	 岩崎　
▼決勝

〈スウェーデン　3─1　中国〉
○リンド　　　　　17、20	 謝超杰　
○パーソン　　　　10、11	 馬文革　

　パーソン／アペルグレン　-14、-12
	 謝超杰／王涛○
○リンド　　　　　　21、12	 馬文革　
　アペルグレン　　　───	 王涛　

□女子団体
▼1回戦
〈日本B　3─2　チャイニーズタイペイ〉

○青池　　　　　12、15	 崔秀里　
　山下　　　　　-18、20、-17	 徐競○
○山下／青池　　3、7	 徐競／崔秀里　
　青池　　　　　-7、-15	 徐競○
○山下　　　　　18、-16、9	 崔秀里　
▼準々決勝

〈日本B　3─2　韓国〉
○山下　　　　　10、13	 郭採淑　
　青池　　　　　-12、-19	 李正任○
○山下／青池　-17、18、10	 李正任／郭採淑　
　山下　　　　　-16、19、-18	 李正任○
○青池　　　　　13、18	 郭採淑　
▼準決勝

〈中国　3─2　日本A〉
　陳子荷　　　　-22、19、-23	 星野○
○樊建欣　　　　12、7	 下長　
○李隽／丁亜萍　　14、17	 佐藤／下長　
　樊建欣　　　　-20、17、-11	 星野○
○陳子荷　　　　19、15	 下長　

〈香港　3─0　日本B〉
○チャイ・ポワ　　　14、18	 山下　
○チャン・タンルイ　21、14	 青池　
○チャイ・ポワ／チャン・タンルイ
	 18、-18、17　大野／室重　
　チャン・タンルイ　───	 山下　
　チャイ・ポワ　　　───	 青池　
▼決勝

〈中国　3─2　香港〉
○丁亜萍　　　14、12	 チャイ・ポワ　
○樊建欣　　12、-19、15	 チャン・タンルイ　
　丁亜萍／李隽　　17、-19、-17
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ○
　樊建欣　　　　-10、-15	 			チャイ・ポワ○
○丁亜萍　　　　16、17	 チャン・タンルイ　

□男子シングルス
▼2回戦
ワルドナー（スウェーデン）-18、14、18、18
	 伊藤
呉文嘉（チャイニーズタイペイ）16、10、-18、15
	 森本
リンド（スウェーデン）13、15、-14、18	 渡辺
渋谷　　19、18、15	 シャテラン（フランス）
馬文革（中国）　　-15、13、11、-15、15	 横山
パーソン（スウェーデン）　　13、15、15	 三上
謝超杰　　　　　　14、13、18	 糀谷
李哲承（韓国）　　　15、-19、18、21	 齋藤
山本　16、-16、-15、15、20	 カノウ（ブラジル）
アペルグレン（スウェーデン）　9、16、23	 平
▼3回戦
渋谷　　　18、24、15	 リンド（スウェーデン）
アペルグレン　　　　16、15、13	 山本
▼準々決勝
ワルドナー　19、-11、12、-19、13
	 リ・グンサン（北朝鮮）
馬文革（中国）　　-21、-10、8、11、18	 渋谷
キム・ソンヒ（北朝鮮）	 20、-19、-20、10、16	
	 パーソン
アペルグレン　14、13、-13、20
	 ガシアン（フランス）
▼準決勝
ワルドナー　　　14、18、-17、18	 馬文革
アペルグレン　　22、15、15	 キム・ソンヒ
▼決勝
ワルドナー　　19、-10、15、20	 アペルグレン

□女子シングルス
▼2回戦
陳子荷（中国）　　　　　8、11、12	 青池
星野　　14、17、-16、9	 メルニック（ソ連）
丁亜萍（中国）　　6、8、-8、-21、21	 大野
李隽（中国）　　　　　13、8、15	 河合
徐競（チャイニーズタイペイ）17、-16、13、16
	 佐藤
ワン（フランス）　　　　　9、15、14	 室重
▼準々決勝
陳子荷　　　　　19、20、17	 星野
丁亜萍　19、21、14	 チャン・タンルイ（香港）
徐競　　　　　　11、16、19	 李隽
樊建欣（中国）　　17、17、15	 ワン
▼準決勝
陳子荷　　　　　19、9、10	 丁亜萍
徐競　　　　　-15、16、18、-15、20	 樊建欣
▼決勝
陳子荷　　　　　11、-19、14、16	 徐競

□男子ダブルス
▼2回戦
ワルドナー／アペルグレン（スウェーデン）18、8
	 糀谷／平
ガシアン／モメシン（フランス）17、21	齋藤／岩崎
竹之内／山本　18、8
	 呉文嘉／馮聖欽（チャイニーズタイペイ）
▼準々決勝
パーソン／リンド（スウェーデン）13、-15、10
	 竹之内／山本
▼準決勝
ワルドナー／アペルグレン　12、17
	 ガシアン／モメシン
パーソン／リンド　-21、16、19
	 馬文革／謝超杰（中国）
▼決勝
パーソン／リンド　-12、19、15
	 ワルドナー／アペルグレン

□女子ダブルス
▼1回戦
メルニク／メドベテワ（ソ連）16、-19、15
	 小林／青池
李正任／郭採淑（韓国）　　19、21	 福田／佐藤
徐競／崔秀里（チャイニーズタイペイ）
	 15、-18、13　下長／室重
▼準々決勝
星野／橘川　　11、11	 陳子荷／欒健欣（中国）
▼準決勝
斉宝華／陳丹蕾（香港）　13、-5、17	 星野／橘川
丁亜萍／李隽　　　11、15	 李正任／郭採淑
▼決勝
丁亜萍／李隽　　-15、16、16	 斉宝華／陳丹蕾

全日空杯第3回ジャパンオープン
1991年9月5～8日、於：真駒内屋内競技場

●男子日本選手団
岩崎清信（日産自動車）、渋谷浩（川崎製鉄）、松下
浩二（協和発酵）、糀谷博和（早稲田大）、森本洋治
（日本大）、仲村錦治郎（明徳義塾高）、山本恒安（シ
チズン時計）、伊藤誠（シチズン時計）、三上雅也（ヤ
マハ）、佐藤真二（協和発酵）、田中卓也（埼玉工業大）、
渡辺武弘（協和発酵）、松下雄二（協和発酵）、中田
幸信（明治大）、今枝一郎（愛工大名電高）、鬼頭明（愛
工大名電高）、以下北海道代表／志賀（札幌光星高）、
小林（札幌光星高）、長岡（北海学園大）、有馬（ク
ワザワ）
●女子日本選手団
佐藤利香（武田薬品湘南）、室重明世（日産自動車）、
山下富美代（松下電工彦根）、道広知子（富士短期大）、
大野知子（早稲田大）、松崎静香（日本生命）、河合
雅世（青山学院大）、松本雪乃（日産自動車）、以下
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北海道代表／桜井（北海道拓銀）、松川（北海道拓銀）、
高瀬（北海道拓銀）、木林（札幌星園高）

□男子団体
▼1回戦

〈日本B　3─0　カナダ〉
▼2回戦

〈日本B　1─3　スウェーデン〉
　森本　　　　　-12、-14	 カールソン○
　仲村　　　　　-13、16、-11	 リンド○
○糀谷／森本		-15、17、16	 リンド／パーソン　
　仲村　　　　　-18、21、-13	 カールソン○
〈日本A　3─1　チャイニーズタイペイ〉

○松下浩　　　　　12、12	 楊孟勲　
　岩崎　　　　　　-6、-19	 紀金水○
○松下浩／渋谷　　16、13	 紀金水／紀金龍　
○岩崎　　　　　8、7	 楊孟勲　

〈中国　3─0　北海道〉
○于沈潼　　　　　19、14	 志賀　
○王永剛　　　　　7、4	 小林　
○王永剛／熊柯　　14、11	 長岡／有馬　
▼準決勝

〈スウェーデン　3─0　フランス〉
○リンド　　　　　-14、21、16	 シーラ　
○カールソン　　　18、-12、18	 ガシアン　
○ワルドナー／カールソン　18、10
	 シーラ／マルムレク　

〈日本A　3─0　中国〉
○松下浩　　　　　19、17	 于沈潼　
○岩崎　　　　　　12、14	 王永剛　
○松下浩／渋谷　　16、17	 王永剛／熊柯　
▼決勝

〈スウェーデン　3─1　日本A〉
○ワルドナー　　　　　12、16	 岩崎　
　カールソン　　　　　-16、-17	 松下浩○
○パーソン／リンド		19、-14、20	 松下浩／渋谷　
○カールソン　　　　　12、13	 岩崎　

□女子団体
▼1回戦

〈中国　3─0　日本B〉
○喬雲萍　　　　　9、13	 大野　
○高軍　　　　　　14、11	 河合　
○鄧亜萍／喬紅　　12、10	 道広／松本　
〈日本A　3─2　チャイニーズタイペイ〉

○山下　　　　14、14	 崔秀里　
　松崎　　　　-17、-8	 林麗如○
　佐藤／室重　-19、18、-20	 崔秀里／白慧嬰○
○山下　　　　18、19	 林麗如　
○佐藤　　　　9、19	 白慧嬰　

〈フランス　3─1　北海道〉
○ルラニック　　　-20、9、14	 桜井　
○クーバ　　　　　19、-19、17	 松川　
　クーバ／イケル　-17、-17	 高瀬／木林○
○ルラニック　　　15、-11、10	 松川　
▼準決勝

〈中国　3─0　香港〉
〈日本A　3─0　フランス〉

○佐藤　　　　　15、19	 ルラニック　
○山下　　　　　16、12	 クーバ　
○佐藤／室重　　12、9	 クーバ／イケル　
▼決勝

〈中国　3─1　日本A〉
○高軍　　　　　　17、11	 佐藤　
　喬雲萍　　　　　14、-16、-16	 山下○
○鄧亜萍／喬紅　　14、12	 佐藤／室重　
○高軍　　　　　　12、15	 山下　
　鄧亜萍　　　　　───	 松崎　

□男子シングルス
▼1回戦
マルムレク（フランス）16、-17、-17、9、12	 糀谷
岩崎　　　　　-19、16、15、16	 有馬
山本　　　　　　13、14、13	 小林

エン（カナダ）　　-16、-16、8、17、12	 中田
紀金水（チャイニーズタイペイ）
	 15、18、-14、-17、11　志賀
シーラ（フランス）　　-18、15、15、17	 今枝
松下雄　13、13、12
	 紀金龍（チャイニーズタイペイ）
鬼頭　　　　　17、-18、8、14	 長岡
▼2回戦
パーソン（スウェーデン）20、-17、-9、11、14
	 伊藤
森本　　　-14、15、18、17	 黄立（中国）
于沈潼（中国）　　　15、10、17	 岩崎
ルプレスク（ユーゴ）　　11、13、-13、19	 三上
熊柯（中国）　　24、13、16	 佐藤
松下浩　　　12、12、11	 オヤマ（ブラジル）
リンド（スウェーデン）　　21、15、18	 山本
ガシアン（フランス）　　　15、14、13	 田中
カールソン（スウェーデン）　13、31、7	 渡辺
紀金水　　　　　18、20、20	 渋谷
松下雄　　17、-24、18、17	 カノ（ブラジル）
栗光（中国）　　　-12、14、15、18	 仲村
ワルドナー（スウェーデン）-14、-20、7、12、9
	 鬼頭
▼3回戦
パーソン　　　　　19、14、16	 森本
リンド　　　　　　-18、18、20、17	 松下浩
王永剛（中国）　　　8、12、19	 松下雄
▼準々決勝
パーソン　　　　17、14、18	 ファン
リンド　　　　　21、11、-19、10	 熊柯
カールソン　　　16、12、10	 紀金水
ワルドナー　　　9、-21、15、18	 王永剛
▼準決勝
リンド　　　18、11、-18、-14、19	 パーソン
ワルドナー　12、-15、-12、14、10	 カールソン
▼決勝
ワルドナー　　-15、14、15、-12、9	 リンド

□女子シングルス
▼1回戦
鄧亜萍（中国）　　　　14、9、11	 高瀬
クーバ（フランス）　16、-14、-19、5、15	 道広
徐競（チャイニーズタイペイ）14、12、-17、14
	 松本
松川　-13、-19、22、9、20	 バデスク（ルーマニア）
白慧嬰（チャイニーズタイペイ）-13、19、18、17
	 大野
チャン・タンルイ（香港）　　7、12、4	 桜井
喬雲萍（中国）　　　19、14、-21、14	 室重
河合　　16、13、18　	 チャン・スクエン（香港）
喬紅（中国）　　　　　7、9、17	 木林
▼2回戦
松崎　　　　　18、14、17	 松川
チャン・タンルイ　　14、-18、13、13	 佐藤
山下　11、-14、18、-19、15	 ハラコワ（チェコ）
喬紅　　　　　　11、11、9	 河合
▼準々決勝
高軍（中国）　　　-17、13、14、8	 松崎
喬紅　　　　　　　15、12、12	 山下
▼決勝
鄧亜萍　　　　　　10、11、17	 喬紅

□男子ダブルス
▼1回戦
佐藤／山本　-16、11、20
	 シーラ／マルムレク（フランス）
今枝／鬼頭　　　　　13、15	 有馬／長岡
森本／糀谷　　　　　7、9	 小林／志賀
黄立／栗光（中国）　13、-13、17	 田中／中田
▼2回戦
パーソン／リンド（スウェーデン）14、20
	 伊藤／三上
紀金龍／紀金水（チャイニーズタイペイ）14、14
	 岩崎／仲村

ファン／エン（カナダ）　　11、11	 佐藤／山本
于沈潼／王永剛（中国）		-6、15、20	 今枝／鬼頭
渡辺／松下雄　14、13
	 ワルドナー／カールソン（スウェーデン）
熊柯／江加良（中国）　　16、20	 糀谷／森本
▼準々決勝
渡辺／松下雄　　-17、19、11	 熊柯／江加良
渋谷／松下浩　　-14、21、17	 黄立／栗光
▼準決勝
于沈潼／王永剛　-12、20、16	 パーソン／リンド
渋谷／松下浩　　-15、16、16	 渡辺／松下雄
▼決勝
于沈潼／王永剛　　　12、19	 渋谷／松下浩

□女子ダブルス
▼1回戦
鄧亜萍／喬紅（中国）　　13、7	 高瀬／木林
崔秀里／白慧嬰（チャイニーズタイペイ）
	 18、-19、14　大野／河合
高軍／喬雲萍（中国）　　11、6	 松川／桜井
室重／松本　15、-11、16
	 徐競／林麗如（チャイニーズタイペイ）
チャン・タンルイ／チャイ・ポワ（香港）12、15
	 松崎／道広
▼2回戦
ハラコワ／バトルフィ（チェコ／ハンガリー）
	 17、18　山下／佐藤
高軍／喬雲萍　　　-15、16、8	 室重／松本
▼準決勝
鄧亜萍／喬紅　　15、17	 ハラコワ／バトルフィ
高軍／喬雲萍　　11、16
	 チャン・タンルイ／チャイ・ポワ
▼決勝
鄧亜萍／喬紅　　15、-17、19	 高軍／喬雲萍

全日空グランプリ '92
1992年6月4～7日、於：富士体育館

●男子日本選手団
今枝一郎（愛工大名電高）、渡辺武弘（協和発酵）、
森本洋治（日本大）、仲村錦治郎（明徳義塾高）、渋
谷浩（川崎製鉄）、松下浩二（協和発酵）、以下静岡
代表／井上哲、黒下繁、小林史幸、先原満、増田、
則竹
●女子日本選手団
今井美恵（日本電気相模原）、大場範子（中央大）、
松本雪乃（日産自動車）、星野美香（さくら銀行）、
佐藤利香（武田薬品湘南）、山下富美代（松下電工彦
根）、以下静岡代表／高木清美、内野文、起、小山生
穂、牧野純子、野村利到子、山口サユリ、杉山

□男子団体
▼1回戦

〈静岡　3─1　チャイニーズタイペイ〉
〈日本　3─0　モルディブ〉

▼2回戦
〈静岡　1─3　スウェーデン〉

　増田　　　　-15、-18	 アペルグレン○
○則竹　　　　-21、19、19	 ワルドナー　
　先原　　　　-18、-12	 リンド○
　増田　　　　-12、-11	 ワルドナー○

〈日本　0─3　韓国〉
　松下　　　　-13、-11	 姜熙燦○
　仲村　　　　-14、-13	 金擇洙○
　渡辺　　　　-16、-16	 李哲承○
▼準決勝

〈中国　3─2　スウェーデン〉
○王涛　　　　-19、18、13	 リンド　
　馬文革　　　-12、20、19	 アペルグレン○
　呂林　　　　-16、19、-20	 ワルドナー○
○王涛　　　　20、22	 アペルグレン　
○馬文革　　　　17、-17、13	 リンド　
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〈韓国　3─2　チェコ〉
　金擇洙　　　　-18、14、-19	 グルマン○
○姜熙燦　　　　17、13	 コルベル　
　李哲承　　　　-17、17、-19	 ヤブレク○
○金擇洙　　　　15、12	 コルベル　
○姜熙燦　　　　-18、11、19	 グルマン　
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○馬文革　　　　13、19	 姜熙燦　
○王涛　　　　　-14、11、18	 金擇洙　
○呂林　　　　　13、12	 李哲承　

□女子団体
▼1回戦　　〈日本　3─0　ブラジル〉
▼2回戦　　〈静岡　0─3　韓国〉
　野村　　　　　-11、-8	 洪次玉○
　杉山　　　　　-6、-16	 玄静和○
　山口　　　　　-12、-13	 洪順花○

〈日本　1─3　ルーマニア〉
　山下　　　　　-21、-19	 バデスク○
○星野　　　　　12、12	 チオス　
　佐藤　　　　　19、-19、-22	 ボゴスロフ○
　星野　　　　　-14、-18	 バデスク○
▼準決勝

〈韓国　3─1　香港〉
○玄静和　　　　15、13	 チャイ・ポワ　
　洪順花　　　　-18、-22	 チャン・タンルイ○
○洪次玉　　　　8、9	 チャン・スクエン　
○玄静和　　-17、21、14	 チャン・タンルイ　

〈中国　3─0　ルーマニア〉
○喬紅　　　　　　14、17	 バデスク　
○鄧亜萍　　　　　10、17	 ボゴスロフ　
○高軍　　　　　　17、10	 チオス　
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
　○鄧亜萍　　　　-14、14、20	 洪次玉　
　○喬紅　　　　　7、16	 玄静和　
　○高軍　　　　　12、18	 洪順花　

□男子シングルス
▼1回戦
ゴルバデ（インド）　-13、-18、9、19、11	 井上
宋智傑（チャイニーズタイペイ）17、15、14	 黒下
▼2回戦
ワルドナー（スウェーデン）　13、19、17	 今枝
プリモラッツ（クロアチア）　14、11、9	 渡辺
松下　　12、11、11	 ワルソノ（インドネシア）
カノウ（ブラジル）　　-15、19、14、12	 仲村
王涛（中国）　　14、-19、-16、15、13	 森本
渋谷　-14、17、6、10
	 蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
▼3回戦
馬文革（中国）　　　10、13、22	 松下
金擇洙（韓国）　　　15、16、16	 渋谷
▼準々決勝
ワルドナー　15、-19、16、-18、15	 コルベル
リンド　　　21、-18、13、-19、18	 馬文革
于沈潼（中国）17、-15、15、9	 セイブ（ベルギー）
王涛　　　　　16、21、13	 金擇洙
▼準決勝
リンド　　　　18、16、-17、18	 ワルドナー
王涛　　　　　12、16、-4、19	 于沈潼
▼決勝
王涛　　　　　14、17、-15、13	 リンド

□女子シングルス
▼1回戦
フジイ（ブラジル）　　　13、14、18	 高木
星野　　10、10、15	 ボゴスロフ（ルーマニア）
洪順花（韓国）　　19、-13、17、13	 今井
佐藤　　　11、10、15	 ジー（アメリカ）
高軍（アメリカ）　　　13、18、19	 内野
玄静和（韓国）　　　　10、7、10	 大場
山下　　　　9、5、8	 ドチ（ブラジル）

松本　	18、18、20	 スベンソン（スウェーデン）
▼3回戦
鄧亜萍（中国）　　　8、22、-16、19	 星野
チャン・タンルイ（香港）　　10、18、18	 佐藤
張琴（中国）　　　　16、12、20	 山下
チャイ・ポワ（香港）　　10、12、13	 松本
▼準々決勝
鄧亜萍　　　　10、18、13	 洪順花
高軍　　19、-14、10、17	 チャン・タンルイ
張琴　　　　16、-15、15、15	 玄静和
喬紅（中国）　　　14、17、10	 チャイ・ポワ
▼準決勝
鄧亜萍　　　　　　17、14、23	 高軍
喬紅　　　　　　16、-19、18、6	 張琴
▼決勝
鄧亜萍　　　　　17、17、-14、20	 喬紅

□男子ダブルス
▼1回戦
小林／先原　15、17
	 ワルソノ／ダ・コスタ（インドネシア）
渡辺／仲村　15、-16、12	
	 楊孟勲／宋智傑（チャイニーズタイペイ）
森本／今枝　10、10
	 ラ・シード／イブラヒム（モルジブ）
▼2回戦
王涛／呂林（中国）　　　18、19	 小林／先原
セイブ／プリモラッツ（ベルギー／クロアチア）
	 -18、12、12　渡辺／仲村
ワルドナー／アペルグレン（スウェーデン）
	 16、15　森本／今枝
▼準々決勝
王涛／呂林		-19、10、10		カノウ／オヤマ（ブラジル）
渋谷／松下　-19、15、12
	 金擇洙（韓国）／リンド（スウェーデン）
馬文革／于沈潼（中国）16、-12、13
	 セイブ／プリモラッツ
ワルドナー／アペルグレン　18、20
	 姜熙傑／李哲承（韓国）
▼準決勝
渋谷／松下　　　　12、14	 王涛／呂林
馬文革／于沈潼	10、13	 ワルドナー／アペルグレン
▼決勝
馬文革／于沈潼　　-19、17、19	 渋谷／松下

女子ダブルス
▼1回戦
王明月／候淑玲（チャイニーズタイペイ）6、13
	 小山／牧野
崔秀里／陳秋丹（チャイニーズタイペイ）17、17
	 野村／山口
▼2回戦
洪順花／李正任（韓国）14、-19、14	 佐藤／松本
玄静和／洪次玉（韓国）　　17、20	 大場／今井
▼準々決勝
鄧亜萍／喬紅（中国）17、10
	 バデスク／ボゴスロフ（ルーマニア）
洪順花／李正任　-9、18、16
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）
星野／山下　　　16、19	 高軍／張琴（中国）
玄静和／洪次玉　8、14
チオス／スベンソン（ルーマニア／スウェーデン）
▼準決勝
鄧亜萍／喬紅　　-18、18、16	 洪順花／李正任
玄静和／洪次玉　　12、17	 星野／山下
▼決勝
玄静和／洪次玉　　-13、19、14	 鄧亜萍／喬紅

全日空グランプリ '93
1993年4月5～8日、於：岡山県体育館

●男子日本選手団
田﨑俊雄（明治大）、今枝一郎（愛知工業大）、増田

秀文（専修大）、竹谷康一（埼工大深谷）、遊澤亮（上
宮高）、村上裕和（埼工大深谷高）、森本洋治（日本大）、
鬼頭明（愛知工業大）、以下岡山代表／萩原卓己、渡
辺均、石山義浩、大森隆弘
●女子日本選手団
佐藤利香（武田薬品湘南）、河野文江（白鵬女子高）、
浜田華奈子（土佐女子高）、西飯由香（白子高）、松
岡りか（松下電器）、大柿柴保（白鵬女子高）、梅村
礼（札幌日大高）、以下岡山代表／高草由紀、知念梨
乃、湊千賀子、笠井ひろみ

□男子シングルス
▼1回戦
王飛（中国）　　　-19、19、15、19	 遊澤
▼2回戦
増田　14、-19、12、-12、15	 カリニッチ（IFP）
呂林（中国）　　　　13、6、11	 大森
マルムレク（フランス）　　12、20、20	 今枝
劉南奎（韓国）　　-21、13、19、17	 村上
ルプレスク（IFP）　　-19、13、11、16	 石山
シャテラン（フランス）　　10、14、14	 竹谷
▼3回戦
ワルドナー（スウェーデン）　16、20、17	 増田
呂林		19、-20、-21、17、13	モメサン（フランス）
リンド（スウェーデン）　9、15、16	 マルムレク
フォン・シェーレ（スウェーデン）
	 -19、19、15、19　王飛（中国）
劉南奎　-17、10、12、16
	 紀金水（チャイニーズタイペイ）
カールソン（スウェーデン）　14、16、13	 田﨑
王涛（中国）　　6、16、10	 ルプレスク（IFP）
パーソン（スウェーデン）16、-8、13、-9、16
	 シャトラン
▼準々決勝
呂林　　　21、-19、20、14	 ワルドナー
リンド　　　10、18、20	 フォン・シェーレ
カールソン　13、-14、-16、16、14	 劉南奎
王涛　　　　-19、18、-9、15、14	 パーソン
▼準決勝
リンド　　　-11、18、-19、12、14	 呂林
王涛　　　　14、13、-8、19	 カールソン
▼決勝
王涛　　　　16、8、-12、-20、17	 リンド

□女子シングルス
▼1回戦
陳静（チャイニーズタイペイ）　18、5、9	 高草
張琴（中国）　　　　8、14、11	 浜田
松岡　17、-19、17、-11、16
	 スベンソン（スウェーデン）
陳子荷（中国）　　　7、20、12	 河野
佐藤　-13、15、19、-19、15	 フェン（アメリカ）
鄔娜（中国）　　　　　6、6、7	 知念
バデスク（ルーマニア）　　22、16、12	 西飯
徐競（チャイニーズタイペイ）18、17、18	 大柿
▼2回戦
チャン・タンルイ（香港）-14、13、13、9	 松岡
チャイ・ポワ（香港）　　　22、19、7	 佐藤
▼準々決勝
陳静　　　　-16、18、-20、18、23	 張琴
チャン・タンルイ　　18、12、-10、19	 陳子荷
チャイ・ポワ　　　　14、16、15	 鄔娜
高軍（中国）　-16、18、17、17	 洪次玉（韓国）
▼準決勝
チャン・タンルイ　-20、18、-23、11、12	 陳静
チャイ・ポワ　　　　15、19、15	 高軍
▼決勝
チャイ・ポワ		17、15、-21、20	 チャン・タンルイ

□男子ダブルス
▼1回戦
竹谷／遊澤　16、15
	 チャン・チミン／ボン・ユーベン（香港）
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▼2回戦
カールソン／フォン・シェーレ（スウェーデン）
	 12、-14、13　田﨑／村上
劉南奎／金擇洙（韓国）　　19、14	 萩原／渡辺
今枝／増田　17、18
	 紀金水／蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
王涛／呂林（中国）　　　11、17	 竹谷／遊澤
▼準々決勝
カールソン／フォン・シェーレ　10、8
	 ルプレスク／グルイッチ（IFP）
劉南奎／金擇洙　10、15
	 モメサン／マルムレク（フランス）
パーソン／リンド（スウェーデン）15、11
	 今枝／増田
王涛／呂林　6、13
	 カリニッチ／シャテラン（IFP ／フランス）
▼準決勝
劉南奎／金擇洙　19、-14、14
	 カールソン／フォン・シェーレ
王涛／呂林　　　18、18	 パーソン／リンド
▼決勝
王涛／呂林　　12、-15、15	 劉南奎／金擇洙	

□女子ダブルス
▼1回戦
金分植／朴海晶（韓国）　　14、9	 西飯／浜田
チャイ・ポワ／チャン・タンルイ（香港）
	 -17、14、17　河野／大柿
張琴／鄔娜（中国）　　　13、5	 湊／笠井
▼準々決勝
金分植／朴海晶		12、-13、18	陳子荷／高軍（中国）
ルプレスク／フェン（IFP ／アメリカ）
	 -17、15、25　チャイ・ポワ／チャン・タンルイ
陳静／陳秋丹（チャイニーズタイペイ）14、16
	 張琴／鄔娜
玄静和／洪次玉（韓国）　　9、17	 佐藤／松岡
▼準決勝
金分植／朴海晶　　15、15	 ルプレスク／フェン
玄静和／洪次玉　　18、14	 陳静／陳秋丹
▼決勝
金分植／朴海晶　　17、12	 玄静和／洪次玉

全日空グランプリ '94
1994年6月9～12日、於：旭川市総合体育館

●男子日本選手団
松下浩二（日産自動車）、渋谷浩（川崎製鉄千葉）、
糀谷博和（びわこ銀行）、増田秀文（専修大）、田﨑
俊雄（明治大）、倉嶋洋介（埼工大深谷高）、以下北
海道・旭川代表／高橋亨、二上雅一、棟方雅弘、塙
静馬、武田賢治、長岡日出樹
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、佐藤利香（武田薬品）、海津
富美代（松下電工彦根）、河野文江（白鵬女子高）、
岡崎恵子（仙台育英高）、室重明世（十六銀行）、以
下北海道・旭川代表／今井美智子、藤森隆子、高瀬
朋美、桜井聖子、高橋陽子、小沢真美

□男子団体
▼2回戦

〈日本　3─0　ギリシャ〉
○松下　　　　17、16	 ブロティノス　
○田﨑　　　　　11、21	 コルドーティス　
○松下／渋谷　16、14
	 ブロティノス／コルドーティス　

〈韓国　3─0　北海道〉
▼準決勝

〈中国　3─2　日本〉
　陳衛星　　　　-13、-12	 渋谷○
○王飛　　　　　-25、17、15	 松下　
○王飛／陳衛星　18、13	 渋谷／松下　
　王飛　　　　　5、-17、-14	 渋谷○
○陳衛星　　　　-18、22、15	 松下　

〈韓国　3─0　チャイニーズタイペイ〉
○金擇洙　　　　　12、-19、16	 呉文嘉　
○劉南奎　　　　　7、16	 蒋澎龍　
○劉南奎／金擇洙　9、18	 呉文嘉／馮聖欽　
▼決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○王涛　　　　　17、17	 劉南奎　
○王飛　　　　　12、16	 金擇洙　
○王涛／王飛　　18、15	 劉南奎／金擇洙　

□女子団体
▼1回戦

〈日本　3─1　チャイニーズタイペイ〉
○岡崎　　　　20、21	 崔秀里　
○佐藤　　　　8、10	 白慧嬰　
　佐藤／海津　-18、13、-16	 崔秀里／白慧嬰○
○佐藤　　　　12、-19、16	 崔秀里　

〈中国　3─0　北海道〉
▼準決勝

〈中国　3─0　香港〉
○王晨　　　　　20、-17、18	 チャイ・ポワ　
○劉偉　　　　　12、11	 チャン・タンルイ　
○王晨／鄔娜　　17、-19、19
	 チャイ・ポワ／チャン・タンルイ

〈韓国　3─0　日本〉
○金武校　　　　　10、15	 佐藤　
○柳智恵　　　　　13、-17、10	 岡崎　
○金武校／金分植　-14、16、19	 佐藤／海津　
▼決勝

〈中国　3─2　韓国〉
　鄔娜　　　　　　-16、-15	 金武校○
○王晨　　　　　15、7	 朴海晶　
　鄔娜／王晨　　　-19、-20	 朴海晶／柳智恵○
○王晨　　　　　15、9	 金武校　
○鄔娜　　　　　　10、9	 朴海晶　

□男子シングルス
▼1回戦
バリン（フランス）　　10、10、21	 高橋
劉強（中国）　　　　　12、14、17	 長岡
楊孟勲（チャイニーズタイペイ）
	 9、-15、-19、16、16　倉嶋
▼2回戦
カリニッチ（IFP）　　19、11、17	 増田
糀谷　　　　20、-18、-17	 チオカ（ギリシャ）
渋谷　-16、-17、16、10、8	 バブール（インド）
田﨑		12、18、19	 馮聖欽（チャイニーズタイペイ）
松下　　　　14、16、10	 バサク（インド）
▼3回戦
劉南奎（韓国）　　　-17、15、10、13	 糀谷
渋谷		18、15、17	 呉文嘉（チャイニーズタイペイ）
ジョニー・ファン（カナダ）　14、11、13	 田﨑
松下		20、19、19	 謝文堂（チャイニーズタイペイ）
▼準々決勝
馬文革（中国）14、19、16	リンド（スウェーデン）
金擇洙（韓国）12、18、14	 渋谷
王涛（中国）　　　　13、14、-16、17	 松下
ジョニー・ファン　　14、-15、10、18	 劉南奎
▼準決勝
馬文革　　　　　21、15、9	 金擇洙
ジョニー・ファン　　19、-12、19、13	 王涛
▼決勝
ジョニー・ファン　　17、20、-12、18	 馬文革

□女子シングルス
▼1回戦
崔秀里（チャイニーズタイペイ）16、18、7	 今井
▼2回戦
柳智恵（韓国）　　　　　14、19、19	 佐藤
唐薇依（中国）　　　　　7、15、10	 室重
徐競（チャイニーズタイペイ）18、7、-19、18
	 河野
バデスク（ルーマニア）　-18、12、19、19	 岡崎
小山　　　　10、13、8	 コサカ（ブラジル）

海津　10、-20、-18、16、15	 クーバ（フランス）
鄔娜（中国）　　　　　9、13、11	 小沢
▼3回戦
小山　　　　　11、15、17	 金武校（韓国）
ジン・ジュンホン（シンガポール）
	 -10、21、19、11　海津
▼準々決勝
チャイ・ポワ（香港）-19、14、-17、15、10	鄔娜
王晨（中国）　　15、12、-15、-14、19	 小山
唐薇依		16、17、-21、-12、18	 ジン・ジュンホン
劉偉（中国）-16、9、-15、11、14
	 陳静（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
唐薇依　　　　　-13、18、20、10	 劉偉
チャイ・ポワ　　15、-13、17、22	 王晨
▼決勝
唐薇依　　　　17、19、11	 チャイ・ポワ

荻村杯・全日空グランプリ '95
1995年6月8～11日、於：沖縄コンベンションセンター

●男子日本選手団
渋谷浩（川崎製鉄千葉）、松下浩二（日産自動車）、
田﨑俊雄（明治大）、今枝一郎（愛知工業大）、岩崎
清信（日産自動車）、仲村錦治郎（大正大）、以下沖
縄代表／花木友明、島袋健、宮城武、工藤康彦
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、河野文江（武田薬品）、岡崎
恵子（近畿大）、坂田愛（日本生命）、大野知子（十六
銀行）、西飯由香（愛知工業大）、以下沖縄代表／源
河伊都子、知念郁乃、与儀貴子、田畑円香

□男子団体
▼1回戦

〈日本　3─1　ドイツ〉
○松下　　　　-12、15、8	 カイナット　
　田﨑　　　　-17、9、-17	 フェッツナー○
○渋谷／松下	17、14	フェッツナー／カイナット　
○松下　　　　-17、19、17	 フェッツナー　
▼2回戦

〈中国　3─0　沖縄〉
〈日本　2─3　韓国〉

　今枝　　　　-13、-18	 秋教成○
○岩崎　　　　17、-15、19	 李哲承　
○渋谷／松下　15、17	 李哲承／秋教成　
　今枝　　　　-14、20、-19	 李哲承○
　岩崎　　　　-13、-18	 秋教成○
▼準決勝

〈フランス　3─0　中国〉
○シャテラン　　　-18、19、16	 秦志戩　
○レグー　　　　　-14、12、9	 王飛　
○シャテラン／レグー		-14、17、19	 王飛／張勇　

〈韓国　3─1　チャイニーズタイペイ〉
○李哲承　　　　　16、-15、16	 蒋澎龍　
　秋教成　　　　　-16、-18	 呉文嘉○
○李哲承／秋教成　16、9	 蒋澎龍／馮聖欽　
○李哲承　　　　　20、-18、13	 呉文嘉　
▼決勝

〈韓国　3─0　フランス〉
○李哲承　　　　　-15、16、15	 シャテラン　
○秋教成　　　　　-19、16、16	 レグー　
○李哲承／秋教成　14、15	 シャテラン／レグー　

□女子団体
▼1回戦

〈チャイニーズタイペイ　3─0　沖縄〉
▼準決勝

〈チャイニーズタイペイ　3─1　中国〉
　徐競　　　　　-9、-14	 楊影○
○崔秀里　　　　12、11	 王楠　
○徐競／陳秋丹　13、17	 楊影／王楠　
○徐競　　　　　-19、16、8	 王楠　
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ジャパンオープン

〈日本　1─3　韓国〉
　大野　　　　　-9、-11	 朴海晶○
○岡崎　　　　　-13、19、20	 朴鏡愛　
　岡崎／河野　　-16、-11	 朴海晶／柳智恵○
　岡崎　　　　　　-14、-18	 朴海晶○
▼決勝

〈韓国　3─1　チャイニーズタイペイ〉
　朴鏡愛　　　　　　-15、-19	 徐競○
○朴海晶　　　　　　-15、10、26	 崔秀里　
○朴海晶／柳智恵　　16、16	 徐競／陳秋丹　
○朴海晶　　　　　　-12、12、9	 徐競　

□男子シングルス
▼1回戦
ジョニー・ファン（カナダ）　12、10、15	 仲村
松下　　　　　　14、15、12	 島袋
カイナット（ドイツ）-14、15、-9、13、19	 岩崎
呉文嘉（チャイニーズタイペイ）5、11、10	 工藤
蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）11、-13、17、18
	 渋谷
シャテラン（フランス）　　　10、9、7	 宮城
オヤマ（ブラジル）　　13、-17、13、19	 今枝
田﨑　　　　　　　　　16、19、20	 花木
▼2回戦
松下　18、16、-16、5
	 グスタフソン（スウェーデン）
丁松（中国）　　　　　18、20、8	 田﨑
▼準々決勝
ジョニー・ファン　　　16、19、19	 松下
エロワ（フランス）14、13、15
	 呉文嘉（チャイニーズタイペイ）
シャテラン（フランス）11、9、-20、14	 オヤマ
丁松　　　　15、10、15	 李哲承（韓国）
▼準決勝
ジョニー・ファン　　7、-16、8、19	 エロワ
丁松　　　　　　16、8、17	 シャテラン
▼決勝
丁松　　　　　　16、8、17	 ジョニー・ファン

□女子シングルス
▼1回戦
崔秀里（チャイニーズタイペイ）16、10、12	 源河
李菊（中国）　　　　11、11、12	 田畑
金武校（韓国）　　　12、18、12	 坂田
大野　　　　　　　　4、9、8	 知念
柳智恵（韓国）　　　17、11、-14、12	 西飯
河野　17、16、17	陳秋丹（チャイニーズタイペイ）
朴海晶（韓国）　　　　6、12、6	 与儀
▼2回戦
小山　12、16、-12、19
	 崔秀里（チャイニーズタイペイ）
王楠（中国）　　　　　14、19、-19、5	 大野
ツ・ヨン（スイス）　19、-20、16、-21、15	 河野
朴海晶　　　　　　16、17、10	 岡崎
▼準々決勝
李菊　　　　　-20、16、-17、14、15	 小山
▼準決勝
李菊　15、18、18	 徐競（チャイニーズタイペイ）
朴海晶　　　16、-20、12、15	 楊影（中国）
▼決勝
朴海晶　　　15、-18、13、-17、21	 李菊

荻村杯・全日空グランプリ '96
1996年6月6～9日、於：北九州市立総合体育館

●男子日本選手団
松下浩二（日産自動車）、渋谷浩（川崎製鉄千葉）、
田﨑俊雄（明治大）、遊澤亮（明治大）、真田浩二（愛
工大名電高）、鬼頭明（愛知工業大）、以下福岡代表
／仲川明、大野智貴、荒木剛之、宮下渉
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、佐藤利香（和歌山銀行）、海
津富美代（松下電工彦根）、東童多英子（松下電工彦

根）、坂田愛（日本生命）、川越真由（四天王寺高）、
大野知子（十六銀行）、河野文江（武田薬品湘南）、
大柿柴保（専修大）、以下福岡代表／川田久美子、岩
下美穂、赤瀬美穂、村松篤子

□男子シングルス
▼1回戦
シャテラン（フランス）　10、-18、13、14	 真田
レンゲロフ（オーストリア）20、10、-19、-4、11
	 宮下
遊澤　-18、23、13、15
	 張雁書（チャイニーズタイペイ）
ラマン（インド）　　　-20、15、7、16	 大野
▼2回戦
松下　　　　　16、9、11	 レンゲロフ
渋谷　　-19、12、8、6	 ジョー・エン（カナダ）
シュラガー（オーストリア）　15、16、18	 鬼頭
田﨑　-20、-19、17、17、12
	 デビット・チャン（アメリカ）
遊澤　　　　　	 ※対戦相手キケン
▼3回戦
松下　　　　-20、16、10、11	 熊柯（中国）
李哲承（韓国）　　-19、18、-18、11、16	 遊澤
フェッツナー（ドイツ）　9、-8、13、-9、17	 渋谷
丁松（中国）　　　-13、13、15、10	 田﨑
▼準々決勝
松下　　　　-18、19、14、19	 金擇洙（韓国）
ジョニー・ファン（カナダ）
	 18、14、-19、-17、10　李哲承
フェッツナー　17、-18、17、-15、20
	 劉南奎（韓国）
丁松　12、13、21	 シュラガー（オーストリア）
▼準決勝
ジョニー・ファン　　　10、12、17	 松下
丁松　　　　　17、14、12	 フェッツナー
▼決勝
丁松　　　　15、12、17	 ジョニー・ファン

□女子シングルス
▼1回戦
赤瀬		14、15、14	 潘盈穂（チャイニーズタイペイ）
大野　　　　　19、10、8	 岩下
リー・チュンリー（ニュージーランド）
	 14、14、16　大柿
佐藤、16、19、21	游鳳芸（チャイニーズタイペイ）
ペターソン（スウェーデン）　13、11、16	 川田
ウォン・チン（香港）　　　15、13、14	 坂田
▼2回戦
喬紅（中国）　　　　　13、19、7	 河野
川越　-19、27、13、15
	 M. スベンソン（スウェーデン）
フリセコープ（オランダ）　　12、11、13	 赤瀬
柳智恵（韓国）　　17、17、-19、17	 大野
小山　　　　　12、19、13	 朱芳（中国）
佐藤　-18、13、-17、13、21
	 A. スベンソン（スウェーデン）
東童　　　-13、16、14、17	 ペタソーン
▼3回戦
フリセコープ　　　　15、15、16	 川越
小山　13、10、-19、12	 チャン・タンルイ（香港）
朴海晶（韓国）　　-18、17、15、-10、19	 佐藤
エミー・フェン（アメリカ）
	 -15、-16、16、16、17　東童
▼準々決勝
喬紅　　　8、8、19	 フリセコープ
柳智恵　　-6、19、12、-11、19	 小山
朴海晶　　-19、16、14、18	 リー・チュンリー
金武校　-12、18、15、-12、14	 エミー・フェン
▼準決勝
喬紅　　　　　16、16、15	 柳智恵
金武校　　　　15、23、15	 朴海晶
▼決勝
喬紅　　　　-19、-13、13、15、17	 金武校

□男子ダブルス
▼1回戦
シュラガー／ジンドラック（オーストリア）
	 -16、9、12　真田／鬼頭
フェッツナー／ステンベリ（ドイツ／スウェーデン）
	 5、17　ラム（香港）／仲川
▼2回戦
松下浩／渋谷　14、16
	 チャン／スウィーリス（アメリカ）
田﨑／遊澤　10、15	 バブール／ラマン（インド）
▼準々決勝
松下浩／渋谷　　11、8	 丁松／劉国正（中国）
劉南奎／李哲承（韓国）14、10
	 シュラガー／ジンドラック（オーストリア）
熊柯／馮哲（中国）14、12
	 フェッツナー／ステンベリ
金擇洙／姜熙燦（韓国）-17、16、10	 田﨑／遊澤
▼準決勝
松下浩／渋谷　　　　15、10	 劉南奎／李哲承
金擇洙／姜熙燦　　18、13	 熊柯／馮哲
▼決勝
金擇洙／姜熙燦　　12、14	 松下浩二／渋谷浩

□女子ダブルス
▼1回戦
潘盈穂／游鳳芸（チャイニーズタイペイ）22、7
	 赤瀬／村松
▼2回戦
朴瓊愛／金武校（韓国）　　13、18	 坂田／川越
小山／東童　　　　17、11	 岩下／川田
王晨／朱芳（中国）　　　13、17	 河野／大柿
▼準々決勝
朴瓊愛／金武校　　21、13	 喬紅／李菊（中国）
小山／東童　　　　11、13　
	 リー・チュンリー／M. スベンソン
	 （ニュージーランド／スウェーデン）
朴海晶／柳智恵（韓国）	10、19	王晨／朱芳（中国）
ジン・ジュンホン／バデスク（シンガポール／ルーマニア）
	 15、17　フリセコープ／ノール（オランダ）
▼準決勝
小山／東童　　19、-15、11	 朴瓊愛／金武校
朴海晶／柳智恵　18、15
	 ジン・ジュンホン／バデスク
▼決勝
朴海晶／柳智恵　　15、19	 小山ちれ／東童多英子

荻村杯・全日空グランプリ '97
1997年6月20～23日、於：千葉ポートアリーナ

●男子日本選手団
岩崎清信（日産自動車）、松下浩二（ミキハウス）、
渋谷浩（日産自動車）、田﨑俊雄（明治大）、遊澤亮
（明治大）、木方慎之介（明治大）、真田浩二（愛知工
業大）、増田秀文（健勝苑京都）、谷口祐二（上宮高）、
大柿智彦（愛工大名電高）、倉嶋洋介（明治大）
●女子日本選手団
松岡りか（松下電器）、坂田愛（日本生命）、岡崎恵子（日
本生命）、梅村礼（日本生命）、西飯由香（愛知工業
大）、武田明子（四天王寺高）、川越真由（四天王寺
高）、小西杏（四天王寺高）、河村朋枝（青山学院大）、
高橋美代子（富士短期大）、坂田倫子（健勝苑京都）

□男子シングルス
▼第1ステージ
真田　　-17、10、13	 シュレーダー（ドイツ）
金承煥（韓国）　　　　13、19	 岩崎
ペリー（イングランド）　　　20、19	 木方
モンラッド（デンマーク）　　15、-19、21	 倉嶋
ホーカンソン（スウェーデン）-17、8、10	 大柿
増田　　　　13、10	 ユン（香港）
▼第2ステージ1回戦
ポドピンカ（ベルギー）　　18、14、5	 真田
金承煥　　　　-29、-19、19、13、11	 木方
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田﨑　	18、13、11	 ピアセンティニ（イタリア）
サイド（イギリス）11、-15、15、-13、19	 増田
王励勤（中国）　　　13、13、12	 遊澤
▼2回戦
渋谷　　　-19、16、20、17	 梁柱恩（香港）
シーラ（フランス）-19、17、18、-18、13	 田﨑
松下　　　　22、14、19	 朴相俊（韓国）
▼3回戦
プリモラッツ（クロアチア）14、12、-18、11	渋谷
パーソン（スウェーデン）　　16、10、16	 松下
▼準々決勝
ワルドナー（スウェーデン）
	 -19、18、18、-15、16　プリモラッツ
閻森（中国）　19、12、19	 J. セイブ（ベルギー）
ロスコフ（ドイツ）　　　13、13、8	 シーラ
王励勤　　　　14、13、19	 パーソン
▼準決勝
ワルドナー　　　-15、15、18、16	 閻森
王励勤　　　14、13、-18、14	 ロスコフ
▼決勝
ワルドナー　　　11、21、18	 王励勤

□女子シングルス
▼第2ステージ1回戦
シャール（ドイツ）　　　12、11、16	 小西
ウォン・チン（香港）　　11、11、18	 川越
岡崎　　17、15、13	 デイトン（イギリス）
西飯　　-19、13、10、13	 石率知（韓国）
桑亜嬋（香港）　　9、-13、-12、17、18	 松岡
河村　-15、-17、16、24、11
	 レーゲンベッター（ルクセンブルク）
梅村　　　20、21、19	 龔躍春（中国）
石恩美（韓国）　　13、-12、18、12	 坂田倫
▼2回戦
倪夏蓮（ルクセンブルク）-15、17、17、17	 岡崎
朴海晶（韓国）　　　18、14、16	 武田
西飯　-11、-15、13、19、20
	 バトルフィ（ハンガリー）
トート（ハンガリー）　　6、15、14	 河村
坂田愛　　-23、-12、15、9、9	 李恩実（韓国）
▼3回戦
朴海晶　　　　　20、8、6	 高橋
ショップ　　　　14、16、10	 西飯
トート　　　　　12、16、13	 梅村
孫晋　　　　13、-16、11、18	 坂田愛
▼準々決勝
王晨（中国）　　11、-19、12、8	 倪夏蓮
朴海晶　　　　　17、19、18	 ショップ
トート　　19、-15、16、14	 柳智恵（韓国）
孫晋　10、15、-17、-21、12	 耿麗娟（カナダ）
▼準決勝
王晨　　　　15、10、20	 朴海晶
孫晋　　　　15、-14、14、15	 トート
▼決勝
王晨　　　　　13、-19、9、6	 孫晋

□男子ダブルス
▼第1ステージ
〈グループ1〉
谷口／大柿　13、13
	 ヤン・ミン／ピアセンティニ（イタリア）
〈グループ3〉
丁松／張勇（中国）　　-19、9、10	 真田／増田
〈グループ5〉
遊澤／木方　　20、17
ポドピンカ／フェイヤーーコナート（ベルギー／ドイツ）
〈グループ6〉
岩崎／田﨑　18、12
	 モンデロ／マンテガッツァ（イタリア）
〈グループ8〉
倉嶋／レンゲロフ（オーストラリア）-19、13、17
	 ベンツェン／モンラッド（デンマーク）
▼第2ステージ1回戦
李哲承／朴相俊（韓国）　　14、14	 谷口／大柿

劉南奎／金奉暾（韓国）　　19、11	 遊澤／木方
岩崎／田﨑	11、17		M.エロワ／D.エロワ（フランス）
ファン／マームレック（カナダ／フランス）
	 19、14　倉嶋／レンゲロフ
▼2回戦
松下／渋谷		17、19	 フェッツナー／ボル（ドイツ）
ハイスター／ケーン（オランダ）13、15	岩崎／田﨑
▼準々決勝
李哲承／朴相俊　17、15
	 カールソン／フォン・シェーレ（スウェーデン）
松下／渋谷　-20、9、12
	 グルイッチ／カラカセビッチ（ユーゴスラビア）
劉南奎／金奉暾　20、-16、18	 ハイスター／ケーン
王励勤／閻森（中国）22、21
	 サムソノフ／ロスコフ（ベラルーシ／ドイツ）
▼準決勝
松下／渋谷　　20、-21、21	 李哲承／朴相俊
王励勤／閻森　　16、18	 劉南奎／金奉暾
▼決勝
王励勤／閻森　　　　15、12	 松下／渋谷

□女子ダブルス
▼第1ステージ
ウォン・チン（香港）／坂田倫　キケン
	 ムガッラ／マサバ（ウガンダ）
▼第2ステージ1回戦
小西／河村		キケン	 ボワロー／バリュ（フランス）
石率知／石恩美（韓国）　　21、17	 梅村／川越
松岡／坂田愛　-14、14、18
	 耿麗娟（カナダ）／龔躍春（中国）
▼2回戦
倪夏蓮／レゲンベッター（ルクセンブルク）
	 14、15　岡崎／武田
ペテション／シャール（スウェーデン／ドイツ）
	 17、8　小西／河村
西飯／高橋　11、12	 ショップ／ネメス（ドイツ）
王晨／張輝（中国）　　12、14	 松岡／坂田愛
柳智恵／李恩実（韓国）　13、15
	 ウォン・チン／坂田倫
▼準々決勝
朴海晶／金武校		15、20	 倪夏蓮／レゲンベッター
高軍／フェン（アメリカ）24、21
	 ペテション／シャール
石率知／石恩美　　　17、12	 西飯／高橋
柳智恵／李恩実　　　17、10	 王晨／張輝
▼準決勝
朴海晶／金武校　　　17、19	 高軍／フェン
柳智恵／李恩実　　　19、19	 石率知／石恩美
▼決勝
柳智恵／李恩実　	14、-14、11	 朴海晶／金武校

荻村杯・全日空ジャパンオープン '98
1998年6月11～14日、於：和歌山ビッグホエール

●男子日本選手団
松下浩二（ミキハウス）、渋谷浩（日産自動車）、田
﨑俊雄（協和発酵）、仲村錦治郎（グランプリ）、真
田浩二（愛知工業大）、木方慎之介（明治大）、谷口
祐二（早稲田大）、遊澤亮（明治大）、倉嶋洋介（明
治大）、偉関晴光（ラララ）、柳田敏則（上宮高）、三
田村宗明（青森山田高）、佐藤建剛（和歌山銀行）
●女子日本選手団
武田明子（ミキハウス）、川越真由（ミキハウス）、
岡崎恵子（日本生命）、坂田愛（日本生命）、梅村礼
（日本生命）、松岡りか（松下電器）、小山ちれ（池田
銀行）、小西杏（四天王寺高）、藤沼亜衣（四天王寺高）、
西飯由香（健勝苑京都）

□男子シングルス
▼予選リーグ
〈グループ1〉倉嶋
-18、13、14	 オカノ（ブラジル）
11、15	 スミス（オーストラリア）

〈グループ2〉真田
9、13	 レベルス（プエルトリコ）
19、17	 ジンドラック（オーストリア）

〈グループ3〉柳田
12、20	 リード（アメリカ）
14、17	 レン（中国香港）

〈グループ7〉佐藤
6、6	 チャン（マレーシア）
-17、-19	 張雁書（チャイニーズタイペイ）

〈グループ8〉木方		19、13	ヤング（イングランド）
〈グループ11〉遊澤
9、11	 ユタ（ブラジル）
-20、15、11	 楊朝閔（チャイニーズタイペイ）

〈グループ12〉三田村
9、13	 フェルナンデス（プエルトリコ）
-15、-6	 バブール（インド）

〈グループ14〉谷口
17、13	 ラマン（インド）
-18、8、19	 マンテガエザ（イタリア）

〈グループ16〉偉関
14、15	 ブラウン（オーストラリア）
7、19	 謝文堂（チャイニーズタイペイ）

▼決勝トーナメント1回戦
蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）12、17、11	倉嶋
李哲承（韓国）　　　13、11、-20、17	 真田
馬琳（中国）　　　　　13、11、16	 柳田
田﨑　　　18、-19、15、12	 ミラー（スイス）
松下　-18、10、9、9
	 郭智翔（チャイニーズタイペイ）
朴相俊（韓国）　　　　16、10、17	 木方
仲村　-14、18、13、19	 マルムレク（フランス）
劉俊輝（マレーシア）-16、19、21、-19、18	 遊澤
レンゲロフ（オーストリア）19、5、-18、15	 谷口
渋谷　-16、20、17、11
	 梁柱恩（中国香港）
呉尚垠（韓国）　　　20、-19、18、15	 偉関
▼2回戦
クレアンガ（ギリシャ）　-21、15、18、10	 田﨑
ガシアン（フランス）　　11、16、14	 松下
劉国梁（中国）　　　　13、17、12	 仲村
閻森（中国）　　　　　12、14、15	 渋谷
▼準々決勝
王励勤（中国）　　　　12、17、11	 馬琳
孔令輝（中国）　　　　10、11、14	 ガシアン
劉国梁　　　　-7、17　キケン	 劉俊輝
シーラ（フランス）　　-11、17、17、15	 閻森
▼準決勝
孔令輝　　　　　17、19、15	 王励勤
劉国梁　　　-20、12、13、17	 シーラ
▼決勝
孔令輝　　　-16、14、12、18	 劉国梁

□女子シングルス
▼決勝トーナメント2回戦
梅村　8、14、15	 崔秀里（チャイニーズタイペイ）
岡崎　　　14、15、12	 リード（アメリカ）
林菱（中国）　　　-19、13、-10、9、14	 小西
松岡　　　15、14、19	 セルビ（インド）
武田　10、7、17	游鳳芸（チャイニーズタイペイ）
ゴラン（フランス）　　10、-15、20、15	 川越
西飯　　　13、14、7	 オドロバ（スロバキア）
ヤオ（マレーシア）　　　10、6、12	 藤沼
▼3回戦
トート（ハンガリー）　-19、17、18、18	 梅村
岡崎　16、-23、15、19	 ボワロー（フランス）
リー・チュンリー（ニュージーランド）
	 -17、4、13、14　松岡
李京扇（韓国）　-16、12、13、-13、22	 武田
田静（ドイツ）　　　　18、13、15	 坂田
徐競（チャイニーズタイペイ）15、13、-18、20
	 西飯
小山　　　18、16、20	 ソン・アシム（中国香港）
▼4回戦
林菱　　　　　19、-16、17、19	 岡崎
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孫晋（中国）　　　21、-18、15、19	 小山
▼準々決勝
李菊（中国）　　　15、18、-20、17	 林菱
楊影（中国）　17、20、-19、18	 耿麗娟（カナダ）
鄔娜（中国）　　　　　16、19、15	 田静
孫晋　　　　　19、15、16	 王楠（中国）
▼準決勝
李菊　　　　15、18、-20、17	 楊影
鄔娜　　　　　-13、13、17、15	 孫晋
▼決勝
李菊　　　　　　　13、17、21	 鄔娜

□男子ダブルス
▼予選リーグ
〈グループ1〉佐藤／郭智翔（チャイニーズタイペイ）
25、14	 オヤマ／カワイ（ブラジル）
15、15	 タン／リン（中国香港）

〈グループ3〉谷口／柳田
-18、-16	 バブール／ラマン（インド）
-19、9、-17
フェルナンデス／リード（プエルトリコ／アメリカ）

〈グループ4〉倉嶋／木方
16、14	 ヤング／エデン（イングランド）
14、11	 モンテイロ／オガタ（ブラジル）

〈グループ5〉偉関／三田村
20、10	 劉俊輝／チャン（マレーシア）

〈グループ6〉仲村／真田
19、12	 レン／ヤン（中国香港）
13、11	 ユタ／オカノ（ブラジル）

〈グループ8〉田﨑／遊澤
-19、7、9	 バサク／ロイ（インド）
13、11
ナバーロ／マンテガエザ（ブラジル／イタリア）

▼決勝トーナメント1回戦
倉嶋／木方　14、13
	 チャン／レンゲロフ（オーストリア）
金擇洙／李哲承（韓国）　17、17	 偉関／三田村
蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）
	 -18、19、20　仲村／真田
田﨑／遊澤　15、12
	 フランツ／クレアンガ（ドイツ／ギリシャ）
▼2回戦
孔令輝／劉国梁（中国）　　20、9	 佐藤／郭智翔
劉南奎／呉尚垠（韓国）　15、18	 松下／渋谷
ワルドナー／パーソン（スウェーデン）
	 -13、15、16　倉嶋／木方
王励勤／閻森（中国）　　　5、8	 田﨑／遊澤
▼準々決勝
孔令輝／劉国梁　　18、15	 劉南奎／呉尚垠
ワルドナー／パーソン　12、19
	 朴相俊／朱世爀（韓国）
王涛／馬琳（中国）　　14、18	 金擇洙／李哲承
王励勤／閻森	18、-13、15		レグー／シーラ（フランス）
▼準決勝
ワルドナー／パーソン	15、-13、14	孔令輝／劉国梁
王涛／馬琳　　15、12	 王励勤／閻森
▼決勝
王涛／馬琳　　15、19	 ワルドナー／パーソン

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
ボワロー／ゴラン（フランス）18、17	 小西／藤沼
武田／川越　20、11
	 ミャオ／オドロバ（オーストラリア／スロバキア）
松岡／小山　12、11
	 ブーバンシュワリー／ゴッチェ（インド）
岡崎／西飯　9、13
	 崔秀里／游鳳芸（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
坂田／梅村　10、20
	 セルビ／リード（インド／アメリカ）
田静／ウォン（ドイツ／中国香港）-17、16、16
	 武田／川越
李菊／王楠（中国）　　　18、14	 松岡／小山

耿麗娟／ソン（カナダ）20、-9、18	 岡崎／西飯
▼準々決勝
ボワロー／ゴラン　　14、15	 坂田／梅村
楊影／鄔娜（中国）　-15、13、19	 田静／ウォン
李菊／王楠　10、14
トート（ハンガリー）／スベンソン（スウェーデン）
孫晋／林菱（中国）　　　9、14	 耿麗娟／ソン
▼準決勝
ボワロー／ゴラン		20、-20、15	 楊影／鄔娜
李菊／王楠　　　-20、17、14	 孫晋／林菱
▼決勝
李菊／王楠　　　14、18	 ボワロー／ゴラン

荻村杯・ジャパンオープン '99
1999年9月23～26日、於：神戸市立中央体育館

●男子日本選手団
偉関晴光（ラララ）、松下浩二（ミキハウス）、渋谷
浩（日産自動車）、田﨑俊雄（協和発酵）、遊澤亮（東
京アート）、真田浩二（愛知工業大）、木方慎之介（明
治大）、三田村宗明（青森山田高）、徳村智彦（協和
発酵）、加藤雅也（青森山田高）、坂本竜介（青森南中）、
田㔟邦史（青森山田高）
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、小西杏（ミキハウス）、岡崎恵子
（日本生命）、坂田倫子（熊本県スポーツ振興事業団）、
坂田愛（日本生命）、内藤和子（松下電器）、西飯美幸
（健勝苑京都）、藤沼亜衣（四天王寺高）、西飯由香（健
勝苑京都）、河野文江（健勝苑京都）、川越真由（ミキ
ハウス）、武田明子（ミキハウス）、辻本理恵（ミキハウス）

□男子シングルス
▼予選リーグ
〈グループA〉
坂本　　　12、-24、15	 リード（アメリカ）
坂本　　-13、21、22	 容度朗（中国香港）
坂本　		-16、-13	 張雁書（チャイニーズタイペイ）
〈グループB〉
田㔟　　9、-17、16	 ツァイ（シンガポール）
田㔟　　12、-19、-16	 梁柱恩（中国香港）
〈グループC〉
徳村　　　11、13	 鄧國基（中国香港）
徳村　　　-16、-15	 モリーン（スウェーデン）
〈グループD〉
真田　　　　16、20	 セン（シンガポール）
真田　　　　-16、-18	 張鈺（中国香港）
〈グループE〉
木方　　11、12	 オーウェンズ（アメリカ）
木方　10、7	 紀金龍（チャイニーズタイペイ）
木方　　　16、14	 タカハシ（ブラジル）
〈グループ F〉
三田村　20、14	 劉翠徳（チャイニーズタイペイ）
三田村　　　20、20	 林挺（中国香港）
三田村　　　-17、-15	 劉垣（中国）
▼決勝トーナメント1回戦
張雁書　　　　　　15、14、15	 渋谷
劉国正（中国）　　　14、15、14	 三田村
朴相俊（韓国）　　　14、16、16	 坂本
柳承敏（韓国）　　　10、11、11	 田㔟
荘智淵（チャイニーズタイペイ）15、17、16	 徳村
田﨑　　　　19、-13、23、11	 劉垣
松下　　　　12、8、14	 容度朗
遊澤　　　　17、14、-22、14	 劉翠徳
真田　　-23、21、-19、19、19	 秦志戩（中国）
木方		-7、17、-15、19、18	サイド（イングランド）
▼2回戦
梁柱恩　　　　　21、18、14	 偉関
田﨑　18、-13、-22、20、21
	 蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
王励勤（中国）　　　　14、18、16	 松下
シーラ（フランス）　-18、-20、20、19、12	 遊澤
閻森（中国）　　　　12、19、14	 真田
サムソノフ（ベラルーシ）　　19、15、7	 木方

▼3回戦
ボル（ドイツ）　15、-11、-13、12、19	 田﨑
▼準々決勝
馬琳（中国）　19、-21、12、12	 劉国正（中国）
柳承敏（韓国）20、12、-12、12	ガシアン（フランス）
ロスコフ（ドイツ）6、-16、13、15	 ボル（ドイツ）
サムソノフ　19、-19、14、12	 シーラ（フランス）
▼準決勝
馬琳　　14、15、-20、-15、20	 柳承敏
サムソノフ　　　13、20、17	 ロスコフ
▼決勝
サムソノフ　　　-13、16、16、17	 馬琳

□女子シングルス
▼予選リーグ
〈グループA〉
西飯美　18、18	　　崔秀里（チャイニーズタイペイ）
西飯美　-17、-9
	 リー・チュンリー（ニュージーランド）
〈グループB〉
西飯由　　　　　17、15	 小西
西飯由	11、-19、16		 郭芳芳（中国香港）
小西　　　10、16	 カク・フォンフォン
〈グループC〉
武田	19、-20、20	リー・ジャーウェイ（シンガポール）
武田　8、11	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
武田　　　-19、-20	 ウォン・チン（中国香港）
〈グループD〉
藤沼　　-17、24、15	 チャン（シンガポール）
藤沼　　　-12、-12	 金武校（韓国）
藤沼　　　-15、-11	 桑亜嬋（中国香港）
〈グループE〉
岡崎　　　　　-17、17、18	 河野
シャール（ドイツ）　　　13、14	 岡崎
柳絮飛（中国香港）　　　17、18	 岡崎
柳絮飛　　　　　　8、17	 河野
シャール　　　　　17、14	 河野
〈グループ F〉
内藤　　　　　　23、20	 辻本
内藤　　6、4	 藩利君（チャイニーズタイペイ）
ジン・ジュンホン（シンガポール）-15、13、14
	 内藤
辻本　　　　　　　8、11	 藩利君
ジン・ジュンホン　17、-18、11	 辻本
〈グループG〉
坂田愛　　19、6	 除競（チャイニーズタイペイ）
坂田愛　　-17、18、16	 タン（シンガポール）
王婷婷（中国）　　　　　10、17	 坂田愛
〈グループH〉
坂田倫　　　　　17、-19、18	 川越
坂田倫　8、15	 游鳳芸（チャイニーズタイペイ）
川越　　　　　　　14、15	 游鳳芸
李恩実（韓国）　　　6、-19、10	 坂田倫
李恩実　　　　　　-20、10、15	 川越
▼決勝トーナメント1回戦
王楠（中国）　　　　13、7、11	 坂田愛
ボロシュ（クロアチア）　　　4、10、11	 内藤
西飯由　-16、8、-10、21、16
	 シュテフ（ルーマニア）
孫晋（中国）　　　13、11、11	 西飯美
小山　　　　　　-15、9、13、18	 王婷婷
柳智恵（韓国）　　10、-19、14、16	 小西
坂田倫　　　17、19、-8、20	 李菊（中国）
▼2回戦
西飯由　12、-14、21、-10、11
	 陳静（チャイニーズタイペイ）
小山　　-19、-9、18、16、19	 田静（ドイツ）
王輝（中国）　　7、12、-17、-14、5	 坂田倫
▼準々決勝
王楠　　　　-19、14、18、17	 ボロシュ
孫晋　　　　-12、14、15、11	 西飯由
小山　　　　18、-19、14、17	 柳智恵
王輝　　　　17、16、9	 耿麗娟（カナダ）
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▼準決勝
王楠　　　　19、15、-10、17	 孫晋
小山　　　　15、-9、14、-19、15	 王輝
▼決勝
王楠　　　　-17、12、18、-11、18	 小山

□男子ダブルス
▼予選トーナメント
真田／木方		18、18	ツァイ／セン（シンガポール）
遊澤／徳村　17、13
	 デン／劉翠徳（中国香港／チャイニーズタイペイ）
朱世爀／モリーン（韓国／スウェーデン）
	 16、-14、11　三田村／田㔟
坂本／タカハシ（ブラジル）-14、19、14
	 容度朗／林挺（中国香港）
▼決勝トーナメント1回戦
ロスコフ／ボル（ドイツ）16、10	 坂本／タカハシ
劉南奎／柳承敏（韓国）-18、17、16	 真田／木方
遊澤／徳村　　19、19	 金擇洙／呉尚垠（韓国）
▼2回戦
松下／渋谷　　　19、-18、17	 偉関／田﨑
ガシアン／シーラ（フランス）18、13	 遊澤／徳村
▼準々決勝
馬琳／秦志戩（中国）12、-13、19	 松下／渋谷
李哲承／朴相俊（韓国）13、14
サムソノフ／プリモラッツ（ベラルーシ／クロアチア）
ワルドナー／パーソン（スウェーデン）16、14
	 王励勤／閻森（中国）
ガシアン／シーラ　-13、11、9
	 レグー／エロワ（フランス）
▼準決勝
馬琳／秦志戩　　12、-13、19	 李哲承／朴相俊
ワルドナー／パーソン		18、16	 ガシアン／シーラ
▼決勝
馬琳／秦志戩　　19、14	 ワルドナー／パーソン

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
坂田倫／内藤	13、16	タン／チャン（シンガポール）
辻本／柳絮飛（中国香港）17、-18、17
	 ボロシュ／シュテフ（クロアチア／ルーマニア）
武田／川越　13、17
	 陳静／徐競（チャイニーズタイペイ）
西飯美／西飯由　-19、18、12
	 耿麗娟／リー・チュンリー
▼2回戦
石恩美（韓国）／シャール（ドイツ）8、15
	 坂田倫／内藤
小西／藤沼　-16、18、15	 朴海晶／李恩実（韓国）
バトルフィ／トート（ハンガリー）12、17
	 辻本／柳絮飛
武田／川越　	16、10	 リ／ジン（シンガポール）
柳智恵／金武校（韓国）13、18	 西飯美／西飯由
王楠／李菊（中国）　　14、19	 坂田愛／河野
▼準々決勝
桑亜嬋／郭芳芳（中国香港）-12、13、19		小西／藤沼
バトルフィ／トート　　19、15	 武田／川越
▼準決勝
楊影／孫晋（中国）　　9、14	 桑亜嬋／郭芳芳
王楠／李菊　-18、16、17	 バトルフィ／トート
▼決勝
楊影／孫晋　　　-17、19、16	 王楠／李菊

荻村杯・ジャパンオープン2000
2000年6月15～18日、於：神戸市立中央体育館

●男子日本選手団
松下浩二（ミキハウス）、偉関晴光（ラララ）、田﨑
俊雄（協和発酵）、渋谷浩（日産自動車）、遊澤亮（東
京アート）、木方慎之介（明治大）、真田浩二（愛知
工業大）、三田村宗明（青森大）、中田幸信（東京アー
ト）、大森隆弘（早稲田大）、徳村智彦（協和発酵）、
倉嶋洋介（協和発酵）、加藤雅也（青森大）、松下英司（協

和発酵）、野平直孝（健勝苑）、坂本竜介（青森山田高）
●女子日本選手団
小山ちれ（池田銀行）、小西杏（ミキハウス）、坂田
倫子（熊本県スポーツ振興事業団）、羽佳純子（サン
リツ）、岡崎恵子（日本生命）、内藤和子（個人）、武
田明子（健勝苑）、河村朋枝（十六銀行）、藤沼亜衣
（四天王寺高）、梅村礼（日本生命）、四元直美（淑徳
大）、藤井寛子（四天王寺高）、樋浦令子（四天王寺高）、
辻本理恵（ミキハウス）、川越真由（健勝苑）、福原
愛（ミキハウス JSC）

□男子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─ A〉
倉嶋	8、-16、-18	ダン・ユンジュン（シンガポール）
倉嶋　　　12、12	 Phu. サンガンシン（タイ）
〈Q─ B〉
加藤　　-11、18、-20	 オヤマ（ブラジル）
加藤　　-19、20、21	 ツァイ（シンガポール）
〈Q─C〉
徳村　　-16、-15	 モリーン（スウェーデン）
徳村　　	10、20	 モンテイロ（ブラジル）
〈Q─D〉
大森　　20、-15、-14	 メイス（デンマーク）
大森　　16、15	 金廷勲（韓国）
〈Q─ E〉
木方　　13、10　	 Pha. サンガンシン（タイ）
木方　　14、16　	郭智翔（チャイニーズタイペイ）
〈Q─ F〉
中田　-10、14、-11　ルンクイスト（スウェーデン）
中田　12、18	 容度朗（中国香港）
中田　17、19	 ダ・シルバ（ブラジル）
〈Q─G〉
真田　　　8、9	 リュウ（カナダ）
真田　　　-19、15、17	 坂本
〈Q─G〉
坂本　　　19、-15、-17	 真田
坂本　　　9、-13、-22	 リュウ
〈Q─H〉
三田村　　　14、18	 カワイ（ブラジル）
三田村　　　11、16	 リ（ドイツ）
三田村　　　16、19	 鄧國基（中国香港）
〈Q─ I〉
野平　　-14、-19	 ツグウェル（デンマーク）
野平　　10、17	 松下英
野平　　22、-18、15	 チャン（シンガポール）
〈Q─ I〉
松下英　　　-13、-17	 ツグウェル
松下英　　　-10、-17	 野平
松下英　　　21、6	 チャン
▼第2ステージ1回戦
偉関　　　21、19、-14、16	 モリーン
田﨑　　-19、16、-11、17、16	 ルンクイスト
ハイスター（オランダ）　　17、12、16	 倉嶋
朱世爀（韓国）　　　19、18、12	 三田村
ホーカンソン（スウェーデン）
	 -16、14、-14、22、18　野平
張鈺（中国香港）　　-21、18、15、12	 加藤
張雁書（チャイニーズタイペイ）
　　　　　　　		19、-19、-8、8、11	 真田
ツグウェル　　		-20、14、-18、19、14	 遊澤
荘智淵（チャイニーズタイペイ）-18、8、3、19
	 木方
渋谷　　　　　　　　17、13、9	 リュウ
柳承敏（韓国）　　　17、12、15	 徳村
李哲承（韓国）　　　15、11、18　	 中田
▼2回戦
孔令輝（中国）　　　12、10、17	 偉関
呉尚垠（韓国）　　　13、17、19	 松下
劉国正（中国）　　　18、-20、11、14	 田﨑
プリモラッツ（クロアチア）15、-12、19、12	 渋谷
▼準々決勝
孔令輝　　　　14、17、12	 劉国正
馬琳（中国）　-18、8、8　キケン	 劉国梁（中国）

張鈺　　　　18、17、-20、19	 荘智淵
王励勤（中国）　18、13、15	 エロワ（フランス）
▼準決勝
馬琳（中国）　　　　13、17、14	 孔令輝
王励勤（中国）　　　16、10、7	 張鈺
▼決勝
王励勤　　　18、20、-18、-18、18	 馬琳

□女子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─ A〉
河村　　13、14	 潘俐君（チャイニーズタイペイ）
河村　　5、11	 ドゥ（アメリカ）
〈Q─ B〉
樋浦　　20、19	 タン（シンガポール）
樋浦　　17、19	 ヨハンソン（スウェーデン）
〈Q─C〉
藤沼　9、-15、14	 陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
藤沼　　-19、13、19	 キャダ（カナダ）
藤沼　　22、-19、16	 ムアンスク（タイ）
〈Q─D〉
辻本　　-17、17、-18	 文炫晶（韓国）
辻本　　11、-18、17	 リード（アメリカ）
〈Q─ E〉
川越　　19、16	 梅村
川越　　10、17	 ワン（カナダ）
川越　　11、14	 遊鳳芸（チャイニーズタイペイ）
梅村　　10、17	 ワン
梅村　　14、9	 遊鳳芸
〈Q─ F〉
四元　　16、14	 コムウォン（タイ）
四元　　16、17	 ノルデンベリ（スウェーデン）
四元　　19、14	 バレイラ（ブラジル）
〈Q─G〉
藤井　　14、-18、19	 福原
藤井　　16、-19、17	 バン（アメリカ）
藤井　　14、10	 シルバ（ブラジル）
福原　　-21、19、15	 バン
福原　　13、12	 シルバ
▼第2ステージ1回戦
羽佳　　　　　　　11、5、14	 タン
桑亜嬋（中国香港）　　10、13、23	 辻本
内藤　　　　　　　17、14、13	 陸雲鳳
李恩実（韓国）　　-15、16、13、8	 四元
金環娥（韓国）　　8、7、14	 藤沼
王晶（中国香港）　　20、10、11	 藤井
岡崎　　　18、-19、-13、13、17	 キャダ
ジン・ジュンホン（シンガポール）16、18、14	 川越
樋浦　-16、-19、19、8、19
	 崔秀里（チャイニーズタイペイ）
河村　　　　　19、15、15	 ヨハンソン
坂田　　　　　8、11、11	 バン
郭芳芳（中国香港）　				11、20、15	 福原
武田　　　　4、-17、9、15	 コムウォン
柳絮飛（中国香港）					15、-9、12、15	 梅村
▼2回戦
王楠（中国）　　　-19、19、15、15	 羽佳
小西　　　　16、17、-20、17	 桑亜嬋
徐競（チャイニーズタイペイ）		19、19、15	 内藤
小山　　　　-16、12、10、8	 李恩実
孫晋（中国）　　　13、9、6	 岡崎
樋浦　　18、19、-14、17	 石恩美（韓国）
河村　-19、-11、17、24、11	 張瑩瑩（中国）
楊影（中国）　　　16、11、12	 坂田
田静（ドイツ）　　7、13、11	 武田
▼3回戦
王楠　　　　　15、16、18	 小西
小山　　　　　20、15、9	 徐競
陳静（チャイニーズタイペイ）11、13、10	 樋浦
楊影　　　　　-20、15、14、11	 河村
▼準々決勝
王楠　　　　　-18、14、16、-16、19	 小山
柳智恵（韓国）　　　19、19、13	 孫晋
陳静　　　　　-20、17、18、14	 楊影
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李菊（中国）　　　17、18、16	 張怡寧
▼準決勝
王楠　　　　　　12、11、18	 柳智恵
李菊　　　　　　11、13、11	 陳静
▼決勝
王楠　　　　11、20、-20、-19、12	 李菊

□男子ダブルス
▼第1ステージ
〈Q─ A〉中田／倉嶋
18、-15、-14
	 荘智淵／郭智翔（チャイニーズタイペイ）

〈Q─D〉真田／徳村
キケン	 リード／マックール（アメリカ）

〈Q─ E〉三田村／加藤　キケン
陳正高／チャン（チャイニーズタイペイ／
	 シンガポール）

〈Q─ F〉大森／坂本
18、-11、17	 容度朗／鄧國基（中国香港）

〈Q─H〉松下英／野平
16、-15、-16	 朱世爀／金廷勲（韓国）

▼第2ステージ1回戦
メイス／ツグウェル（デンマーク）20、21
	 遊澤／木方
三田村／加藤　17、-26、20
	 J. セイブ／ P. セイブ（ベルギー）
モーリン／ルンクイスト（スウェーデン）
	 19、-8、15　大森／坂本
柳承敏／李哲承（韓国）17、-18、22	 真田／徳村
偉関／田﨑		16、21	ダン／ツァイ（シンガポール）
▼2回戦
ハイスター／ケーン（オランダ）10、9
	 三田村／加藤
金擇洙／呉尚垠（韓国）　20、15	 松下／渋谷
孔令輝／劉国梁（中国）-14、13、17	 偉関／田﨑
▼準々決勝
ハイスター／ケーン　18、18	 メイス／ツグウェル
蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）20、17
	 馬琳／劉国正（中国）
柳承敏／李哲承　-19、15、13	 金擇洙／呉尚垠
孔令輝／劉国梁　　19、15	 朱世爀／金廷勲
▼準決勝
蒋澎龍／張雁書		-19、13、14	 ハイスター／ケーン
孔令輝／劉国梁　　　9、16	 柳承敏／李哲承
▼決勝
孔令輝／劉国梁　　　11、18	 蒋澎龍／張雁書

□女子ダブルス
▼1回戦
藤井／樋浦　15、18
	 雀秀里／游鳳芸（チャイニーズタイペイ）
武田／川越　16、19　童飛鳴／リー・チュンリー
	 （チャイニーズタイペイ／ニュージーランド）
河村／四元　19、19	 桑亜嬋／郭芳芳（中国香港）
岡崎／梅村		19、19	 シルバ／バレイラ（ブラジル）
辻本／福原　13、15	 リード／バン（アメリカ）
▼2回戦
柳智恵／金武校（韓国）　21、18	 藤井／樋浦
張怡寧／張瑩瑩（中国）　19、19	 武田／川越
坂田／内藤　　-13、11、21	 河村／四元
岡崎／梅村　　-18、18、18	 小西／藤沼
陳静／徐競（チャイニーズタイペイ）13、14
	 辻本／福原
▼準々決勝
王楠／李菊（中国）　　13、13	 柳智恵／金武校
孫晋／楊影（中国）7、19	リ／ジン（シンガポール）
張怡寧／張瑩瑩　　　18、14	 坂田／内藤
陳静／徐競　　　-19、15、23	 岡崎／梅村
▼準決勝
孫晋／楊影　　　-18、16、13	 王楠／李菊
張怡寧／張瑩瑩　　　15、11	 陳静／徐競
▼決勝
孫晋／楊影　　-15、14、15	 張怡寧／張瑩瑩

荻村杯・ジャパンオープン2001
2001年9月21～24日、於：神戸市立中央体育館

●男子日本選手団
松下浩二（ミキハウス）、田﨑俊雄（協和発酵）、遊
澤亮（東京アート）、木方慎之介（明治大）、真田浩
二（KTTC）、三田村宗明（青森大）、大森隆弘（早
稲田大）、倉嶋洋介（協和発酵）、坂本竜介（青森山
田高）、田㔟邦史（青森大）、高木和健一（青森山田高）、
岸川聖也（レオクラブ）
●女子日本選手団
梅村礼（日本生命）、小西杏（ミキハウス）、岡崎恵子（日
本生命）、武田明子（健勝苑）、西飯由香（健勝苑）、
高橋美貴江（淑徳大）、河村朋枝（十六銀行）、藤沼
亜衣（四天王寺高）、樋浦令子（四天王寺高）、西飯
美幸（健勝苑）、川越真由（健勝苑）、平野早矢香（仙
台育英高）、今福久美（仙台育英高）、伊藤みどり（四
天王寺高）、福原愛（ミキハウス JSC）

□男子シングルス
▼予選ラウンド
〈Q─ A〉
大森　　-7、-8、-6、-1	 ツグウェル（デンマーク）
大森　　7、-9、-8、-8、5、6、10	 岸川
岸川　　-12、-14、9、8、-5、-8	 ツグウェル
〈Q─Ｂ〉
坂本	-11、9、-5、5、-4、7、-6		シュテガー（ドイツ）
坂本　　-9、4、6、-9、5、9	 梁姫石（韓国）
坂本　　9、-8、-6、11、13、5	 高木和
高木和　-7、-10、-7、7、-7	 シュテガー
高木和　-8、-7、-9、-8	 梁姫石
〈Q─C〉
木方　7、5、7、8		楊孟勲（チャイニーズタイペイ）
木方　9、2、-7、9、10	 田㔟
木方　6、6、-6、2、10	 尹在栄（韓国）
田㔟　-10、-5、-7、4、8、-4	 楊孟勲
田㔟　8、-10、-9、9、6、4	 尹在栄
〈Q─D〉
三田村　7、-7、8、6、-8、-5、5	 林戴賢（韓国）
三田村	8、7、-11、4、14		スベンソン（スウェーデン）
〈Q─ E〉
真田　　-6、7、-9、6、-10、-6	 金建煥（韓国）
真田　　-10、6、6、7、7	 倉嶋
真田　　11、-12、-8、-9、9、-9
	 ステンベリ（スウェーデン）
倉嶋　　-10、8、-8、-9、-9	 金建煥
倉嶋　　10、-6、-6、-7、-7	 真田
倉嶋　　キケン	 ステンベリ
▼決勝トーナメント1回戦
ベンツェン（デンマーク）-8、-12、8、5、4、5
	 高木和
詹健（中国）　　　5、-6、-6、6、7、4	 岸川
柳承敏（韓国）　　7、6、5、4	 田㔟
坂本　7、9、-10、9、8	 モンラッド（デンマーク）
田﨑　　　6、9、5、-9、10	 ステンベリ
チオカ（ギリシャ）　-9、3、12、8、-8、7	 大森
遊澤　　　　　-9、9、8、4、7	 林戴賢
三田村　-9、-5、5、10、-6、10、8
	 ルンクイスト（スウェーデン）
王皓（中国）　　3、6、1、5	 真田
メイス（デンマーク）9、4、-10、-9、3、6	 倉嶋
松下　　　7、11、-8、6、5	 スベンソン
▼2回戦
金擇洙（韓国）　　　8、9、9、10	 坂本
レグー（フランス）　9、-5、10、7、8	 木方
サムソノフ（ベラルーシ）5、-4、-9、9、12、10	田﨑
遊澤　　　キケン	 クレアンガ（ギリシャ）
劉国梁（中国）5、9、-8、8、-10、-8、7	 三田村
王皓　　　　　7、8、8、-8、4	 偉関
蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）6、10、8、9	松下
▼3回戦
張雁書（チャイニーズタイペイ）-8、7、4、6、9
	 遊澤

▼準々決勝
馬琳（中国）　　4、8、-6、-6、8、8	 金擇洙
朱世爀（韓国）　-9、9、-6、5、3、7	 シュテガー
張雁書　　-8、7、-8、11、9、9	 サムソノフ
蒋澎龍　　4、-5、9、-9、-2、4、12	 劉国梁
▼準決勝
朱世爀　　-7、-5、7、-13、8、6、12	 馬琳
蒋澎龍　　-6、7、8、10、-5、-7、4	 張雁書
▼決勝
蒋澎龍　　　　　4、3、7、6	 朱世爀

□女子シングルス
▼予選ラウンド
〈Q─ A〉
西飯美　5、-8、-9、4、-5、-6	 朴京愛（韓国）
西飯美　13、8、-10、6、2
	 潘俐君（チャイニーズタイペイ）
西飯美　-7、8、10、8、-5、5
	 ステファンスカ（ポーランド）
〈Q─ B〉
藤沼　　7、-10、-8、-7、8、-8	 張瑞（中国）
藤沼　　10、-8、11、7、4	 川越
藤沼　　7、16、6、11	 石率智（韓国）
川越　　-10、-5、-8、-7	 張瑞
川越　　7、11、-12、7、-6、8	 石率智
〈Q─C〉
河村　　9、7、5、5	 平野
河村　　9、-8、-5、6、9、-8、10
	 ヨハンソン（スウェーデン）
河村　6、9、5、7	何穎涵（チャイニーズタイペイ）
平野　8、6、-5、-8、-8、10、8	 ヨハンソン
平野　8、4、5、5	 何穎涵
〈Q─D〉
今福　　-7、-5、9、-5、14、-6	 権賢朱（韓国）
今福　　9、-15、10、7、-7、4	 樋浦
今福　　-9、8、-7、-10、9、7、5
	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
樋浦　　-6、7、-12、-8、-5	 権賢朱
樋浦　　-6、8、14、9、5	 黄怡樺
〈Q─ E〉
伊藤		5、9、10、4	 陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
伊藤　　6、9、11、9	 サフラン（スロベニア）
福原　　-1、-9、8、9、6、-9、10	 伊藤
福原　　-4、8、4、-9、-16、-10	 陸雲鳳
福原　　6、8、-10、-10、-12、7、8	 サフラン
▼決勝トーナメント1回戦
王楠（中国）　　8、-8、4、-7、7、8	 川越
岡崎　　　　　7、5、8、8	 朴京愛
西飯由　　　　6、-6、4、-6、7、5	 伊藤
小西　　　　　3、7、-7、6、7	 潘俐君
福原　　6、9、-8、-8、6、10	 石恩美（韓国）
張瑞　　　-7、6、8、-9、5、-9、3	 高橋
梅村　　　　　　2、6、6、3	 今福
林菱（中国）　　-5、7、-3、4、6、4	 樋浦
金武校（韓国）5、-7、-9、10、7、-8、12		ヨハンソン
金福来（韓国）　　7、-8、6、1、-11、9	 藤沼
権賢朱　　　　　	5、-6、5、9、-3、3	 武田
李恩実（韓国）　　　3、8、6、6	 何穎涵
李佳（中国）　　　　6、9、7、5	 平野
金璟娥（韓国）　　　8、8、7、4	 西飯美
高曦（中国）　　　　-9、10、4、8、9	 河村
ボロス（クロアチア）				10、7、5、7	 陸雲鳳
▼2回戦
王楠　　　-6、3、6、7、11	 岡崎
小西　　　5、-3、-7、8、-10、5、9	 西飯由
張瑞　　　8、-9、-6、-8、10、9、8	 福原
林菱　　　3、9、7、5	 梅村
▼準々決勝
王楠　　　4、4、10、7	 小西
林菱　　　5、10、7、6	 張瑞
金武校　　7、-5、10、-10、6、-8、6	 李恩実
金璟娥　　10、-6、7、7、4	 ボロス
▼準決勝
王楠　　　-12、6、4、8、4	 林菱
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金璟娥　　9、-5、11、8、-7、-9、10	 金武校
▼決勝
王楠　　　　-7、7、-6、6、9、4	 金璟娥

□男子ダブルス
▼予選ラウンド
岸川／坂本　-3、-7、9、11、11
	 梁姫石／金建煥（韓国）
▼第2ステージ1回戦
倉嶋／田㔟　-11、-11、8、2、9
	 メイス／モンラッド（デンマーク）
荘智淵／楊孟勲（チャイニーズタイペイ）
	 10、-10、9、6　木方／真田
J. セイブ／サムソノフ（ベルギー／ベラルーシ）
	 8、-6、-9、6、5　岸川／坂本
ヒールシャー／シュテガー（ドイツ）9、10、4
	 大森／遊澤
カールソン／ルンクイスト（スウェーデン）
	 6、-5、13、10　高木和／三田村
松下／チオカ（ギリシャ）-9、7、5、1	 	
	 朱世爀／林戴賢（韓国）
▼2回戦
倉嶋／田㔟　-4、8、9、-12、9
	 蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）
松下／チオカ		-7、8、10、5		孔令輝／劉国梁（中国）
▼準々決勝
シーラ／エロワ（フランス）9、9、10	 倉嶋／田㔟
金擇洙／呉尚垠（韓国）　5、5、7
	 J. セイブ／サムソノフ
ツグウェル／ベンツェン（デンマーク）
	 -7、-7、9、7、6　カールソン／ルンクイスト
馬琳／王皓（中国）8、8、-11、-10、6		松下／チオカ
▼準決勝
金擇洙／呉尚垠　8、9、6、-9、-8、-8、5
	 シーラ／エロワ
馬琳／王皓	10、5、12、9	ツグウェル／ベンツェン
▼決勝
馬琳／王皓　8、7、-6、-6、7、9	 金擇洙／呉尚垠

□女子ダブルス
▼予選ラウンド
平野／今福　8、-11、6、-15、9
	 黄怡樺／潘俐君（チャイニーズタイペイ）
▼決勝トーナメント1回戦
ボロス（クロアチア）／王楠（中国）10、8、10
	 平野／今福
金武校／朴京愛（韓国）　　7、8、8	 伊藤／樋浦
李佳／高曦（中国）　8、2、-10、6	 藤沼／高橋
李恩実／石恩美（韓国）6、9、7
	 ヨハンソン（スウェーデン）／河村
金福来／金璟娥（韓国）7、7、7	 西飯由／西飯美
岡崎／梅村　8、10、-3、5
	 何穎涵／陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
福原／小西　9、-12、-1、10、9
	 権賢朱／石率智（韓国）
林菱／張瑞（中国）-12、-8、9、7、1	 川越／武田
▼準々決勝
ボロス／王楠　　　8、4、5	 金武校／朴京愛
李恩実／石恩美　　-7、-5、5、3、9	 李佳／高曦
金福来／金璟娥　　3、9、7	 岡崎／梅村
林菱／張瑞　　2、5、-11、-9、5	 福原／小西
▼準決勝
ボロス／王楠		-7、8、12、21、6	 李恩実／石恩美
金福来／金璟娥　-6、15、6、8、9	 林菱／張瑞
▼決勝
金福来／金璟娥　　9、8、4、6	 ボロス／王楠

荻村杯・ジャパンオープン2002
荻村杯

2002年9月12～15日、於：神戸市立中央体育館

●男子日本選手団
松下浩二（ミキハウス）、田﨑俊雄（協和発酵）、遊

澤亮（東京アート）、木方慎之介（協和発酵）、新井
周（グランプリ）、真田浩二（協和発酵）、坂本竜介
（青森山田高）、大森隆弘（東京アート）、高森英郎（筑
波大）、鬼頭明（健勝苑）、谷口陽一（日産自動車）、
岸川聖也（仙台育英秀光中）、加山兵伍（グランプリ）
●女子日本選手団
梅村礼（日本生命）、小西杏（ミキハウス）、岸田聡子（日
本生命）、藤沼亜衣（ミキハウス）、高橋美貴江（淑
徳短大職員）、福原愛（ミキハウス JSC）、樋浦令子
（ミキハウス）、伊藤みどり（四天王寺高）、今福久美
（仙台育英学園高）、杉田早苗（四天王寺高）、平野早
矢香（仙台育英学園高）

□男子シングルス
▼予選ラウンド
〈Q─ A〉木方
-9、-8、-8、6、4、9、1
	 陳正高（チャイニーズタイペイ）
-5、-9、7、-8、-9	 兪昶在（韓国）

〈Q─Ｂ〉谷口
8、-6、-4、-8、-5	 ツグウェル（デンマーク）
8、-9、-9、-10、-6	 周斌（中国）

〈Q─Ｃ〉新井
5、-5、8、7、8	 頼冠珅（チャイニーズタイペイ）
-8、8、-9、8、-9、8、-8	 高在福（韓国）

〈Q─D〉鬼頭
-5、7、9、12、8	 カベスタニー（フランス）
-6、-11、7、4、5、2
	 周東昱（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ E〉真田
9、-9、-8、-6、6、-11　	 崔賢珍（韓国）
7、9、8、8	 蘇巨超（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ F〉高森
-8、5、-6、7、-4、8、-10	マルチネス（フランス）
9、-4、7、8、15	 張継科（中国）

〈Q─G〉岸川
10、4、-7、7、-9、-7、5
	 ジンドラック（オーストリア）
9、6、7、7	 蘇巨湧（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ I〉大森
8、-9、-2、6、9、-8、5	 ジョベル（フランス）
6、1、-6、5、7	黄煒普（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ K〉加山
9、2、11、-13、-7、-5、4	 金承煥（韓国）
12、9、9、4	 オリビエ（フランス）

〈Q─M〉坂本
-9、8、-8、3、6、-3、-7	 梁姫石（韓国）
8、6、8、11	 マンテカッツァ（イタリア）

▼決勝トーナメント1回戦
シュテガー（ドイツ）-10、2、3、-2、9、9	 高森
メイス（デンマーク）　　7、11、7、7	 大森
プリモラッツ（クロアチア）3、9、4、-13、4	真田
金建煥（韓国）　9、8、-3、-7、12、-7、7	 新井
松下　　　　　　7、6、5、5	 梁姫石
金承煥（韓国）　　　　　9、8、4、5	 田﨑
鬼頭	-6、7、10、9、-9、5	ベンツェン（デンマーク）
クリシャン（ルーマニア）　　4、6、4、5	 岸川
遊澤　　-8、3、-9、6、7、10	 曽佳（中国）
モンラッド（デンマーク）　3、5、5、3	 坂本
木方　-8、9、9、-6、9、-6、8
	 張雁書（チャイニーズタイペイ）
加山　7、4、-5、-10、5、8
	 エルランセン（ノルウェー）
▼2回戦
J. セイブ（ベルギー）5、7、-8、-10、-7、8、8	 松下
エロワ（フランス）　　　10、6、3、5	 鬼頭
荘智淵（チャイニーズタイペイ）		8、9、9、1	 遊澤
モンラッド　　　4、9、8、8	 木方
加山　-8、12、10、7、-13、10
	 ホーカンソン（スウェーデン）
▼3回戦
ボル（ドイツ）　　　9、4、7、8	 加山
▼準々決勝
プリモラッツ　　　13、7、1、12	 メイス

クレアンガ（ギリシャ）6、8、11、-6、6	 J. セイブ
邱貽可（中国）-6、7、-5、6、10、10
	 蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
荘智淵　　　3、8、8、-5、8	 ボル
▼準決勝
クレアンガ　6、8、-9、4、-9、9	 プリモラッツ
荘智淵　　7、-10、8、9、-4、11	 邱貽可
▼決勝
クレアンガ　　　13、5、-9、-9、7、6	 荘智淵

□女子シングルス
▼予選ラウンド
〈Q─Ｃ〉伊藤
6、-8、-5、-11、4、-6
	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
-9、-4、7、-9、-9	 張瀟玉（中国）

〈Q─D〉今福
-5、10、-9、-10、-8	 石率智（韓国）
0、7、-10、12、-6、9
	 陳秋丹（チャイニーズタイペイ）

〈Q─G〉平野
-13、10、10、4、9	 朴京愛（韓国）
-5、-5、-6、-4	 常晨晨（中国）

〈Q─H〉杉田
-8、-11、-6、10、-8	 ルゲ（フランス）
4、8、-10、5、5	 鄭仙溶（韓国）

▼決勝トーナメント1回戦
岸田　6、-5、4、6、-9、5	 鄭仙溶
藤沼　6、-14、-8、-5、14、7、4	 李香美（韓国）
樋浦　-6、-6、10、9、6、-9、8	 田惠敬（韓国）
梅村　6、6、9、-9、6	 權賢珠（韓国）
シュテンパー（ドイツ）
	 -11、10、-11、9、8、-6、6　福原
高橋　-7、6、8、7、8　ハインホフマン（ドイツ）
小西　　　2、5、-9、3、9	 石率智
チャン・シュエリン（シンガポール）
	 -14、11、9、7、2　杉田
グーラン（フランス）-3、10、2、-8、8、5	 今福
▼2回戦
金璟娥（韓国）　　　4、7、9、4	 岸田
藤沼　　9、7、-9、7、8	 シュトルーゼ（ドイツ）
王珊（中国）　　　7、6、5、6	 樋浦
梅村　　　　8、6、12、9	 シュテンパー
小西　　　　11、10、-11、5、7	 高橋
▼準々決勝
金璟娥　　　-9、-9、9、6、4、7	 ネメス
王珊　　　　6、8、-4、4、-9、5	 藤沼
梅村　　　7、2、-6、-10、-9、9、6	 小西
シュテフ（ルーマニア）　　4、8、2、10	 金福来
▼準決勝
金璟娥　　　11、8、-6、3、-9、5	 王珊
シュテフ　　-5、6、8、-11、8、11	 梅村
▼決勝
金璟娥　　　10、4、-8、-6、12、9	 シュテフ

□男子ダブルス
▼予選ラウンド1回戦
高森／加山　-3、6、7、8	 兪昶在／金建煥（韓国）
木方／新井　5、8、-6、6
	 呉志祺／頼冠珅（チャイニーズタイペイ）
周斌／張継科（中国）　7、7、-7、7	 大森／谷口
梁姫石／金承煥（韓国）10、-4、10、5	 遊澤／真田
▼2回戦
高森／加山　5、9、14
	 モンラッド／ソーレンセン（デンマーク）
坂本／高木和　5、4、6
	 黄煒普／周東昱（チャイニーズタイペイ）
木方／新井　-5、7、3、3
	 ガルドス／カイナット（オーストリア／ドイツ）
▼決勝トーナメント1回戦
田﨑／鬼頭　キケン　
	 J. セイブ／プリモラッツ（ベルギー／クロアチア）
シーラ／カベスタニー（フランス）
	 -9、-12、9、7、5、-9、8　木方／新井
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ベンツェン／ツグウェル（デンマーク）
	 7、1、5、9　高森／加山
ボル／シュテガー（ドイツ）
	 -7、10、6、-3、9、10　坂本／高木和
▼準々決勝
田﨑／鬼頭　10、-8、4、-8、-9、4、7
	 シュラガー／ジンドラック（オーストリア）
シーラ／カベスタニー　4、7、10、7
	 ベンツェン／ツグウェル
エロワ／レグー（フランス）-7、2、-9、9、9、9
	 カールソン／ホーカンソン（スウェーデン）
ボル／シュテガー　7、-6、3、8、9
	 蒋澎龍／張雁書（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
田﨑／鬼頭　-8、10、6、8、8
	 シーラ／カベスタニー
ボル／シュテガー　-2、-6、7、9、6、9
	 エロワ／レグー
▼決勝
田﨑／鬼頭　8、-3、4、-9、8、-7、6
	 ボル／シュテガー

□女子ダブルス
▼予選ラウンド
伊藤／杉田　8、4、7
	 潘俐君／蘇仙菁（チャイニーズタイペイ）
▼決勝トーナメント1回戦
金璟娥／金福来（韓国）			8、6、7、8	 伊藤／杉田
小西／福原　7、6、-9、6、6
チャン・シュエリン／シン・シンシン（シンガポール）
藤沼／樋浦　-9、6、4、10、-12、6
	 彭陸洋／李茜（中国）
梅村／岸田　-10、3、10、-8、7、-8、8
	 サフラン（スロベニア）／今福
高橋／平野　7、6、-6、7、5
	 パリュー／コステ（フランス）
▼準々決勝
金璟娥／金福来　4、6、6、-8、5
	 陸雲鳳／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
シュトルーゼ／ネメス（ドイツ）
	 7、10、-8、-3、7、-12、5　小西／福原
梅村／岸田　6、-5、-2、7、8、9	 藤沼／樋浦
リー・ジャーウェイ／ジン・ジュンホン（シンガポール）	
	 -8、-5、6、4、-9、5、2　高橋／平野
▼準決勝
金璟娥／金福来　-11、1、6、9、7
	 シュトルーゼ／ネメス
リー・ジャーウェイ／ジン・ジュンホン
	 -6、8、-6、-9、7、9、10　梅村／岸田
▼決勝
リー・ジャーウェイ／ジン・ジュンホン　

9、7、6、13　金璟娥／金福来

□男子U─21
▼予選ラウンド
〈Q─Ｂ〉坂本
-5、5、9、13	 鄭長弓（中国）
6、6、9	 周東昱（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ E〉岸川
8、9、-9、3	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）
9、-8、-6、9、-6	 高在福（韓国）

▼決勝トーナメント準々決勝
岸川　　7、9、-6、-5、9、-8、7	 周斌（中国）
オリビエ（フランス）9、-6、9、-13、-6、6、6
	 曽佳（中国）
邱貽可（中国）　　5、-5、2、11、7	 高在福
張継科（中国）　-4、-9、-8、9、8、13、5	 坂本
▼準決勝
岸川　　　　4、-9、6、-6、4、6	 オリビエ
張継科　　　9、4、10、7	 邱貽可
▼決勝
張継科　　-11、-7、-8、4、4、7、7	 岸川

□女子U─21
▼予選ラウンド
〈Q─ A〉平野
9、-5、6、-9、-5
	 チャン・シュエリン（シンガポール）
-7、8、8、7	 張瀟玉（中国）

〈Q─Ｂ〉福原
-10、-10、-6	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
-6、8、-11、-10	シン・シンシン（シンガポール）

〈Q─Ｃ〉樋浦
7、-9、6、8	 サフラン（スロベニア）
7、-8、4、-11、-7	 李茜（中国）

〈Q─D〉伊藤
9、11、9	 潘俐君（チャイニーズタイペイ）
-7、7、-7、7、8	 王珊（中国）

〈Q─ E〉今福
-3、8、-10、-9	 李香美（韓国）
-5、-3、-9	 丁穎（中国）

〈Q─G〉杉田
-10、8、5、-8、15	 尹智恵（韓国）
-17、-4、-7	 常晨晨（中国）
8、10、4	 蘇仙菁（チャイニーズタイペイ）

▼決勝トーナメント準々決勝
常晨晨　　　　-9、7、6、5、3	 藤沼
彭陸洋（中国）-8、-6、8、6、8、-12、5
	 シン・シンシン
丁穎　　　　　6、7、4、5	 李茜
張瀟玉　　　　キケン	 王珊
▼準決勝
彭陸洋　　-9、-6、2、9、-8、9、6	 常晨晨
丁穎　　　5、7、-8、7、9	 張瀟玉
▼決勝
丁穎　　　　-7、10、7、8、-8、7	 彭陸洋

フォルクスワーゲン
荻村杯2003

2003年9月18～21日、於：神戸市立中央体育館

●男子日本選手団
田﨑俊雄（協和発酵）、松下浩二（ミキハウス）、偉
関晴光（健勝苑）、加山兵伍（グランプリ）、遊澤亮（東
京アート）、坂本竜介（青森大）、真田浩二（協和発酵）、
村守実（青森山田高）、新井周（グランプリ）、岸川
聖也（仙台育英学園高）、鬼頭明（健勝苑）、水谷隼（豊
田町卓球スポーツ少年団）
●女子日本選手団
梅村礼（日本生命）、小西杏（ミキハウス）、藤沼亜衣（ミ
キハウス）、岸田聡子（日本生命）、高橋美貴江（十六
銀行）、福原愛（ミキハウス JSC）、平野早矢香（ミ
キハウス）、樋浦令子（ミキハウス）、藤井寛子（淑
徳大）、末益亜紗美（日本生命）、藤田由希（日本生命）、
潮﨑由香（淑徳大）

□男子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─Ｃ〉新井
9、5、7、-9、-5、-6、8		Pha.サンガンシン（タイ）
10、7、-4、-7、1、-3、-8		ベンツェン（デンマーク）

〈Q─D〉加山
5、-7、9、-7、9、9	 シュス（ドイツ）
4、4、11、5	 Phu. サンガンシン（タイ）

〈Q─ E〉村守
-5、10、5、-4、5、4	 ラーセン（デンマーク）
-9、-8、8、9、-10、-8	 カイナット（ドイツ）

〈Q─ F〉鬼頭
-9、9、-4、-12、-9	 モリーン（スウェーデン）
-7、-9、-6、11、-9	 尹在栄（韓国）

〈Q─G〉岸川
-9、5、-8、-7、9、-9	 郝帥（中国）
-7、-11、-8、-10	 崔賢鎭（韓国）

〈Q─ I〉水谷
-8、-8、-9、-8	 ガルドス（オーストリア）
-8、-8、-10、-11	 モルドバン（ノルウェー）

〈Q─ J〉真田
-1、-9、8、-4、-10	 陳玘（中国）
-4、-9、8、-10、11、6、-11
	 モンラッド（デンマーク）

〈Q─ K〉坂本
-5、-9、-8、-10	 ヤン・ミン（イタリア）
8、7、-7、9、-4、-7、-7	 バリン（フランス）

〈Q─ L〉遊澤
6、-9、-5、5、7、-7、-9	 徐東哲（韓国）
-7、6、-6、-11、11、-4	 モンデロ（イタリア）

▼決勝トーナメント1回戦
ボル（ドイツ）　　12、3、1、-11、5	 真田
蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）8、-4、7、7、9
	 坂本
田﨑　　　　4、4、-5、6、4	 モンデロ
松下		-6、5、2、8、2	 ソーレンセン（デンマーク）
王励勤（中国）　　　　3、4、6、5	 岸川
村守　9、-14、1、10、-7、10	 レグー（フランス）
陳衛星（オーストリア）　6、7、-5、7、6	 加山
トキッチ（スロベニア）　-9、7、8、3、7	 新井
偉関　8、5、2、-10、6
	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
蒋澎龍　　　12、9、-10、10、7	 田﨑
劉国正（中国）　　　7、-7、8、6、7	 松下
荘智淵（チャイニーズタイペイ）7、6、6、-9、6
	 村守
邱貽可（中国）　　　-6、5、2、2、7	 偉関
▼準々決勝
ボル　　　4、-10、-8、11、9、10	 郝帥
王励勤　　10、-8、8、-6、-4、6、9	 蒋澎龍
呉尚垠（韓国）　-5、10、6、-13、7、3	 荘智淵
馬琳（中国）7、7、-7、1、10	クレアンガ（ギリシャ）
▼準決勝
ボル　　　8、-7、10、-4、7、-6、7	 王励勤
呉尚垠　　　8、-3、-4、7、5、8	 馬琳
▼決勝
ボル　　　5、-8、4、-6、10、11	 呉尚垠

□女子シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
平野　6、6、-8、9、7	ポリアチコバ（スロバキア）
余美儒（チャイニーズタイペイ）
　	 8、3、-7、-9、-5、5、10　高橋
福原　　　5、6、7、-9、8	 石率智（韓国）
ジン・ジュンホン（シンガポール）
	 -6、11、9、-6、-10、4、9　末益
藤田　-6、5、4、-13、9、9	 バデスク（ルーマニア）
小西　8、-7、6、4、-8、5		シュトゥンパー（ドイツ）
リー・チュンリー（ニュージーランド）
	 -9、-10、3、5、9、-7、9　藤井
梅村　　　　8、6、4、6	 高ソミ（韓国）
藤沼　　　　9、7、6、8	 林ソラ（韓国）
郭躍（中国）　　　　8、9、6、4	 潮﨑
岸田		9、-6、6、7、4		陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
蘇仙菁（チャイニーズタイペイ）
	 -4、-5、8、10、6、8　樋浦
▼2回戦
郭焱（中国）　　　　7、12、8、6	 平野
福原　　　5、10、10、7	 ジン・ジュンホン
藤田　　　-7、8、6、-9、12、-9、10	 小西
梅村　　　7、-13、4、9、7	 金秀珍（韓国）
藤沼　　　9、-4、7、8、8	 林菱（中国香港）
郭躍　　　6、8、6、12	 岸田
▼3回戦
李楠（中国）　　　5、6、7、9	 福原
ボロス（クロアチア）　　6、7、7、6	 藤田
梅村　　　-10、-5、4、5、-5、8、9	 藤沼
▼準々決勝
郭焱　2、9、-5、7、3	
	 リー・ジャーウェイ（シンガポール）
李楠　　　　　8、6、8、9	 ボロス
牛剣鋒（中国）　　3、10、5、6	 梅村
郭躍　　　　-6、-11、4、12、7、7	 王楠（中国）
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▼準決勝
郭焱　　　　8、7、5、-8、10	 李楠
郭躍　　　　11、8、8、9	 牛剣鋒
▼決勝
郭躍　　　　9、7、10、5	 郭焱

□男子ダブルス
▼第1ステージ1回戦
劉国正／邱貽可（中国）11、-7、7、13、8		坂本／岸川
メイス／モルドバン（デンマーク／ノルウェー）
	 -9、8、-11、7、8　村守／水谷
コルベル（チェコ）／偉関　9、9、-8、6
	 金相洙／張宇澤（韓国）
ボル／カイナット（ドイツ）6、-7、5、-3、9
	 加山／新井
陳衛星（オーストリア）／松下　4、7、8
	 Pha. サンガンシン／Phu. サンガンシン（タイ）
ロスコフ／ヒールシャー（ドイツ）11、8、4　
	 遊澤／真田
▼2回戦
コルベル／偉関　-6、-9、7、8、10　
	 ベンツェン／モンラッド（デンマーク）
パーソン／ワルドナー（スウェーデン）8、10、7　
	 陳衛星／松下
▼決勝トーナメント1回戦
田﨑／鬼頭　8、9、7、9	 パーソン／ワルドナー
呉尚垠／金擇洙（韓国）-1、6、9、9、9
	 コルベル／偉関
▼準々決勝
高礼澤／李静（中国香港）8、-9、-12、6、6、-14、3
	 張雁書／呉志祺（チャイニーズタイペイ）
馬琳／陳玘（中国）-9、8、6、9、5　田﨑／鬼頭
王励勤／郝帥（中国）5、7、-8、9、8
	 張鈺／梁柱恩（中国香港）
カラカセビッチ／トキッチ（セルビア・モンテネグロ／スロベニア）
	 10、-11、-5、8、-8、10、6　呉尚垠／金擇洙
▼準決勝
馬琳／陳玘　　　3、3、9、9	 高礼澤／李静
王励勤／郝帥　-6、-8、5、1、-8、3、6
	 カラカセビッチ／トキッチ
▼決勝
馬琳／陳玘		9、9、-7、8、-8、-3、7	 王励勤／郝帥

□女子ダブルス
▼第1ステージ1回戦
末益／藤田　6、8、2
	 余美儒／孫千嵐（チャイニーズタイペイ）
藤井／潮﨑	-5、-6、7、10、12		高ソミ／林ソラ（韓国）
▼2回戦
金炅河／田恵敬（韓国）　4、6、10	 高橋／福原
タン・モンファルディーニ／ネグリソリ（イタリア）
	 -6、8、7、9　末益／藤田
藤井／潮﨑	-7、8、4、5	パリュ／コスト（フランス）
小西／平野　7、3、11
チャン・シュエリン／タン・パエフェン（シンガポール）
▼決勝トーナメント1回戦
リー・ジャーウェイ／ジン・ジュンホン（シンガポール）
	 -8、-14、8、-10、5、3、7　藤井／潮﨑
梅村／藤沼　6、7、1、-8、11
	 タン・モンファルディーニ／ネグリソリ
岸田／樋浦　7、2、7、8
ステファノバ／ポリアチコバ（イタリア／スロバキア）
李楠／郭焱（中国）6、-8、-7、4、7、-9、7
	 小西／平野
▼準々決勝
牛剣鋒／郭躍（中国）-8、2、4、13、4
リュウ・ジャ／ワン・チェン（オーストリア／アメリカ）
リー・ジャーウェイ／ジン・ジュンホン
	 -4、9、11、-9、8、12　林菱／張瑞（中国香港）
梅村／藤沼　　9、8、3、5	 岸田／樋浦
李楠／郭焱　6、6、9、9	 張怡寧／王楠（中国）
▼準決勝
牛剣鋒／郭躍　6、5、9、2
	 リー・ジャーウェイ／ジン・ジュンホン

李楠／郭焱　　9、-5、11、12、8	 梅村／藤沼
▼決勝
牛剣鋒／郭躍　　5、5、-9、9、7	 李楠／郭焱

□男子U─21
▼第1ステージ1回戦
水谷	5、-8、5、-4、4		孫文偉（チャイニーズタイペイ）
岸川		7、-8、13、13	黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
呉志祺（チャイニーズタイペイ）　5、3、4	 水谷
岸川　　　　　キケン	 李廷佑（韓国）
▼準々決勝
高在福（韓国）　　　6、-8、2、8	 坂本
ズース（ドイツ）　　13、8、9	 呉志祺
村守　　　　8、6、5	 ボリビエ（フランス）
岸川　　　　キケン	 尹在栄（韓国）
▼準決勝
ズース　　　　6、8、-7、7	 高在福
村守　　　　　7、8、-7、9	 岸川
▼決勝
ズース　　　　7、7、8	 村守

□女子U─21
▼第1ステージ1回戦
林ソラ（韓国）　　7、-9、9、-5、4	 藤井
▼準々決勝
陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）キケン
	 リュウ・ジャ（オーストリア）
平野　　-10、-8、5、2、4	 高ソミ（韓国）
黄怡樺（チャイニーズタイペイ）			9、10、5	 樋浦
シュトゥンパー（ドイツ）10、-6、4、8
	 チャン・シュエリン（シンガポール）
▼準決勝
平野　　　　　7、-9、9、8	 陸雲鳳
シュトゥンパー　　　10、6、12	 黄怡樺
▼決勝
シュトゥンパー　　　7、-6、8、6	 平野早矢香

フォルクスワーゲンオープン
荻村杯2004

2004年9月23～26日、於：神戸市中央体育館

●男子日本選手団
田﨑俊雄（協和発酵）、加山兵伍（グランプリ）、遊
澤亮（東京アート）、新井周（グランプリ）、木方慎
之介（協和発酵）、村守実（青森大）、岸川聖也（仙
台育英学園高）、真田浩二（協和発酵）、坂本竜介（青
森大）、水谷隼（青森山田中）、高木和卓（青森山田高）、
吉田海偉（日産自動車）、高木和健一（青森大）
●女子日本選手団
梅村礼（日本生命）、福原愛（ミキハウス JSC青森）、
藤沼亜衣（ミキハウス）、平野早矢香（ミキハウス）、
小西杏（ミキハウス）、高橋美貴江（十六銀行）、樋
浦令子（ミキハウス）、藤井寛子（淑徳大）、谷口直
子（サンリツ）、潮﨑由香（十六銀行）、藤田由希（日
本生命）、小野思保（白鵬女子高）、石垣優香（卓伸
SC）、狭間のぞみ（秀光中等教育学校）

□男子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─D〉水谷
4、6、10、-11、10	 ロー（フランス）
-9、-7、5、4、4、-6、8	 尹在栄（韓国）

〈Q─ E〉加山
10、-9、-9、9、10、6	 バウム（ドイツ）
8、10、-3、2、-8、6	 ボビリエ（フランス）

〈Q─ F〉坂本
-5、-5、-4、-7	 カイナット（ドイツ）
8、-11、9、7、-7、3
	 江宏傑（チャイニーズタイペイ）

〈Q─G〉高木和卓
-7、5、4、-4、7、-9、-4	 金泰訓（韓国）
8、-14、-9、-8、-8	 クラセク（チェコ）

〈Q─H〉吉田
4、8、-4、-5、9、-5、-6	 李廷佑（韓国）
3、2、-9、-5、-6、7、1
	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ I〉真田
12、-4、-8、5、10、-8、-9
	 モンラッド（デンマーク）
7、5、7、8	 黄煒晋（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ J〉岸川
6、-13、-9、10、-9、9、6	 崔賢珍（韓国）
12、5、7、7	 頼冠珅（チャイニーズタイペイ）

〈Q─ K〉新井
-7、-5、9、-5、-12	 ヤン・ツー（シンガポール）
8、9、8、-9、-8、6	 謝嘉俊（中国香港）

〈Q─ L〉村守
キケン	 ジンドラック（オーストリア）
6、6、8、-4、-3、-5、12	 黄聖焄（韓国）

〈Q─M〉高木和健
-5、7、6、-9、9、-6、6	 カルネロス（スペイン）
8、10、6、-7、-9、9
	 マルコビッチ（セルビア・モンテネグロ）

〈Q─N〉木方
-7、-1、3、-10、-4	 林在賢（韓国）
6、7、7、-7、8	 チェン・チー（シンガポール）
8、-11、9、7、-7、3	 サムソン（アメリカ）

▼決勝トーナメント1回戦
エロワ（フランス）　　-8、5、6、4、2	 岸川
コルベル（チェコ）-4、8、-13、8、9、-9、9	 吉田
遊澤	-4、5、-15、4、6、-6、5	カイナット（ドイツ）
陳衛星（オーストリア）10、9、8、9	 新井
メイス（デンマーク）7、-7、6、6、-5、3	 真田
水谷　-10、-10、8、6、9、10
	 張雁書（チャイニーズタイペイ）
ガルドシュ（オーストリア）-6、-7、6、3、8、3
	 坂本
荘智淵（チャイニーズタイペイ）
	 -7、10、-13、2、-9、9、7　高木和卓
J. セイブ（ベルギー）　　7、7、8、8	 木方
張鈺（中国香港）　	-8、5、7、9、8	 高木和健
ツグウェル（デンマーク）
	 6、-13、-10、-11、6、11、7　田﨑
フェイヤー -コナート（ドイツ）9、10、10、6	村守
閻森（中国）　　-10、-6、11、5、6、6	 加山
▼2回戦
陳玘（中国）　　　-8、4、9、7、7	 遊澤
メイス　　　　　5、4、5、-9、8	 水谷
▼準々決勝
孔令輝（中国）　　10、-8、5、-9、3、9	 エロワ
陳玘　　　　-7、8、5、8、3	 馬琳
荘智淵　　　-7、4、5、8、5	 梁柱恩（中国香港）
クリシャン（ルーマニア）6、9、-11、-4、-7、8、9
	 ボル（ドイツ）
▼準決勝
陳玘　　　　　8、4、3、9	 孔令輝
荘智淵　　　　-8、6、-9、5、7、9	 クリシャン
▼決勝
陳玘　　　4、8、4、-10、-6、-4、8	 荘智淵

□女子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─ A〉潮﨑
-9、3、-6、-10、-11	 ボージック（ドイツ）
4、-9、12、-10、7、-7、6	 朴京愛（韓国）

〈Q─Ｂ〉平野
4、2、3、8	 M. ローア（ドイツ）
9、7、-7、7、-6、3
	 余美儒（チャイニーズタイペイ）

〈Q─Ｃ〉小西
5、-2、-7、-8、6、8、-11	 ムアンスク（タイ）
-9、-8、6、-5、8、14、9
	 潘俐君（チャイニーズタイペイ）

〈Q─D〉谷口
-4、-6、-8、8、-13	 ポータ（ハンガリー）
5、15、5、4	 李依真（チャイニーズタイペイ）
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〈Q─ E〉藤田
7、-7、-4、6、9、7	 辛秀禧（韓国）
キケン	 シュトルビコバ（チェコ）

〈Q─ F〉石垣
-7、-4、-5、-8	 郭芳芳（韓国）
7、8、-7、-6、-7、6、-7
	 ジルバーアイゼン（ドイツ）

〈Q─H〉藤井
4、8、12、-14、7	 コムウォン（タイ）
9、5、11、9	 金貞弦（韓国）

〈Q─ I〉高橋
8、-3、10、-5、9、-6、-8	 朴美英（韓国）
-10、10、3、-7、8、6	 ニルソン（スウェーデン）

〈Q─ J〉狭間
6、9、-7、5、-5、-9、-4	ミャオ（オーストラリア）
7、-7、9、7、-8、11	 シュトゥンパー（ドイツ）

〈Q─ L〉樋浦
-6、-6、-8、-9	 常晨晨（中国）
8、3、5、9	 許慧純（韓国）

〈Q─M〉小野
-9、-6、-8、5、-5	 田恵敬（韓国）
7、-7、-7、-7、10、-6
	 陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
-10、5、-7、-6、8、10、6

	 メルストレム（スウェーデン）
▼決勝トーナメント1回戦
梅村　　　　10、1、11、7	 田恵敬
リー・ジャーウェイ（シンガポール）9、7、9、10	平野
藤沼　　　5、8、-3、8、-6、-8、7	 郭芳芳
福原　　-5、8、8、7、9	 ボージック（ドイツ）
金璟娥（韓国）　　　7、-8、3、6、6	 藤井
チャン・シュエリン（シンガポール）
	 6、6、8、-6、8　藤田
王楠（中国）　　　-9、6、10、7、-9、6	 小西
▼2回戦
リー・ジャーウェイ	3、-13、-6、-6、7、6、4	 梅村
ボロス（クロアチア）　　4、5、5、-7、8	 藤沼
郭躍（中国）　　　-8、4、6、1、9	 福原
▼準々決勝
張怡寧（中国）　6、9、4、3	 リー・ジャーウェイ
郭躍　　　11、5、6、-9、-9、4	 ボロス
牛剣鋒（中国）　　-11、9、10、11、8	 金璟娥
郭焱（中国）　　　6、11、6、5	 王楠
▼準決勝
張怡寧　　　　　6、8、6、-9、5	 郭躍
牛剣鋒　　　　　3、-8、7、5、4	 郭焱
▼決勝
張怡寧　　　　　8、9、5、6	 牛剣鋒

□男子ダブルス
▼第1ステージ1回戦
田﨑／真田　4、9、7
	 張雁書／頼冠珅（チャイニーズタイペイ）
崔賢珍／李廷佑（韓国）		4、8、7	 村守／高木和卓
吉田／水谷	11、6、5	シュテガー／バウム（ドイツ）
エロワ／ヒールシャー（フランス／ドイツ）6、6、-8、10
	 加山／ツァイ・シャオリー（シンガポール）
木方／高木和健　-9、5、-8、8、9
	 荘智淵／周東昱（チャイニーズタイペイ）
林在賢／李政三（韓国）-9、5、8、-7、9
	 遊澤／新井
▼2回戦
田﨑／真田　8、6、7
	 ベンツェン／モンラッド（デンマーク）
クリシャン／トキッチ（ルーマニア／スロベニア）
	 9、9、-8、-5、8　吉田／水谷
フェイヤー - コナート／ボージック（ドイツ）
	 7、-8、11、-6、6　木方／高木和健
▼決勝トーナメント1回戦
メイス／ツグウェル（デンマーク）
	 7、10、-8、8、-9、8　真田／田﨑
クリシャン／トキッチ
	 -4、15、9、-6、9、1　岸川／坂本

▼準々決勝
王励勤／閻森（中国）5、4、7、9	陳玘／馬琳（中国）
孔令輝／王皓（中国）-14、5、-5、8、-7、7、6
	 シュラガー／ジンドラック（オーストリア）
張鈺／梁柱恩（中国香港）4、8、-8、4、-7、11
	 メイス／ツグウェル
高礼澤／李静（中国香港）キケン	
	 クリシャン／トキッチ
▼準決勝
王励勤／閻森		-9、9、10、9、-6、9	孔令輝／王皓
高礼澤／李静　8、-8、7、5、3	 張鈺／梁柱恩
▼決勝
王励勤／閻森		-8、8、9、-5、11、9	 高礼澤／李静

□女子ダブルス
▼第1ステージ1回戦
金貞弦／金炅河（韓国）　　6、7、6	 狭間／石垣
▼2回戦
藤井／福原　3、8、5
	 バデスク／リード（ルーマニア／アメリカ）
樋浦／小野　8、3、-15、6
	 メルストレム／ニルソン（スウェーデン）
田恵敬／朴京愛（韓国）8、6、-8、2	 藤田／谷口
高橋／潮﨑　8、-10、2、6
	 ジルバーアイゼン／シュトゥンパー（ドイツ）
▼決勝トーナメント1回戦
高橋／潮﨑　9、-10、6、-10、-7、11、10
	リー・ジャーウェイ／シュー・ヤン（シンガポール）
郭焱／常晨晨（中国）-8、9、9、9、6	 平野／小西
金璟娥／朴美英（韓国）9、9、7、-16、7
	 梅村／藤沼
帖雅娜／張瑞（中国香港）　4、6、6、6	藤井／福原
ボロス／ポータ（クロアチア／ハンガリー）
	 4、5、3、6　樋浦／小野
▼準々決勝
王楠／張怡寧（中国）-9、2、1、7、6	 高橋／潮﨑
郭焱／常晨晨　9、8、12、-13、-6、-7、9
	 金璟娥／朴美英
帖雅娜／張瑞　7、-7、3、-8、-6、6、7
	 黄怡樺／陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
牛剣鋒／郭躍（中国）6、-9、6、3、-5、7
	 ボロス／ポータ
▼準決勝
王楠／張怡寧　	8、9、6、-8、10	 郭焱／常晨晨
牛剣鋒／郭躍　8、13、9、-7、6	 帖雅娜／張瑞
▼決勝	
牛剣鋒／郭躍		-7、16、9、9、-7、10	 王楠／張怡寧	

□男子U─21
▼第1ステージ
水谷、高木和健は決勝トーナメント進出。坂本はキ
ケン、高木和卓は予選リーグ敗退
▼決勝トーナメント1回戦
岸川　-5、9、10、3、-8、-10、7	 李政三（韓国）
林在賢（韓国）　　6、-6、2、7、6	 水谷
高木和健　　　　キケン	 李廷佑（韓国）
バウム（ドイツ）　-9、9、-11、8、9、2	 村守
▼準々決勝
岸川　-7、11、8、-7、-4、11、8　
	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）
周東昱（チャイニーズタイペイ）
	 7、5、5、-6、-7、5　林在賢
ヤン・ツー（シンガポール）
	 -12、6、6、-4、8、-5、4　高木和健
尹在栄（韓国）　9、-7、8、-8、15、10	 バウム
▼準決勝
岸川　　　-6、6、3、-4、7、-13、4	 周東昱
尹在栄　		-6、-12、-9、9、7、8、8	 ヤン・ツー
▼決勝
岸川聖也　　　　-8、10、11、8、12	 尹在栄

□女子U─21
▼第1ステージ
狭間、小野は決勝トーナメント進出。石垣は敗退

▼決勝トーナメント1回戦
シュトゥンパー（ドイツ）　　　キケン	 福原
ジルバーアイゼン（ドイツ）
	 10、-8、9、-6、7、-10、6　平野
ポータ（ハンガリー）6、-7、10、10、15	 小野
樋浦　　7、8、2、11	 M. ローア（ドイツ）
チャン・シュエリン（シンガポール）
	 -8、8、8、7、7　狭間
▼準々決勝
金貞弦（韓国）-9、7、-10、-12、7、8、6
	 シュトゥンパー
黄怡樺（チャイニーズタイペイ）-10、4、7、9、10
	 ジルバーアイゼン
樋浦　　　-7、4、-9、11、8、6	 ポータ
チャン・シュエリン　9、-6、-13、9、5、6
	 シュー・ヤン（シンガポール）
▼準決勝
黄怡樺　　　-8、-9、-8、7、8、9、7	 金貞弦
チャン・シュエリン　8、10、-9、9、-9、9	 樋浦
▼決勝
黄怡樺　　7、4、8、8	 チャン・シュエリン

フォルクスワーゲンオープン
荻村杯2005

2005年9月22日～25日、於：横浜市文化体育館

●男子日本選手団
吉田海偉（日産自動車）、水谷隼（青森山田高）、坂
本竜介（青森大）、三田村宗明（日産自動車）、大矢
英俊（青森山田高）、横山友一（青森山田高）、岸川
聖也（仙台育英学園高）、木方慎之介（協和発酵）、
高木和健一（青森大）、高木和卓（青森山田高）、松
平健太（青森山田中）、谷口祐二（シチズン時計）	
以下神奈川選抜／三原孝博（日産自動車）、高志亮（日
産自動車）、高木和法（湘南工大附属高）、原慶光（湘
南工大附属高）、吉田匡毅（湘南工大附属高）、細野
裕人（横浜商業高）
●女子日本選手団
福原愛（グランプリ）、梅村礼（文化シヤッター）、
福岡春菜（日本大）、藤井寛子（日本生命）、金沢咲
希（日本生命）、石垣優香（秀光中等教育学校）、平
野早矢香（ミキハウス）、藤沼亜衣（ミキハウス）、
樋浦令子（ミキハウス）、高橋美貴江（十六銀行）、
照井萌美（秀光中等教育学校）、小野思保（白鵬女子高）
以下神奈川選抜／岸田聡子（日本生命）、森本文江（健
勝苑）、湯原美保（東京富士大職員）、井上朋美（白
鵬女子高）、仲川美穂（白鵬女子高）、川口奈々（白
鵬女子高）、中島未早希（横浜隼人中）

□男子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─1〉大矢
-6、-10、-6、-8	 譚瑞午（クロアチア）
0、8、-8、9、5	 ヴォスト（ベルギー）

〈Q─3〉横山
-7、10、-8、-7、-3	 林在賢（韓国）
5、4、6、-10、5	 エレンスキー（フランス）

〈Q─4〉松平
-9、-9、5、5、-5、9、-5	トシッチ（クロアチア）
-9、-6、7、-3、10、-3	 ラーセン（デンマーク）

〈Q─7〉高木和卓
5、9、-9、6、-4、9	 ツグウェル（デンマーク）
6、9、3、6	 ボベ（フランス）

〈Q─8〉高木和健
-8、-7、-8、-11	 尹在栄（韓国）
-7、7、4、9、5	 S. ヴィパワタナクル（タイ）

〈Q─10〉三田村
-8、-10、3、4、-8、-9	 趙彦来（韓国）
12、2、-9、1、9	 T. ヴィパワタナクル（タイ）

〈Q─11〉岸川
5、-11、-8、-5、8、5、7	 ベルタン（フランス）
-8、3、6、7、6	 金政均（韓国）
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〈Q─12〉坂本
8、-6、8、-7、-9、9、-3
	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）
8、2、4、-9、8　マー・リアン（シンガポール）

〈Q─13〉三原
9、-5、-6、-3、-8	 馬龍（中国）
-8、-8、-9、-11	ツァイ・シャオリー（シンガポール）

〈Q─14〉谷口
11、-7、-2、-3、10、-8	 崔賢珍（韓国）
9、-12、6、-8、-8、-8	 シュリヒター（ドイツ）

〈Q─15〉木方
-12、10、9、-6、-9、-9	 ロー（フランス）
6、4、6、4	 パタナヴァニチクル（タイ）
5、2、5、11	 グリーン（アメリカ）

〈Q─16〉高志
-4、9、-6、-4、-7	 李鎮権（韓国）
7、8、10、10	 ボビリエ（フランス）
13、-10、-9、9、8、9

	 リョウ・チョンツー（シンガポール）
▼決勝トーナメント1回戦
水谷　　　10、-7、14、8、9	 趙彦来
吉田　　-8、-8、7、4、-11、8、8	 崔賢珍
木方　7、6、-7、-7、7、5	 メイス（デンマーク）
スミルノフ（ロシア）　　　8、5、6、9	 大矢
荘智淵（チャイニーズタイペイ）5、3、6、3	 高志
ルンクイスト（スウェーデン）
	 9、-12、6、8、-6、-6、7　岸川
シュテガー（ドイツ）-8、8、5、9、-8、-10、9
	 高木和卓
蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
	 -11、8、6、6、5　三田村
劉国正（中国）　　　6、-13、7、6、6	 横山
クリシャン（ルーマニア）　-9、8、13、8、9	坂本
ボル（ドイツ）　　6、6、-6、7、-8、6	 高木和健
▼2回戦
トシッチ　　　　　7、9、8、7	 水谷
王皓（中国）　　　-8、-5、7、5、5、10	 吉田
ボージック（ドイツ）　　5、6、-6、8、9	 木方
▼準々決勝
馬龍　　　-7、4、8、8、13	 郝帥（中国）
柳承敏（韓国）　　-4、9、5、8、8	 荘智淵
王皓　　　-9、4、-9、3、3、9	 劉国正
ボル　　　　-9、8、8、9、9	 陳玘（中国）
▼準決勝
柳承敏　　　-9、-9、4、-10、5、8、8	 馬龍
ボル　　　　-1、9、-8、6、7、-1、7	 王皓
▼決勝
ボル　　　　　　9、10、4、9	 柳承敏

□女子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─2〉平野
5、10、2、6	 辛秀禧（韓国）
8、-10、6、9、5	 ムアンスク（タイ）

〈Q─4〉石垣
-8、-10、8、-13、-7	 金貞弦（韓国）
-5、8、-5、9、6、7	 ポータ（ハンガリー）

〈Q─7〉藤沼
-8、-8、4、-4、-5	 劉詩雯（中国）
6、7、4、9	 余美儒（チャイニーズタイペイ）

〈Q─8〉福岡
10、7、-9、8、-10、9	ハイン─ホフマン（ドイツ）
4、6、8、7	 蘇仙菁（チャイニーズタイペイ）

〈Q─9〉照井
-9、-7、10、10、3、-7、-12
	 チャン・シュエリン（シンガポール）
9、-10、-5、-5、-9	 ゲーベル（ドイツ）

〈Q─10〉小野
-12、-8、7、-8、8、-3	 　
	 タン・ペイフェン（シンガポール）
-3、9、-8、7、-7、9、10		ジルバーアイゼン（ドイツ）

〈Q─11〉岸田
12、7、-9、8、9	 バトルフィ（ハンガリー）
9、6、9、-6、12	 李ケーラ（韓国）

〈Q─12〉森本
8、-6、-9、6、-9、-9
	 Ve. パブロビッチ（ベラルーシ）
14、-11、8、-6、-3、8、-7
	 ステファノバ（イタリア）

〈Q─13〉藤井
6、4、5、7	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
4、8、8、8	 金秀珍（韓国）

〈Q─14〉樋浦
9、8、-6、12、-8、-5、5	 ネグリソリ（イタリア）
-6、1、6、5、3	劉馨伊（チャイニーズタイペイ）
0、5、8、3	 金玟持（韓国）

〈Q─15〉高橋
-11、-8、-2、-6	 郭芳芳（韓国）
9、5、7、3	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
6、8、9、8	 康苑冊（チャイニーズタイペイ）

〈Q─16〉金沢
7、4、7、-9、-2、9	 朴美英（韓国）
9、4、5、3	 熊乃儀（チャイニーズタイペイ）
9、6、2、5	 彭婉華（チャイニーズタイペイ）

▼決勝トーナメント1回戦
藤井　　-5、8、6、7、10	 トート（ハンガリー）
福原　　5、4、8、6	 金貞弦
梅村　　9、-8、-9、6、6、4
	 タン・ペイフェン（シンガポール）
張怡寧（中国）　　　7、9、11、4	 金沢
白楊（中国）　　　6、8、-2、7、-7、7	 樋浦
王越古（シンガポール）　　3、9、5、7	 平野
Vi. パブロビッチ（ベラルーシ）　8、6、7、9	 福岡
リー・ジャーウェイ（シンガポール）9、9、3、1	岸田
▼2回戦
張怡寧　　　　　　5、-5、7、10、9	 藤井
柳絮飛（中国香港）　7、-9、9、9、-8、9	 福原
Vi. パブロビッチ　7、3、6、-5、6	 梅村
▼準々決勝
張怡寧　　　　　8、8、12、5	 金璟娥
郭躍（中国）　　-8、9、8、-5、6、5	 柳絮飛
郭焱（中国）　	5、4、5、7	 ボロス（クロアチア）
リー・ジャーウェイ　4、-8、9、-4、8、8
	 Vi. パブロビッチ
▼準決勝
張怡寧　　-10、13、-4、-8、3、3、10	 郭躍
郭焱　　2、9、2、-8、5	 リー・ジャーウェイ
▼決勝
張怡寧　　　　　　8、9、8、8	 郭焱

□男子ダブルス
▼第1ステージ
高志／三原は決勝トーナメント進出。高木／原、吉
田／細野は第1ステージ3回戦　横山／大矢、高木
和卓／水谷、高木和健／松平、吉田／三田村、木方
／谷口は2回戦敗退
▼決勝トーナメント1回戦
岸川／坂本　7、7、-5、6、7
	 バウム／オフチャロフ（ドイツ）
王皓／陳玘（中国）　6、-9、3、5、8	 三原／高志
▼準々決勝
ボル／ズース（ドイツ）10、-5、7、7、-12、-9、8
	 劉国正／馬龍（中国）
呉尚垠／李廷佑（韓国）-7、5、8、2、-5、3
	 陳衛星／ガルドス（オーストリア）
クズミン／スミルノフ（ロシア）
　　　10、-6、10、-7、-8、7、3
	 フランツ／シュラガー（ドイツ／オーストリア）
岸川／坂本　-3、9、-6、9、5、-7、8	 王皓／陳玘
▼準決勝
ボル／ズース　15、-3、8、-2、9、-9、6
	 呉尚垠／李廷佑
スミルノフ／クズミン		11、10、7、5	 岸川／坂本
▼決勝
ボル／ズース		6、8、10、7	 クズミン／スミルノフ

□女子ダブルス
▼第1ステージ
梅村／岸田、藤井／金沢は決勝トーナメント進出。
平野／樋浦、森本／湯原、高橋／福岡は第1ステー
ジ2回戦、照井／石垣、小野／井上、仲川／中島は
1回戦敗退
▼決勝トーナメント1回戦
藤井／金沢　-7、9、12、10、-7、4	
	 金恵賢／金貞弦（韓国）
梅村／岸田　-3、10、-5、-5、6、13、9	
	 黄怡樺／陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
福原／藤沼　-5、7、-13、9、-6、9、3	
	 張怡寧／劉詩雯（中国）
▼準々決勝
トート／バトルフィ（ハンガリー）
	 11、-4、-5、3、13、7　藤井／金沢
金璟娥／金福来（韓国）-4、5、7、6、9
	 ポータ／ハイン─ホフマン（ハンガリー／ドイツ）
白楊／曹臻（中国）7、5、-5、5、8	 梅村／岸田
郭躍／郭焱（中国）8、6、7、-9、8	 福原／藤沼
▼準決勝
金璟娥／金福来　9、3、5、-8、5
	 トート／バトルフィ
白楊／曹臻　　-4、5、9、8、5	 郭躍／郭焱
▼決勝
白楊／曹臻　-10、10、9、15、-6、10
	 金璟娥／金福来

□男子U─21
▼第1ステージ
高木和卓、大矢は決勝トーナメント進出。高木和健、
松平、横山、高木、吉田、原、細野は予選リーグ敗退
▼決勝トーナメント1回戦
李鎮権（韓国）-10、-8、5、11、-9、9、8	 大矢
ロー（フランス）　5、-9、7、3、-9、8	 高木和卓
ベルタン（フランス）8、4、-9、5、-5、-7、5	 坂本
▼準々決勝
林在賢（韓国）5、-6、3、-6、8、-10、1
	 金政均（韓国）
趙彦来（韓国）　　-7、2、7、-8、5、7	 李鎮権
呉志祺（チャイニーズタイペイ）
	 -9、8、-3、5、4、8　ロー
ヤン・ツー（シンガポール）8、4、9、-7、6
	 ベルタン
▼準決勝
趙彦来　　　8、-10、9、9、-8、7	 林在賢
ヤン・ツー　　　6、7、4、7	 呉志祺
▼決勝
ヤン・ツー　　　6、8、-7、5、10	 趙彦来

□女子U─21
▼第1ステージ
小野、井上は決勝トーナメント進出。照井、仲川、川口、
中島は予選リーグ敗退
▼決勝トーナメント1回戦
小野　-8、8、9、-9、8、5
	 陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）
石垣　8、-8、5、6、3
	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
	 7、-6、-8、4、5、8　井上
▼準々決勝
小野　10、9、4、-7、-6、4	 李ケーラ（韓国）
ステファノバ（イタリア）6、-4、8、8、-13、10
	 余美儒（チャイニーズタイペイ）
石垣　　　　5、7、10、7	 黄怡樺
ポータ（ハンガリー）10、4、8、-7、8
	 金玟持（韓国）
▼準決勝
ステファノバ　　　7、7、-8、11、3	 小野
石垣　　-10、-7、11、11、8、-8、10	 ポータ
▼決勝
石垣優香　　　10、6、-3、3、11	 ステファノバ
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ジャパンオープン

フォルクスワーゲンオープン
荻村杯2006

2006年9月21～24日、於：横浜市文化体育館

●男子日本選手団
吉田海偉（日産自動車）、松下浩二（グランプリ）、
岸川聖也（スヴェンソン）、高木和健一（青森大）、
高木和卓（青森山田高）、大森隆弘（東京アート）、
水谷隼（青森山田高）、韓陽（東京アート）、木方慎
之介（協和発酵）、坂本竜介（青森大）、松平賢二（青
森山田高）、松平健太（青森山田中）　以下神奈川選
抜／高志亮（日産自動車）、竹谷康一（日産自動車）、
三原孝博（日産自動車）、厳一峰（湘南工大附属高）、
川口拡（湘南工大附属高）、細野裕人（横浜商業高）、
下川貴臣（横浜商業高）
●女子日本選手団
福原愛（青森山田高）、平野早矢香（ミキハウス）、
金沢咲希（日本生命）、福岡春菜（中国電力）、藤沼
亜衣（ミキハウス）、藤井寛子（日本生命）、高橋美
貴江（十六銀行）、石垣優香（秀光中等教育学校）、
宇土弘恵（就実高）、樋浦令子（ミキハウス）、小西
杏（アスモ）、石川佳純（ミキハウス JSC）、照井萌
美（秀光中等教育学校）、小野思保（淑徳大）、山梨
有理（淑徳大）、若宮三紗子（尽誠学園高）　以下神
奈川選抜／岸田聡子（日本生命）、森本文江（健勝苑）、
中島未早希（横浜隼人高）、藤田麻紀子（横浜隼人高）、
尾留川琴波（横浜隼人中）、森藤みなみ（相原高）

□男子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─1〉高木和卓
-12、7、-4、-8、-9	 ズース（ドイツ）
-7、9、7、8、-8、6	 カベスタニ（フランス）

〈Q─4〉坂本
-5、-5、-5、-7	 侯英超（中国）
12、5、-7、-6、4、8	 ボビリエ（フランス）

〈Q─5〉韓
4、9、-2、10、-11、7	 ヤカブ（ハンガリー）
5、9、7、7	 カブラス（チェコ）
5、-8、4、-8、5、5	 ボージック（ドイツ）

〈Q─6〉竹谷
-10、-7、-5、-8	 ジョベール（フランス）
-6、-11、8、-3、-9	 ドゥラン（スペイン）
-5、-7、-7、-7	 林在賢（韓国）

〈Q─7〉大森
-7、6、-8、9、-2、-9	 トキッチ（スロベニア）
10、-9、6、5、-8、-5、-6
	 ツァイ・シャオリー（シンガポール）

〈Q─8〉木方
-7、8、-9、-9、-6	 尹在栄（韓国）
-8、8、5、11、-9、11
	 周東昱（チャイニーズタイペイ）

〈Q─9〉高木和健
6、1、6、2	 グリーン（アメリカ）
-4、-6、-5、-9	 趙彦来（韓国）
15、6、-11、1、-2、3
	 黄盛聖（チャイニーズタイペイ）

〈Q─10〉高志
5、6、4、10	 モンラッド（デンマーク）
7、7、9、7	 キム・チョルウォ（韓国）
-8、7、2、-8、-0、-8
	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）

〈Q─11〉松平賢
-10、-5、-4、8、-6	ズウィックル（ハンガリー）
-9、-5、2、6、-5、-4
	 ドリンクホール（イングランド）
-4、-8、4、-6、-9	 李鎮権（韓国）

〈Q─12〉松平健
-10、9、5、8、6	 カイナット（ドイツ）
キケン	 侯明聰（チャイニーズタイペイ）
7、7、9、4	 趙志燻（韓国）

〈Q─13〉水谷
-6、1、6、6、7	 金政均（韓国）

8、4、6、10	 オフチャロフ（ドイツ）
5、-12、7、3、4	 リード（イングランド）

〈Q─15〉岸川
7、3、6、3	 ドゥビーナ（アメリカ）
-12、7、-4、-8、-11
	 張雁書（チャイニーズタイペイ）
9、2、2、6	 ナイト（イングランド）

▼決勝トーナメント1回戦
王励勤（中国）　　6、6、10、7	 高木和卓
シュラガー（オーストリア）-8、5、7、7、7	 坂本
尹在栄　　　4、-4、8、6、-10、9	 吉田
高礼澤（中国香港）　　　8、7、9、7	 松平健
松下　　　6、10、-6、8、-6、5	 ズース
荘智淵（チャイニーズタイペイ）10、10、2、11
	 岸川
張鈺（中国香港）　　　　8、-3、6、6、11	 水谷
呉尚垠（韓国）　　　4、8、3、-4、6	 木方
李廷佑（韓国）　　　8、8、-11、7、9	 韓
朱世爀（韓国）　　　10、-11、8、3、5	 高志
ボル（ドイツ）　　　7、9、4、5	 高木和健
▼2回戦
荘智淵　　　　-9、3、4、7、-6、7	 松下
▼準々決勝
王励勤　　　　11、8、6、9	 尹在栄
馬琳（中国）8、-9、8、7、-7、-9、12	 陳玘（中国）
王皓（中国）　　7、-6、7、4、1	 柳承敏（韓国）
ボル　　　　　　4、7、4、-5、9	 呉尚垠
▼準決勝
王励勤　　　9、-8、7、9、-6、-6、4	 馬琳
王皓　　　　-7、14、8、-5、7、9	 ボル
▼決勝
王励勤　　　　　10、7、9、8	 王皓

□女子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─1〉小野
-7、8、-6、-5、-5	 陳晴（中国）
-11、6、5、7、7	潘俐君（チャイニーズタイペイ）

〈Q─2〉照井
-6、6、-5、-9、-6	 李恩姫（韓国）
8、7、9、11	 李依真（チャイニーズタイペイ）

〈Q─4〉藤井
9、1、-7、3、5	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
3、4、11、8	 沈セロム（韓国）

〈Q─5〉石垣
9、7、-9、-9、6、-6、-11	 郭芳芳（韓国）
1、6、9、12	 林佳慧（チャイニーズタイペイ）

〈Q─6〉小西
2、7、8、8	 朴晟恵（韓国）
8、2、7、5	 ハイネ（オーストリア）

〈Q─10〉高橋
7、6、3、8	 許慧純（チャイニーズタイペイ）
-10、9、-7、9、-4、-9	 バーテル（ドイツ）

〈Q─11〉石川
-5、6、-7、9、4、-7、8	ジルバーアイゼン（ドイツ）
9、-7、-6、-5、-6	 ラミレス（スペイン）

〈Q─12〉宇土
10、-4、-9、-7、7、7、9
	 Ve. パブロビッチ（ベラルーシ）
8、6、7、3	 朴インエ（韓国）
-8、7、9、-11、-4、-9	 ネグリソリ（イタリア）

〈Q─13〉岸田
-4、-9、6、9、-3、-11
	 タン・ペイフェン（シンガポール）
13、9、-9、-7、9、9	 李ヒョシム（韓国）

▼決勝トーナメント1回戦
金沢　　　5、1、7、10	 Ve. パブロビッチ
トート（ハンガリー）　　8、3、10、4	 照井
高橋　11、10、-10、-9、7、8	姜華珺（中国香港）
シュトルーゼ（ドイツ）-6、-8、8、6、7、-3、6
	 岸田
小野　10、9、-10、8、14
	 Vi. パブロビッチ（ベラルーシ）
福岡　　　　　9、7、-6、12、9	 バーテル

張瑞（中国香港）　　8、8、12、-5、5	 小西
王越古（シンガポール）　　5、7、5、8	 石川
平野　　　-8、-8、7、6、3、4	 ラミレス
林菱（中国香港）　8、-4、8、-6、-6、8、4	 石垣
陳晴　　　　10、-6、6、8、6	 宇土
樋浦　　7、-11、7、3、8	 タン・ペイフェン
金福来（韓国）　-9、4、4、3、9	 藤沼
福原　　0、-7、6、5、9	 崔文映（韓国）
藤井　　8、4、-14、6、-12、2	 文玄晶（韓国）
▼2回戦
郭焱（中国）　　　　5、5、7、6	 金沢
ステファノバ（イタリア）　　7、8、2、9	 高橋
福岡　　　　12、9、-9、10、6	 小野
林菱　　　　-5、6、9、-8、7、3	 平野
陳晴　　-14、-6、14、8、8、-7、8	 樋浦
福原　　　5、4、-10、9、5	 桑亜嬋（中国香港）
藤井　-4、9、-4、-9、5、10、9	 帖雅娜（中国香港）
▼3回戦
福岡　8、9、-13、5、-7、-8、9
	 リー・ジャーウェイ（シンガポール）
藤井　　　　-12、5、-7、9、9、6	 福原
▼準々決勝
郭焱　　　　　6、6、3、2	 高軍（中国）
福岡　8、-3、-3、8、-8、10、6	 丁寧（中国）
王越古　　　　7、5、1、-7、4	 林菱
陳晴　　　　　5、7、10、5	 藤井
▼準決勝
郭焱　　　　10、-7、13、4、6	 福岡
王越古　　　5、-9、9、10、10	 陳晴
▼決勝
王越古　　-8、12、-7、-4、9、10、12	 郭焱

□男子ダブルス
▼第1ステージ
坂本／松平健、高木和健／高木和卓、松下／陳衛星
（オーストリア）は決勝トーナメント進出。吉田／韓
陽、高志／三原、木方／大森、松平賢／ジョベール
（フランス）は第1ステージ2回戦、細野／下川、厳
／川口は1回戦敗退
▼決勝トーナメント1回戦
ボル／ズース（ドイツ）	5、7、9、8	 坂本／松平健
荘智淵／蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
	 7、7、9、-2、-7、7　水谷／岸川
松下／陳衛星		12、6、8、5	
	 梁柱恩／張鈺（中国香港）
王励勤／陳玘（中国）6、5、3、1
	 高木和健／高木和卓
▼準々決勝
呉尚垠／李廷佑（韓国）-9、-9、7、-6、7、7、7
	 ボル／ズース
馬琳／王皓（中国）8、4、-9、6、-11、4
	 荘智淵／蒋澎龍
李静／高礼澤（中国香港）6、8、5、3	 松下／陳衛星
王励勤／陳玘　　キケン	 孔令輝／侯英超（中国）
▼準決勝
馬琳／王皓　　6、8、-9、8、5	 呉尚垠／李廷佑
王励勤／陳玘　　11、7、2、5	 李静／高礼澤
▼決勝
馬琳／王皓		-7、-10、-4、7、8、6、6	王励勤／陳玘

□女子ダブルス
▼第1ステージ
樋浦／福岡、金沢／藤井、平野／石川は決勝トーナ
メント進出。小西／高橋、中島／藤田は第1ステー
ジ2回戦、石垣／照井、小野／森本、森藤／尾留川
は1回戦敗退
▼決勝トーナメント1回戦
帖雅娜／張瑞（中国香港）　6、9、4、8	樋浦／福岡
平野／石川	10、5、2、8トート／ポータ（ハンガリー）
福原／藤沼　9、9、10、-6、7	 郭焱／丁寧（中国）
王楠／陳晴（中国）　　4、6、7、7	 金沢／藤井
▼準々決勝
帖雅娜／張瑞　　6、-7、4、10、6	 平野／石川
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曹臻／彭陸洋（中国）9、8、-5、7、-10、-9、15
	リー・ジャーウェイ／スン・ベイベイ（シンガポール）
福原／藤沼　-11、12、-4、9、4、-7、9
	 朴美英／金福来（韓国）
王楠／陳晴　5、10、-13、6、7
ステファノバ／タン・モンファルディーニ（イタリア）
▼準決勝
帖雅娜／張瑞　10、-10、7、4、-6、-6、5
	 曹臻／彭陸洋
王楠／陳晴　　8、3、-6、6、2	 福原／藤沼
▼決勝
帖雅娜／張瑞　　9、9、-6、9、10	 王楠／陳晴

□男子U─21
▼第1ステージ
松平賢は決勝トーナメント進出。松平健、厳、川口、
下川、細野は予選リーグ敗退
▼決勝トーナメント1回戦
松平賢	2、6、-9、-4、-8、6、9	 ボビリエ（フランス）
高木和卓　　6、7、3、8	 金政均（韓国）
▼準々決勝
オフチャロフ（ドイツ）　-6、5、9、9、8	 松平賢
高木和卓　3、6、-8、11、2
	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
オフチャロフ　6、5、3、8	 ヤカブ（ハンガリー）
江宏傑（チャイニーズタイペイ）
	 -8、6、-9、6、11、7　高木和卓
▼決勝
江宏傑　-5、-4、6、8、3、-5、11	 オフチャロフ

□女子U─21
▼第1ステージ
宇土、山梨、若宮は決勝トーナメント進出。藤田、中島、
森藤、尾留川は予選リーグ敗退
▼決勝トーナメント1回戦
リ・チャンビン（オーストリア）8、6、6、4	 若宮
バーテル（ドイツ）　-6、-13、9、4、8、9	 山梨
小野　　　3、-4、5、4、11	 崔文映（韓国）
ポータ（ハンガリー）2、6、-7、-4、8、-4、5	 宇土
▼準々決勝
ラミレス（スペイン）-10、-9、5、8、7、-7、6	 小野
▼準決勝
リ・チャンビン　　9、4、9、-9、3	 バーテル
ポータ　　　　6、5、10、8	 ラミレス
▼決勝
リ・チャンビン　	-8、6、9、8、-7、9	 ポータ

フォルクスワーゲンオープン
荻村杯2007

2007年6月21～24日、於：千葉ポートアリーナ

●男子日本選手団
水谷隼（青森山田高）、岸川聖也（スヴェンソン）、
韓陽（東京アート）、松下浩二（グランプリ）、松平
健太（青森山田高）、高木和卓（東京アート）、吉田
海偉（日産自動車）、高木和健一（東京アート）、坪
口道和（青森大）、坂本竜介（協和発酵）、大矢英俊（青
森大）、松平賢二（青森山田高）、時吉佑一（早稲田大）、
下山隆敬（早稲田大）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、平野早矢香（ミキハウス）、福岡春
菜（中国電力）、藤井寛子（日本生命）、樋浦令子（ミ
キハウス）、藤沼亜衣（ミキハウス）、石川佳純（ミ
キハウス JSC）、金沢咲希（日本生命）、田㔟美貴江
（十六銀行）、石垣優香（秀光中等教育学校）、照井萌
美（早稲田大）、若宮三紗子（尽誠学園高）、伊藤み
どり（筑波大）、山﨑知春（青山学院大）

□男子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─2〉下山
-11、-11、3、-5、-5	 ズース（ドイツ）

6、-9、6、-4、-6、-7	 ウラソフ（ロシア）
〈Q─3〉大矢
-3、-8、-8、-5	 ルンクイスト（スウェーデン）
6、-7、-10、-5、7、6、8
	 周東昱（チャイニーズタイペイ）

〈Q─7〉時吉
9、9、7、9	 クズミン（ロシア）
10、10、-10、11、10	 メンゲル（ドイツ）

〈Q─8〉吉田
-11、9、6、10、-9、4	 パイコフ（ロシア）
7、-9、5、5、-10、5
	 マー・リャン（シンガポール）

〈Q─9〉坪口
-4、9、-1、-8、-6	 フランツ（ドイツ）
-7、4、-7、7、7、7	 ゴノワノフ（ロシア）

〈Q─10〉松平賢
-6、8、-8、-7、-6	 レグー（フランス）
7、-12、7、4、9	 マツモト（ブラジル）

〈Q─12〉高木和健
-8、-6、-7、-7	 趙彦来（韓国）
-6、5、-8、-8、8、4、9	 謝嘉俊（中国香港）

〈Q─13〉高木和卓
9、8、4、9	 キッテンベルガー（オーストリア）
-10、6、8、-7、5、9　	ボボチーカ（イタリア）

〈Q─14〉岸川
3、6、7、-9、5	孫文偉（チャイニーズタイペイ）
9、-4、8、-3、6、-8、9
	 ツァイ・シャオリー（シンガポール）
6、7、-11、6、-5、8	 ジテンドラ（インド）

〈Q─15〉坂本
-11、8、3、-7、4、-5、8	 クラセク（チェコ）
7、7、3、4	 メータ（インド）

〈Q─16〉水谷
-8、7、1、6、9	 アルプタラジ（インド）
-9、5、-10、-6、-8	 李政三（韓国）

〈Q─17〉松平健
8、4、-7、-10、9、7
	 王若霖（チャイニーズタイペイ）
10、3、-6、-8、-11、-9　	 S. カマル（インド）
3、6、10、4	 ステーネボリ（デンマーク）

▼決勝トーナメント1回戦
馬琳（中国）　　3、10、6、6	 高木和健
江天一（中国香港）　　9、7、8、-5、7	 松下
コルベル（チェコ）-7、8、-7、9、-8、3、9	 松平健
岸川　　9、6、5、-7、9	 ケーン（オランダ）
高礼澤（中国香港）　　　9、9、9、7	 吉田
李静（中国香港）　11、6、-4、-10、10、2	 大矢
韓陽　-11、-7、3、6、10、4　グルイッチ（セルビア）
スミルノフ（ロシア）9、-8、8、-11、3、7	 水谷
唐鵬（中国香港）　　　5、5、8、8	 坂本
柳承敏（韓国）　		9、-11、6、11、5	 高木和卓
荘智淵（チャイニーズタイペイ）
	 14、5、9、-7、6　松平賢
プリモラッツ（クロアチア）9、9、8、-11、2	 時吉
▼2回戦
コルベル　　5、-11、-4、9、5、-6、15	 岸川
呉尚垠（韓国）　　8、3、-11、6、8	 韓陽
▼準々決勝
馬龍（中国）　　　　7、11、1、3	 馬琳
呉尚垠　　　　4、7、6、-10、12	 李静
王皓（中国）　　5、4、-9、-8、-4、7、3	 唐鵬
王励勤（中国）9、10、7、9	オフチャロフ（ドイツ）
▼準決勝
馬龍　　　　　　9、8、7、9	 呉尚垠
王皓　　　　-4、9、-4、12、11、4	 王励勤
▼決勝
王皓　　　　　9、8、10、-9、6	 馬龍

□女子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─1〉照井
-14、-5、8、6、-7、-9	 李恩姫（韓国）
6、-10、11、5、6	 ボルシャコワ（ロシア）

〈Q─2〉藤井

6、4、-9、8、10	 マー・ミンルー（シンガポール）
12、4、-11、4、2			潘俐君（チャイニーズタイペイ）

〈Q─3〉石川
10、10、-10、2、6	 パオビッチ（クロアチア）
8、9、8、-7、2	林佳慧（チャイニーズタイペイ）

〈Q─4〉田㔟
9、9、-6、8、-6、8	 ボロノワ（ロシア）
6、-5、-9、1、9、5
	 李依真（チャイニーズタイペイ）

〈Q─5〉藤沼
-13、8、-10、3、4、6	 シャブイリナ（ロシア）
-8、-12、-5、3、8、8、11
	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）

〈Q─6〉伊藤
-5、-10、10、9、9、8	 コチヒナ（ロシア）
-9、8、-8、-8、-10	 于国詩（中国香港）

〈Q─8〉石垣
6、-5、4、-10、-6、5、9		シュトゥンパー（ドイツ）
4、5、8、10	 劉馨尹（チャイニーズタイペイ）

〈Q─9〉若宮
7、-10、10、-7、-10、7、8
	 ジルバーアイゼン（ドイツ）
5、5、-8、-7、7、-6、-5	 ムアンスク（タイ）

〈Q─12〉山﨑
11、-9、11、-11、7、7	 コムウォン（タイ）
6、-9、-9、-9、8、-6
	 陸雲鳳（チャイニーズタイペイ）

▼決勝トーナメント1回戦
スン・ベイベイ（シンガポール）9、-7、7、9、9
	 照井
藤沼	-11、5、11、-9、-9、6、6		ボロス（クロアチア）
王越古（シンガポール）　　1、2、5、10	 山﨑
陸雲鳳　　　-6、-4、8、3、9、9	 樋浦
柳絮飛（中国香港）　　-4、6、4、-4、7、11	 石川
伊藤　　　5、3、-4、4、9	 金璟娥（韓国）
金沢　-10、9、1、-7、9、5
	 ユー・モンユ（シンガポール）
朴美英（韓国）　　9、-5、9、8、8	 石垣
平野　　　-6、9、6、7、-5、-3、7	 鄭怡静
張瑞（中国香港）　　10、-9、13、-9、8、9	 藤井
田㔟　-8、9、-6、-3、10、9、7　王晨（アメリカ）
リュウ・ジャ（オーストリア）5、9、-7、9、-9	 若宮
福原		9、6、-5、6、5		黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
姚彦（中国）　　　-9、4、6、13、10	 福岡
▼2回戦
藤沼　　9、-9、7、-9、6、7	 スン・ベイベイ
金沢　　　　　　10、8、6、11	 伊藤
李恩姫（韓国）　　　　9、8、6、7	 平野
福原　　　　　　3、8、8、10	 潘俐君
▼3回戦
姜華珺（中国香港）-9、9、7、6、-8、5	張怡寧（中国）
王越古　　　　9、-11、12、10、3	 藤沼
郭焱（中国）　　　8、10、9、-8、8	 金沢
王楠（中国）　　　11、3、7、8	 福原
▼準々決勝
姜華珺　　　　8、4、6、-6、5	 王越古
郭焱　　　8、11、-6、-6、-8、9、5	 帖雅娜
郭躍（中国）　　3、5、-9、9、9
	 リー・ジャーウェイ（シンガポール）
王楠　　8、-14、-8、7、7、6	 李暁霞（中国）
▼準決勝
郭焱　　　　9、7、9、-9、6	 姜華珺
王楠　　　　8、11、6、3	 郭躍
▼決勝
王楠　　　　-9、-6、8、7、8、9	 郭焱

□男子ダブルス
▼第1ステージ
韓陽／松平健、時吉／吉田、高木和健／高木和卓、
下山／坪口、松平賢／大矢、坂本／リー・チョンツォ
（シンガポール）は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
岸川／水谷　-11、-6、8、8、4、-6、5
	 趙彦来／朱世爀（韓国）
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▼準々決勝
陳玘／王励勤（中国）8、-10、6、5、9	 岸川／水谷
▼準決勝
陳玘／王励勤　6、-10、8、5、9
	 李政三／呉尚垠（韓国）
馬琳／王皓（中国）9、8、9、-6、-3、-6、5
	 ガオ・ニン／ヤン・ツー（シンガポール）
▼決勝
陳玘／王励勤　　8、-6、10、8、9	 馬琳／王皓

□女子ダブルス
▼第1ステージ
福岡／田㔟、藤井／金沢は決勝トーナメント進出。
石垣／若宮、伊藤／山﨑、樋浦／照井は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
藤沼／福原　8、9、-8、10、4
	 ボージック／呉佳多（ドイツ）
平野／石川　11、-8、8、7、8
	 ガニナ／コチヒナ（ロシア）
郭躍／李暁霞（中国）10、6、1、-11、5	藤井／金沢
福岡／田㔟　12、-13、6、-9、14、-7、13
	 帖雅娜／張瑞（中国香港）
▼準々決勝
王楠／張怡寧（中国）7、5、4、-6、9	 藤沼／福原
郭躍／李暁霞　　9、6、8、6	 平野／石川
金璟娥／朴美英（韓国）8、11、6、8
	リー・ジャーウェイ／スン・ベイベイ（シンガポール）
柳絮飛／林菱（中国香港）10、-2、6、6、-11、9
	 福岡／田㔟
▼準決勝
郭躍／李暁霞		8、-8、8、9、-4、-9、9	王楠／張怡寧
金璟娥／朴美英（韓国）9、9、6、-9、11
	 柳絮飛／林菱
▼決勝
郭躍／李暁霞　5、2、-9、7、8	 金璟娥／朴美英

□男子U─21シングルス
▼第1ステージ
大矢は決勝トーナメント進出。大塚、共田、江崎、
坂口は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
坪口　7、-10、-8、9、8、10	 パイコフ（ロシア）
松平健　　5、7、-5、8、6	 メンゲル（ドイツ）
大矢　4、7、10、6　マー・リャン（シンガポール）
水谷		9、-11、5、2、8	ステーネボリ（デンマーク）
▼準々決勝
趙彦来（韓国）　　　　5、5、8、5	 坪口
江宏傑（チャイニーズタイペイ）
	 -13、9、8、-9、1、3　松平健
水谷　　　　6、5、-10、2、8	 大矢
▼準決勝
趙彦来　　　3、8、-8、4、-7、4	 江宏傑
水谷　10、12、-10、-10、4、-9、9
	 ガチーナ（クロアチア）
▼決勝
水谷隼　　12、-9、-9、9、6、-8、8	 趙彦来

□女子U─21シングルス
▼第1ステージ
若宮は決勝トーナメント進出。牛久、長谷川、村山、
山川は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
若宮　11、7、5、9	 リー・チェン（ポーランド）
マー・ミンルー（シンガポール）
	 10、8、-8、-9、7、9　照井
鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
	 8、12、-7、10、7　石川
石垣　10、7、-6、9、10	 馮天薇（シンガポール）
▼準々決勝
若宮　　7、-14、8、8、11	 マー・ミンルー
石垣　　5、6、11、6	 于国詩（中国香港）
▼準決勝
バーテル（ドイツ）-10、4、5、-6、-9、10、6	 若宮
石垣		10、8、3、8	 ユー・モンユ（シンガポール）

▼決勝
石垣優香　　　5、6、13、2	 バーテル

フォルクスワーゲンオープン
荻村杯2008

2008年5月24～25日、於：横浜市文化体育館

●男子日本選手団
韓陽（東京アート）、岸川聖也（スヴェンソン）、吉
田海偉（グランプリ）、大矢英俊（青森大）、高木和
卓（東京アート）、塩野真人（早稲田大）、坪口道和（青
森大）、横山友一（グランプリ）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、平野早矢香（ミキハウス）、福岡春
菜（中国電力）、石川佳純（ミキハウス JSC）、藤井
寛子（日本生命）、樋浦令子（タイコウハウス）、若
宮三紗子（立命館大）、石垣優香（淑徳大）

□男子団体戦
▼準々決勝

〈クロアチア　3─2　日本〉
　譚瑞午　　-7、-10、9、8、-9	 吉田○
　プリモラッツ　　9、10、-6、-11、-11	 韓○
○譚瑞午／ガチーナ		10、-11、8、7	 吉田／岸川　
○ガチーナ　　　　12、9、10	 韓　
○プリモラッツ　　10、8、9	 岸川　

〈中国　3─0　スウェーデン〉
〈ブラジル　3─2　チャイニーズタイペイ〉

〈韓国　3─1　中国香港〉
▼準決勝

〈中国　3─0　ブラジル〉
○王励勤　　　　　7、5、8	 モンテイロ　
○王皓　　　　　3、4、7	 マツモト　
○王励勤／馬琳　5、7、9	 モンテイロ／ツボイ　

〈クロアチア　3─2　韓国〉
○譚瑞午　　　　-3、7、9、9	 柳承敏　
○プリモラッツ　-9、-3、8、5、7	 尹在栄　
　譚瑞午／ガチーナ　-11、8、9、-5、-11
	 尹在栄／呉尚垠○
　ガチーナ　　13、9、-10、-7、-9	 柳承敏○
○プリモラッツ　　-9、6、7、-7、5	 呉尚垠　
▼決勝

〈中国　3─0　クロアチア〉
○王励勤　　　7、8、8　	 譚瑞午　
○馬琳　　　　-8、5、5、5　	 プリモラッツ　
○馬琳／王皓　3、4、6	 譚瑞午／ガチーナ　

□女子団体戦
▼準々決勝

〈韓国　3─2　日本〉
　金璟娥　　　-7、-6、-7　	 平野○
　唐汭序　　　-9、-9、8、2、-4　	 福原○
○金璟娥／朴美英　-8、10、4、-4、7
	 平野／福岡　
○朴美英　　　8、-7、-9、6、9　	 福原　
○唐汭序　　-8、8、7、-11、3　	 福岡　

〈中国　3─0　オランダ〉
〈ドイツ　3─0　中国香港〉

〈シンガポール　3─1　アメリカ〉
▼準決勝

〈中国　3─0　韓国〉
○王楠　　　　　　4、7、8	 金璟娥　
○郭躍　　　　　　5、4、7	 唐汭序　
○郭躍／張怡寧　3、6、-7、5	 金璟娥／朴美英　

〈シンガポール　3─1　ドイツ〉
○リー・ジャーウェイ　　2、7、12	 バーテル　
○馮天薇　　7、-8、10、-7、4	 呉佳多　
　リー・ジャーウェイ／王越古　-8、-8、8、-10
	 バーテル／シャール○
○馮天薇　　　　9、7、8	 シャール　
▼決勝

〈中国　3─0　シンガポール〉
○郭躍		-9、11、9、-12、8	 リー・ジャーウェイ　

○王楠　　　　　7、9、6	 馮天薇　
○郭躍／張怡寧　6、6、-8、9
	 リー・ジャーウェイ／王越古　

□男子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─3〉塩野
5、16、19、8	 ルンクイスト（スウェーデン）
8、5、-8、4、-7、9	 ガチーナ（クロアチア）
7、-9、8、-8、4、5	マー・リァン（シンガポール）

〈Q─4〉岸川
-9、-7、6、6、5、7	 ツボイ（ブラジル）
-11、-8、9、-6、4、7、-9	 李鎮権（韓国）

〈Q─5〉大矢
2、-8、-10、5、8、4
	 張雁書（チャイニーズタイペイ）
10、-7、-5、-6、-8	 モンテイロ（ポルトガル）

〈Q─6〉横山
8、8、8、-8、10	 ボージック（ドイツ）
6、-7、10、-8、-5、8、6　カイナット（スロバキア）
-1、-9、-8、10、-7
	 Jon. パーソン（スウェーデン）

〈Q─7〉高木和
7、9、7、11	 マツモト（ブラジル）
9、4、8、-4、-9、-8、6
	 ツァイ・シャオリー（シンガポール）
-9、-9、-14、9、6、14、8
	 イェレル（スウェーデン）

〈Q─8〉坪口
3、-8、6、-4、-8、-4	 モンテイロ（ブラジル）
-7、-6、-4、-5	 張継科（中国）

▼決勝トーナメント1回戦
王皓（中国）　　　　6、7、3、7	 吉田
李静（中国香港）　　　　5、9、5、6	 高木和
韓　　　　　8、5、3、8	 李廷佑（韓国）
馬琳（中国）　　　3、-9、7、3、1	 塩野
▼準々決勝
王皓　　-7、11、-6、10、4、7	 陳玘（中国）
馬龍（中国）9、-9、-5、-9、10、7、9
	 朱世爀（韓国）
王励勤（中国）7、5、7、3
	 蒋澎龍（チャイニーズタイペイ）
馬琳　　　　-9、3、9、1、9	 張鈺（中国香港）
▼準決勝
王皓　　　　　10、8、10、8	 馬龍
馬琳　　　　　4、-5、9、7、8	 王励勤
▼決勝
馬琳　　　9、-5、10、-13、9、6	 王皓

□女子シングルス
▼第1ステージ
〈Q─1〉樋浦
8、8、-5、-1、-1、8、5　	 呉佳多（ドイツ）
-11、-6、-10、-10	 リー・ジエ（オランダ）

〈Q─4〉藤井
6、-8、-9、7、4、6	 ファン（アメリカ）
5、-10、7、-2、-3、8、12	 朴美英（韓国）
9、10、10、-7、2	 ロバス（ハンガリー）

〈Q─6〉福岡
8、9、3、4	 金貞弦（韓国）
7、6、10、-10、10	 シャール（ドイツ）
-9、4、3、8、-6、1	 イリチ（ルーマニア）

〈Q─7〉石垣
-6、-5、-1、-1	 王晨（アメリカ）
4、9、4、6	 シュ・サン（オーストラリア）
5、3、8、9	 石賀浄（韓国）

〈Q─8〉若宮
9、7、5、9	 ドデアン（ルーマニア）
-5、10、3、4、-3、-12、-6	于國詩（中国香港）
-5、-4、-6、-5	 唐汭序（韓国）

〈Q─10〉石川
3、8、-6、9、-10、9	 李恩姫（韓国）
10、-6、-4、-7、6、8、-9	 バクラ（クロアチア）
2、12、5、12	 張瑞（中国香港）
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▼第2ステージ出場決定戦
石垣　-8、-9、5、-8、6、5、6
	 レイ・ジェンファン（オーストラリア）
▼決勝トーナメント1回戦
スン・ベイベイ（シンガポール）7、6、9、10	石川
王越古（シンガポール）　　5、4、-7、5、6	 石垣
郭焱（中国）　　　5、10、8、5	 福岡
帖雅娜（中国香港）　　		2、7、7、8	 藤井
唐汭序　5、7、-10、8、-8、-7、2	 王楠（中国）
福原　　　　1、8、5、9	 ドデアン
柳絮飛（中国香港）9、-8、9、-10、-7、6、3	 平野
▼2回戦
姜華珺（中国香港）　　9、9、7、10	 福原
▼準々決勝
張怡寧（中国）　　6、6、4、8	 王越古
郭焱　　　　　　4、4、4、6	 帖雅娜
李暁霞（中国）　　2、8、6、8	 姜華珺
郭躍（中国）-9、-8、4、11、4、-7、7	 曹臻（中国）
▼準決勝
張怡寧　　　　8、6、9、-6、8	 郭焱
李暁霞　　　　8、1、3、-4、8	 郭躍
▼決勝
張怡寧　　5、-9、-5、7、8、-19、5	 李暁霞

ジャパンオープン・荻村杯2009
国際卓球選手権和歌山大会

2009年6月11～14日、於：和歌山ビッグホエール

●男子日本選手団
水谷隼（明治大）、吉田海偉（個人）、松平健太（青
森山田高）、岸川聖也（スヴェンソン）、松平賢二（青
森大）、丹羽孝希（青森山田中）、大矢英俊（東京アー
ト）、塩野真人（東京アート）、上田仁（青森山田高）、
村松雄斗（エリートアカデミー）、横山友一（協和発
酵キリン）、坪口道和（協和発酵キリン）、高木和卓
（東京アート）、町飛鳥（青森山田中）、平野友樹（野
田学園高）、笠原弘光（早稲田大）、沼田勝（住友金
属物流）
●女子日本選手団
平野早矢香（ミキハウス）、福原愛（ANA）、樋浦令
子（ミキハウス）、石川佳純（ミキハウス JSC）、田
㔟美貴江（十六銀行）、石垣優香（淑徳大）、藤沼亜衣（日
立化成）、森薗美咲（青森山田高）、谷岡あゆか（エリー
トアカデミー）、若宮三紗子（立命館大）、照井萌美
（早稲田大）、山梨有理（淑徳大）、藤井優子（近畿大）、
山本真理（オークワ）

□男子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉上田
-9、6、-8、-6、12、-5	 バウム（ドイツ）
5、5、4、6	 金珉鉐（韓国）

〈G─2〉松平健
7、11、-6、-4、-6、8、17	 鄭栄植（韓国）
8、8、-6、7、8	 ゴジ（フランス）

〈G─3〉岸川
6、-15、-7、8、8、7
	 フォン・シャオチュアン（オーストリア）
4、-9、6、5、-7、4	 ロレンツ（フランス）

〈G─4〉丹羽
8、7、8、9	 ヒールシャー（ドイツ）
5、-9、9、7、-6、3	 金東賢（韓国）

〈G─5〉高木和
-9、-9、-8、4、9、-7	 李尚洙（韓国）
5、5、4、4　パン・シュエジエ（シンガポール）

〈G─6〉町
-10、1、-11、9、-6、-4	 ボージック（ドイツ）
8、5、5、2	 フェゲルル（オーストリア）

〈G─7〉塩野
6、-10、8、-6、-7、2、11
	 コソウスキー（ポーランド）
2、3、4、1	 フォンサバ（ラオス）

〈G─8〉横山

8、-6、-6、8、1、8	 李鎮権（韓国）
5、9、4、5	 沼田

〈G─8〉沼田
-5、-9、-4、-5	 横山
-5、-7、-5、-5	 李鎮権

〈G─9〉笠原
8、10、7、-8、9	マー・リャン（シンガポール）
-10、-10、4、8、7、8	 坪口

〈G─9〉坪口
10、10、-4、-8、-7、-8	 笠原
-7、8、-8、-5、-9	 マー・リャン

〈G─10〉松平賢
-10、-4、-6、-4	 趙彦来（韓国）
7、-12、3、14、7

	 リュウ・チョンツー（シンガポール）
〈G─11〉大矢
-9、7、-11、7、9、-9、6	 韓智敏（韓国）
5、7、5、5	 グリーン（アメリカ）

〈G─12〉平野
-2、-9、-7、-11	 丁祥恩（韓国）
-9、-9、-5、8、-6　Da. ハベソーン（オーストリア）
8、8、6、4	 村松

〈G─12〉村松
-4、-4、-5、-4	 丁祥恩
-5、-7、-10、-6	 D. ハベソーン
-8、-8、-6、-4	 平野

▼決勝トーナメント1回戦
岸川　10、-5、6、-7、7、7
	 カイナット（スロバキア）
松平健　　5、11、6、6	 コルベル（チェコ）
吉田　　　-10、3、10、5、-10、9	 趙彦来
水谷　　　5、4、3、5	 ボージック
スミルノフ（ロシア）　6、-7、6、9、-8、5	 横山
李廷佑（韓国）　　　3、5、-5、9、6	 大矢
金延勲（韓国）　　　-2、9、13、8、10	 丹羽
塩野　　8、-9、7、-11、9、5	 尹在栄（韓国）
ヤン・ツー（シンガポール）8、9、-7、7、8	 笠原
オフチャロフ（ドイツ）　　8、9、5、7	 上田
▼2回戦
朱世爀（韓国）　　9、-7、-8、6、5、5	 岸川
吉田　　　8、-8、-9、-9、8、3、8	 松平健
水谷　　　-4、7、6、8、-10、9	 スミルノフ
シュテガー（ドイツ）　　7、7、7、7	 塩野
▼準々決勝
吉田　　　　　　8、8、11、5	 朱世爀
呉尚垠（韓国）　　6、11、-4、2、5	 水谷
シュラガー（オーストリア）8、8、-9、10、-6、7
	 シュテガー
バウム　10、9、-8、-10、-9、7、7	オフチャロフ
▼準決勝
呉尚垠　　　　　3、5、7、5	 吉田海偉
バウム　　　10、-12、9、8、8	 シュラガー
▼決勝
呉尚垠　　-7、11、6、-9、7、-6、6	 バウム

□女子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉谷岡
4、-6、10、-7、7、5	 金貞弦（韓国）
8、8、5、6	 陳思羽（チャイニーズタイペイ）

〈G─2〉山梨
6、-8、12、9、-5、10	 朴英淑（韓国）
8、10、8、7	 侯雨伶（チャイニーズタイペイ）

〈G─3〉森薗
-6、-6、7、-8、-5	 崔文英（韓国）
10、5、-14、4、4		劉昱昕（チャイニーズタイペイ）

〈G─4〉若宮
8、10、7、-7、4	 梁夏銀（韓国）
-10、8、3、4、5	 シム（シンガポール）

〈G─5〉藤井
6、5、5、5	 沈セロム（韓国）
4、7、7、-12、5　マー・ミンルー（シンガポール）

〈G─6〉山本
6、8、-2、9、-6、8	劉馨尹（チャイニーズタイペイ）

-5、12、-8、13、-5、12、9　	 趙ハ羅（韓国）
〈G─7〉照井
10、-8、6、5、9	 姜美順（韓国）
10、7、5、9	 林佳慧（チャイニーズタイペイ）

▼決勝トーナメント1回戦
藤沼　　　　　7、8、6、5	 劉馨尹
田恵敬（韓国）　-9、9、7、-7、8、-5、8	 藤井
森薗　　　8、-10、5、6、10	 李恩姫（韓国）
沈セロム　　-2、8、7、-6、-8、5、8	 樋浦
石垣　　　　9、3、2、-8、-5、-10、7	 梁夏銀
福原　　　　8、4、9、9	 姜美順
スン・ベイベイ（シンガポール）9、-9、5、7、12
	 山本
朴英淑　　　5、4、-8、-4、10、9	 田㔟
山梨　　-7、9、7、8、-10、9	 徐孝元（韓国）
若宮　-4、9、8、10、-9、-11、8
	 ユー・モンユ（シンガポール）
照井　7、-7、12、-7、8、8	 ドデアン（ルーマニア）
崔文英　　　　　5、7、-9、-7、6、6	 石川
石賀浄（韓国）　　7、8、3、11	 谷岡
平野　　　　　　7、7、7、3	 林佳慧
▼2回戦
朴美英（韓国）　　4、5、10、4	 藤沼
森薗　　　6、-5、-9、7、2、7	 田恵敬
石垣　　　15、-10、7、-8、9、-8、9	 福原
若宮　　　4、4、9、-9、-13、5	 山梨
照井　　　5、-9、1、-7、13、-11、9	 崔文英
平野　　　-7、10、-10、9、7、8	 石賀浄
▼準々決勝
朴美英　　6、6、6、5	 森薗
石垣　-10、8、-3、5、8、5　サマラ（ルーマニア）
スン・ベイベイ　7、-7、4、-9、5、-6、8	 若宮
平野　　　6、-13、4、8、-8、6	 照井
▼準決勝
朴美英　　　　8、4、-10、4、2	 石垣
平野　　　-8、9、10、8、-10、7	スン・ベイベイ
▼決勝
朴美英　　　　8、-7、9、6、4	 平野早矢香

□男子ダブルス
▼予選トーナメント
大矢／吉田、笠原／坪口、村松／塩野、平野／町は
決勝トーナメント進出。松平健／丹羽、高木和卓／
横山は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
水谷／岸川　9、5、5、-7、-10、3
D.ハベソーン／コソウスキー（オーストリア／ポーランド）
シュラガー／ボージック（オーストリア／ドイツ）	
	 8、8、9、-8、9　松平賢／上田
金延勲／李鎮権（韓国）7、7、7、-10、10
	 笠原／坪口
呉尚垠／尹在栄（韓国）5、6、9、4	 大矢／吉田
バウム／ヒールシャー（ドイツ）6、10、10、8
	 平野／町
マー・リャン／ヤン・ツー（シンガポール）
	 6、-8、3、6、8　村松／塩野
▼準々決勝
水谷／岸川　8、4、-8、13、9
	 シュラガー／ボージック
金延勲／李鎮権　6、9、10、-8、8	
	 オフチャロフ／シュテガー（ドイツ）
呉尚垠／尹在栄　9、10、5、9
	 バウム／ヒールシャー
モンテイロ／スミルノフ（ポルトガル／ロシア）
	 2、9、-6、5、-4、4　マー・リャン／ヤン・ツー
▼準決勝
水谷／岸川　11、9、9、-6、10	 金延勲／李鎮権
呉尚垠／尹在栄　-5、6、-9、8、-9、7、8
	 モンテイロ／スミルノフ
▼決勝
水谷隼／岸川聖也　11、-6、-9、8、-5、9、7
	 呉尚垠／尹在栄
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□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
金貞弦／石賀浄（韓国）-6、7、6、7、-4、4
	 森薗／谷岡
藤沼／田㔟　9、7、14、5
	 林佳慧／劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
福原／石川　-9、9、7、2、10
	 陳思羽／侯雨伶（チャイニーズタイペイ）
照井／山梨　7、7、-5、-5、9、12
	 朴美英／徐孝元（韓国）
平野／樋浦　5、3、2、8
	 マー・ミンルー／シム（シンガポール）
李恩姫／朴英淑（韓国）13、6、-6、4、3
	 藤井／若宮
▼準々決勝
金貞弦／石賀浄　12、9、8、-6、8
	 スン・ベイベイ／ユー・モンユ（シンガポール）
藤沼／田㔟		-4、8、-10、9、-10、8、10	福原／石川
平野／樋浦　　10、8、7、-10、8	 照井／山梨
ドデアン／サマラ（ルーマニア）
	 -9、8、8、9、-4、5　李恩姫／朴英淑
▼準決勝
金貞弦／石賀浄　4、-9、9、6、-7、8	 藤沼／田㔟
平野／樋浦　-4、9、-9、-9、9、7、12
	 ドデアン／サマラ
▼決勝
平野早矢香／樋浦令子　7、8、-8、-9、6、8
	 金貞弦／石賀浄

□男子U─21シングルス
▼予選リーグ
丹羽、平野、上田、笠原は決勝トーナメント進出。町、
村松は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
上田　　9、5、-8、7、-9、10	 韓智敏（韓国）
笠原　-10、5、-9、-9、4、4、5
	 リュウ・チョンツー（シンガポール）
丁祥恩（韓国）　　　6、7、9、-6、2	 平野
大矢　　　8、7、5、10	 金東賢（韓国）
李尚洙（韓国）　　-5、10、12、6、11	 丹羽
松平賢　　6、7、-10、13、7	 金珉鉐（韓国）
▼準々決勝
鄭栄植（韓国）　　6、8、6、8	 上田
丁祥恩　　　　　-9、2、3、8、9	 笠原
大矢　　5、8、10、6	 ロレンツ（フランス）
李尚洙　　14、-5、5、-4、-6、10、9	 松平賢
▼準決勝
鄭栄植　　　9、8、4、-11、-8、8	 丁祥恩
大矢　　　-13、8、-11、9、10、6	 李尚洙
▼決勝
大矢英俊　　-8、-8、9、9、9、-4、3	 鄭栄植

□女子U─21シングルス
▼予選リーグ
森薗、谷岡は決勝トーナメント進出
▼決勝トーナメント1回戦
森薗　6、-9、9、11、4	 趙ハ羅（韓国）
藤井　6、6、-6、-10、-3、13、8	 姜美順（韓国）
谷岡　9、6、11、9	 サマラ（ルーマニア）
照井　9、-11、6、8、7
	 劉昱昕（チャイニーズタイペイ）
若宮　　　6、7、5、2	 梁夏銀（韓国）
▼準々決勝
ユー・モンユ（シンガポール）
	 10、-8、8、11、-8、9　森薗
藤井　　　8、8、5、6	 朴英淑（韓国）
照井　　　10、8、3、4	 谷岡
若宮　　　-9、6、-5、-7、6、9、9	
	 ドデアン（ルーマニア）
▼準決勝
ユー・モンユ　　7、8、8、5	 藤井
若宮　　　　　-7、9、6、10、7	 照井
▼決勝
ユー・モンユ		-8、-9、4、7、-10、8、5	 若宮三紗子

ジャパンオープン・荻村杯2010
国際卓球選手権神戸大会

2010年7月1～4日、於：グリーンアリーナ神戸

●男子日本選手団
水谷隼（明治大）、吉田海偉（個人）、岸川聖也（スヴェ
ンソン）、松平健太（早稲田大）、高木和卓（東京アー
ト）、丹羽孝希（青森山田高）、松平賢二（青森大）、
大矢英俊（東京アート）、笠原弘光（早稲田大）、張
一博（東京アート）、上田仁（青森大）、藤本海統（近
畿大）、根田雄一（明治大）、平野友樹（野田学園高）、
吉村真晴（野田学園高）、神巧也（青森山田高）
●女子日本選手団
福原愛（ANA）、平野早矢香（ミキハウス）、石川佳
純（ミキハウス JSC）、石垣優香（淑徳大）、藤井寛
子（日本生命）、樋浦令子（ミキハウス）、森薗美咲
（青森山田高）、藤沼亜衣（日立化成）、若宮三紗子（日
本生命）、前田美優（ミキハウス JSC）、山梨有梨（十六
銀行）、松澤茉里奈（淑徳大）、鳥居夕華（神戸松蔭
女子学院大）、田代早紀（日本生命）、田中彩能（早
稲田大）、松本優希（四天王寺高）、小川未紗希（神
戸松蔭女子学院大）、天野優（明徳義塾高）

□男子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉藤本
-11、8、-7、-8、-4	 N. アラミヤン（イラン）
-4、-9、-9、-11	 尹航（中国）
-6、10、9、9、7	 黃鎮廷（中国香港）

▼決勝トーナメント1回戦
林高遠（中国）　9、9、-8、-7、8、8	 笠原
岸川　　-8、5、10、6、-7、7	 謝嘉俊（中国香港）
松平健　5、8、7、2
	 パン ･シュエジエ（シンガポール）
高木和　　3、4、8、5	 マルミリ（イラン）
藤本　　7、9、-11、6、8	 徐賢徳（韓国）
リュウ ･チョンツー（シンガポール）
	 6、-5、8、3、11　張
松平賢　　8、2、-13、8、14	 リー（トルコ）
丹羽　6、6、-6、3、-13、9
	 陳建安（チャイニーズタイペイ）
吉田　11、4、6、16	 ラスムッセン（デンマーク）
大矢　　6、10、8、-4、9	 鄭培鋒（中国）
呉家驥（中国）-12、11、-4、5、-9、8、11	 上田
水谷　4、3、10、9
	 フォン ･シャオチュアン（オーストリア）
▼2回戦
岸川　　　　6、6、-5、6、8	 林高遠
高木和　　　8、8、7、-8、-3、13	 松平健
江天一（中国香港）-10、-9、8、-7、6、8、7	 藤本
松平賢　10、-8、-7、-8、8、9、7	
	 高礼澤（中国香港）
李静（中国香港）　-7、12、-10、10、9、12	 丹羽
鄭栄植（韓国）　　　5、9、6、6	 吉田
尹在栄（韓国）　-9、4、3、10、-8、5	 大矢
水谷　　　　7、3、3、5	 金珉鉐（韓国）
▼3回戦
ボル（ドイツ）　　3、7、5、6	 岸川
スミルノフ（ロシア）　-9、3、9、11、8	 高木和
李静　　　5、13、-9、8、4	 松平賢
水谷　　　-12、5、6、9、-10、8	 呉家驥
▼準々決勝
ボル　　　　7、6、-9、7、6	 スミルノフ
朱世爀（韓国）　8、7、2、5
	 ガオ ･ニン（シンガポール）
李静　　9、3、5、-7、-9、9	 呉尚垠（韓国）
水谷　　-7、10、6、-7、9、-7、10	 鄭栄植
▼準決勝
ボル　　　　　7、4、4、7	 朱世爀
水谷隼　　　　9、9、7、-4、7	 李静
▼決勝
ボル　　　　2、-12、10、-8、5、4	 水谷隼

□女子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉石垣
5、4、-8、3、6	 金敏姫（韓国）
6、4、6、-4、5	 ミハイロワ（ロシア）

〈G─5〉山梨
9、6、6、10	 リー ･シュエ（フランス）
4、-8、9、-9、4、7	 管夢圓（中国香港）

〈G─7〉前田
-5、-5、-9、-8	ション･イェンフェイ（スペイン）
-13、6、7、-8、-8、-8	 李泫（韓国）

〈G─11〉藤井
-9、9、2、8、-9、10	 張薔（中国）
9、2、-8、6、5	 ヘ ･ シリン（トルコ）

〈G─12〉若宮
9、-9、-4、10、-5、8、9	 姜美順（韓国）
2、5、5、6	 チャン･スースー（オーストラリア）

〈G─13〉樋浦
-9、3、-10、4、7、-6、-5　	 易芳賢（中国）
9、2、8、6	 趙惟眞（韓国）
11、6、-7、3、6	 サウェータブット（タイ）

〈G─14〉森薗
8、6、-7、9、-9、4	 李佳燚（中国）
8、7、7、-8、9	 崔文映（韓国）

〈G─15〉藤沼
14、11、-8、9、-9、-13、-7　	 趙岩（中国）
-8、-7、5、3、-6、7、-8　	 文玄晶（韓国）

〈G─16〉鳥居
-6、-6、-3、-7	 朱雨玲（中国）
-2、-8、-4、-3	 徐孝元（韓国）
-5、9、-7、-8、-8	 コムウォン（タイ）

▼決勝トーナメント1回戦
金璟娥（韓国）　　　11、8、8、9	 山梨
石賀浄（韓国）　　8、10、-3、9、-7、8	 石垣
ドデアン（ルーマニア）　　8、8、7、9	 藤井
石川　　6、9、-3、-10、9、10	 盛丹丹（中国）
フー ･メレク（トルコ）5、7、-8、7、6	 若宮
朴美英（韓国）　　-7、12、6、7、9	 森薗
朱雨玲　　　9、9、-9、-6、7、8	 平野
福原　　　　9、12、-7、-3、4、7	 易芳賢
▼2回戦
石川　　　　8、5、7、-6、11	 ドデアン
福原		2、5、5、6	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
▼準々決勝
金璟娥　4、-10、5、-10、4、-17、2
	 スン ･ベイベイ（シンガポール）
王越古（シンガポール）-8、9、4、9、-8、-10、8
	 石川
朴美英　-9、7、13、6、-7、11
	 リー ･ジエ（オランダ）
朱雨玲　　　9、8、9、11	 福原
▼準決勝
王越古　　　4、6、-9、5、-5、4	 金璟娥
朱雨玲　　　8、-7、-6、8、4、6	 朴美英
▼決勝
王越古　　　　　7、15、6、1	 朱雨玲

□男子ダブルス
▼予選トーナメント
高礼澤／李静（中国香港）　6、5、6	 藤本／笠原
大矢／高木和　7、8、-5、-9、9
	 宋鴻遠／尹航（中国）
▼決勝トーナメント1回戦
水谷／岸川　12、5、8、8	 李尚洙／徐賢徳（韓国）
陳建安／洪子翔（チャイニーズタイペイ）
	 -5、6、-9、7、4、4　張／吉田
松平健／丹羽　7、-6、4、-10、10、6
フェゲルル／フォン･シャオチュアン（オーストリア）
高礼澤／李静　　-7、5、8、7、7	 松平賢／上田
大矢／高木和　　　4、11、-9、7、-8、4
	 ガオ ･ニン／ヤン ･ツー（シンガポール）
▼準々決勝
水谷／岸川　6、7、-6、9、5
	 趙彦来／李廷佑（韓国）
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松平健／丹羽　　9、5、2、4	 陳建安／洪子翔
江天一／梁柱恩（中国香港）12、3、-12、9、11
	 大矢／高木和
高礼澤／李静　6、9、-10、-7、4、7
	 呉尚垠／金延勲
▼準決勝
松平健／丹羽　-6、10、6、6、-9、8	 水谷／岸川
江天一／梁柱恩　-9、6、-5、7、8、8
	 高礼澤／李静
▼決勝
松平健太／丹羽孝希　-6、5、-7、11、4、-14、1
	 江天一／梁柱恩

□女子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
李佳燚／盛丹丹（中国）　　4、8、-9、-7、8
	 松澤／前田
▼2回戦
ション ･イェンフェイ／朱芳（スペイン）
	 8、12、7　藤井／若宮
藤沼／森薗　7、5、9
	 ミハイロワ／オズレル（ロシア／トルコ）
石垣／山梨　-1、8、-10、7、9
	 易芳賢／趙岩（中国）
▼決勝トーナメント1回戦
石垣／山梨　8、-9、9、4、-11、7
	 林菱／張瑞（中国香港）
ション ･イェンフェイ／朱芳
	 6、-2、3、-5、10、-10、11　福原／石川
鄭怡静／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
	 8、9、7、-9、-9、6　平野／樋浦
藤沼／森薗　7、-5、2、-7、11、7
	 リー ･ジエ／リー ･シュエ（オランダ／フランス）
▼準々決勝
金娥璟／朴美英（韓国）-4、6、8、3、-8、11
	 李恩姫／朴英淑（韓国）
石垣／山梨　10、11、-10、5、12
	 リー ･ジャーウェイ／王越古（シンガポール）
鄭怡静／黄怡樺　2、-6、9、7、-10、-8、9
	 ション ･イェンフェイ／朱芳
藤沼／森薗　失格
	 ヘ ･ シリン／フー ･メレク（トルコ）
▼準決勝
石垣／山梨　-2、12、-7、6、-9、7、7
	 金璟娥／朴美英
鄭怡静／黄怡樺　5、10、7、-8、2
	 藤沼／森薗
▼決勝
石垣優香／山梨有理　9、-11、9、3、-9、3
	 鄭怡静／黄怡樺

□男子U─21シングルス
▼予選リーグ
平野、神、根田、藤本は決勝トーナメント進出
▼決勝トーナメント1回戦
吉村　6、5、8、10	 ラスムッセン（デンマーク）
趙頌熙（中国香港）7、6、-7、8、-4、-5、14	上田
神　5、7、-13、-6、6、4
	 ステルンベリ（デンマーク）
宋鴻遠（中国）　　11、6、-8、6、-6、9	 平野
丹羽　　9、11、11、-9、10	 徐廷和（韓国）
松平賢　8、4、8、9
	 パン ･シュエジエ（シンガポール）
笠原　-8、-6、4、4、9、-7、8	 劉亜楠（中国）
林高遠（中国）　　　　　5、5、9、6	 藤本
鄭栄植（韓国）　　　　　8、7、1、9	 根田
▼2回戦
吉村　　　　-9、8、3、6、4	 趙頌熙
神　　　　　-11、8、6、8、6	 呉家驥（中国）
宋鴻遠　　　6、-5、8、-9、8、-9、8	 丹羽
松平賢　　　8、3、6、8	 韓智敏（韓国）
林高遠　　　5、8、-7、8、8	 笠原
▼準々決勝
金珉鉐（韓国）　　2、6、5、8	 吉村

神　　　　　　11、13、6、7	 宋鴻遠
松平賢　9、11、4、4	 No. アラミヤン（イラン）
林高遠　　　8、8、10、9	 鄭培峰（中国）
▼準決勝
神　　　　7、7、5、8	 金珉鉐
林高遠　　7、8、-9、7、-7、-10、3	 松平
▼決勝
林高遠　　-7、9、7、-8、-9、10、12	 神巧也

□女子U─21シングルス
▼予選リーグ
鳥居、田中、天野、前田、松澤、小川、田代、松本
は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
盛丹丹（中国）　　-9、2、-8、5、11、7	 若宮
朱雨玲（中国）　　7、-3、9、6、8	 石垣
易芳賢（中国）　　7、-9、7、9、-8、6	 森薗
▼準々決勝
盛丹丹　7、-7、8、6、7
	 ユー ･モンユ（シンガポール）
鄭怡静（チャイニーズタイペイ）4、6、9、-4、7
	 フー ･メレク（トルコ）
趙岩（中国）　7、-2、5、-8、5、-7、9	 朱雨玲
易芳賢　2、10、7、-9、9	 サマラ（ルーマニア）
▼準決勝
鄭怡静　　　7、-6、7、-4、-4、5、9	 盛丹丹
易芳賢　　　10、9、-6、8、8	 趙岩
▼決勝
易芳賢　　　7、-8、7、3、-4、-11、8	 鄭怡静
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国際卓球選手権神戸大会

2011年7月7～10日、於：グリーンアリーナ神戸

●男子日本選手団
水谷隼（明治大）、岸川聖也（スヴェンソン）、吉田
海偉（個人）、松平健太（早稲田大）、張一博（東京
アート）、丹羽孝希（青森山田高）、松平賢二（青森
大）、高木和卓（東京アート）、大矢英俊（東京アート）、
下山隆敬（協和発酵キリン）、𠮷田雅己（青森山田
高）、吉村真晴（野田学園高）、森本耕平（愛知工業
大）、平野友樹（明治大）、町飛鳥（青森山田高）、神
巧也（明治大）、村松雄斗（JOCエリートアカデミー）、
酒井明日翔（JOCエリートアカデミー）、森薗政崇（青
森山田高）、東勇渡（JOCエリートアカデミー/帝京）、
大塚大寛（JOCエリートアカデミー /帝京）、笠原
弘光（早稲田大）、上田仁（青森大）、御内健太郎（早
稲田大）、軽部隆介（シチズン）、藤本海統（近畿大）
●女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）、石垣優香（淑徳大）、藤井寛子（日本生命）、
若宮三紗子（日本生命）、森薗美咲（日立化成）、山
梨有理（十六銀行）、谷岡あゆか（JOCエリートア
カデミー /帝京）、前田美優（ミキハウス JSC）、宋
恵佳（青森山田高）、三宅菜津美（就実高）、高橋真
梨子（四天王寺高）、福岡春菜（中国電力）、田代早
紀（日本生命）、阿部恵（サンリツ）、𡈽田美紀（中
国電力）、天野優（サンリツ）、浜本由惟（EA）、佐
藤優衣（JOCエリートアカデミー /帝京）、石川梨
良（JOCエリートアカデミー）、森田彩音（JOCエ
リートアカデミー）、加藤美優（TKOクラブ）、松澤
茉里奈（淑徳大）、藤井優子（日本生命）、小野思保
（サンリツ）、土井みなみ（中国電力）、鳥居夕華（神
戸松蔭女子学院大）、伊藤美誠（豊田町卓球スポ少）、
平野美宇（ミキハウス JSC山梨）

□男子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉丹羽
4、11、6、9	 フロール（フランス）
2、-9、6、-9、5、2	 オヤマ（ブラジル）

〈G─4〉大矢
10、5、7、8	 李佳陞（チャイニーズタイペイ）

5、9、10、6	 詹健（シンガポール）
4、8、-10、5、9	 韓智敏（韓国）

〈G─5〉松平賢
10、10、10、3	 尹航（中国）
6、-9、3、9、5	 洪子翔（チャイニーズタイペイ）
1、8、4、2	 ゾリト（モンゴル）

〈G─6〉高木和
3、7、7、8	 趙在俊（韓国）
-12、-6、1、11、8、5
	 江宏傑（チャイニーズタイペイ）
-9、12、-12、10、9、-9、-6				 金義雄（中国）

〈G─7〉御内
4、4、6、9	 陳建安（チャイニーズタイペイ）
9、-10、6、8、2	 李承俊（韓国）
キケン	 リュウ・チョンツー（シンガポール）

〈G─8〉笠原
12、9、-7、8、10	 劉燚（中国）
9、6、-5、-14、3、4	 李政三（韓国）
-7、-8、6、11、-11、7、2
	 王翊澤（チャイニーズタイペイ）

〈G─10〉軽部
-12、8、7、-10、-7、-9	 宋鴻遠（中国）
1、6、-9、3、6	 チャイタット（タイ）
-10、-9、8、-7、5、8、7

	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）
▼予選2位戦
高木和　　　5、-12、9、13、-9、6	 尹航
軽部　　　　3、6、5、-9、6	 オヤマ
下山、上田、藤本は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
水谷		5、4、11、4	 チェン・フォン（シンガポール）
コルベル（チェコ）		-1、8、-5、7、11、18	 笠原
軽部　　9、-6、-10、8、7、7	 金珉鉐（韓国）
劉燚（中国）　　　-6、9、2、10、6	 吉田
呉家驥（中国）　　-3、-6、7、6、9、4	 張
御内　　　8、5、-11、8、8	 鄭栄植（韓国）
高木和　11、14、-4、11、-10、7	 柳承敏（韓国）
大矢　-9、2、6、-8、-5、9、10	 尹在栄（韓国）
松平賢　9、8、-12、8、4
	 ヤン・ツー（シンガポール）
岸川　7、6、-7、10、12
	 黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
林高遠（中国）-5、-8、4、-6、8、6、5	 松平健
丹羽	　　　11、9、-9、8、-4、7	 金義雄
▼2回戦
水谷　　　5、-9、6、-4、-12、12、8	 コルベル
李虎（シンガポール）-8、5、-8、5、-7、3、8	 軽部
劉燚　　　　　6、5、9、1	 呉家驥
高木和　　　　1、7、5、7		 御内
荘智淵（チャイニーズタイペイ）　7、5、-9、7、3
	 大矢
岸川	　　　　-8、5、-3、-7、5、2、3	 松平賢
丹羽	　　　　9、10、-3、-3、8、-3、4	 林高遠
宋鴻遠	　　　3、12、8、-6、5	 尹航
▼準々決勝
水谷　　　　-10、7、8、5、-10、13	 李虎
高木和　　　7、-10、11、8、-10、-8、6	 劉燚
岸川　　　　-8、-8、8、-7、5、6、7	 荘智淵
丹羽　　　　5、12、-8、6、12	 宋鴻遠
▼準決勝
水谷　　　	9、9、-10、12、-8、-8、8	 高木和
岸川　　　8、2、10、8	 丹羽
▼決勝
岸川聖也　　　　3、-6、9、9、8	 水谷隼

□女子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉阿部
8、4、9、-11、5	 徐孝元（韓国）
-2、8、-6、-9、-7		熊乃儀（チャイニーズタイペイ）

〈G─3〉若宮
4、9、8、7	 潘俐君（チャイニーズタイペイ）
4、13、4、6	 ムアンスク（タイ）

〈G─4〉小野
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6、7、9、8	 チャン・モー（カナダ）
9、4、6、4	 金智善（韓国）
8、-8、-7、8、-7、2、-7
	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）

〈G─5〉森薗
5、2、1、3	 ルオ・アンチー（カナダ）
6、7、6、6	 陳思羽（チャイニーズタイペイ）
2、4、9、9	 文補善（韓国）

〈G─7〉前田
3、2、7、6	 チンバト（モンゴル）
-5、6、-5、-8、-5	 田志希（韓国）
6、4、-5、6、6	 侯雨伶（チャイニーズタイペイ）

〈G─8〉谷岡
5、3、5、10	 オーウェン（ウェールズ）
2、8、-4、-8、7、-7、-10
	 李依真（チャイニーズタイペイ）
7、-5、7、5、-9、-4、12	 シム（シンガポール）

〈G─9〉山梨
11、7、3、-10、-8、5	 天野
-7、7、5、10、5	 崔文英（韓国）
1、5、9、6	 崔宝文（チャイニーズタイペイ）

▼予選2位戦
阿部　　　6、9、-13、9、8	 朴英淑（韓国）
小野　8、10、8、-7、9
	 劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
前田　　　-5、15、-6、8、8、15	 陳思羽
谷岡　　　9、4、3、4	 潘俐君
▼決勝トーナメント1回戦
リー・ジャーウェイ（シンガポール）7、9、8、10		
	 森薗
藤井寛　　　5、9、-5、10、-10、8	 田志希
姜華珺（中国香港）　　7、8、3、10	 谷岡
王越古（シンガポール）			7、-8、5、2、2	 阿部
若宮　-6、9、-9、4、-4、8、5
	 スン・ベイベイ（シンガポール）
山梨　　6、3、8、-10、8	 姜美順（韓国）
平野　　-6、6、8、6、4		 徐孝元
福原　　5、4、8、-9、-6、-5、8	 	鄭怡静
宋マウン（韓国）		-8、-3、6、7、-9、9、8	 石垣
ション・イェンフェイ（スペイン）10、4、8、10	前田
小野　　9、-12、8、9、-6、6	 朴美英（韓国）
石川　　　　　7、9、5、5	 崔文英
▼2回戦
馮天薇（シンガポール）-10、-4、-11、8、6、6、8
	 リー・ジャーウェイ
藤井寛　　　　11、4、4、9	 姜華珺
王越古　　　　-8、5、2、9、7	 若宮
平野　　　　　-3、9、10、7、7	 山梨
福原	　　9、-9、5、-8、11、5	 	宋マウン
李依真　9、-5、-7、5、-4、4、12
	 ション・イェンフェイ
文炫晶（韓国）7、-7、-11、-3、10、8、10	 小野
石川　　8、6、-12、7、4		 呉穎嵐（中国香港）
▼準々決勝
馮天薇　　　　9、8、2、6	 藤井寛
王越古　　　　4、9、-9、-9、5、8	 平野
福原	　　　　　5、7、-7、9、-10、5	 李依真
石川　　　　　-13、-9、7、6、11、7	 文炫晶
▼準決勝
馮天薇　　　　-6、3、5、7、7	 王越古
福原　　　　　11、9、14、6		 石川
▼決勝
馮天薇　　　　8、10、9、13	 福原愛

□男子ダブルス
▼予選トーナメント
フロール／S. ゴジ（フランス）
	 9、11、-10、-4、10　酒井／吉村
軽部／笠原　　　3、3、9	 劉燚／尹航（中国）
▼決勝トーナメント1回戦
松平健／丹羽　-5、6、-7、4、8
	 コルベル／譚瑞午（チェコ／クロアチア）
江宏傑／黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
	 -9、8、8、7　大矢／高木和

張／松平賢		-4、5、12、6	韓智敏／李政三（韓国）
岸川／吉田　-5、8、-4、5、9	 フロール／S. ゴジ
ヤン・ツー／詹健（シンガポール）8、-11、8、9
	 軽部／笠原
▼準々決勝
松平健／丹羽		-9、4、9、4、-7、5	 江宏傑／黄聖盛
張／松平賢　5、-9、6、7、8
	 柳承敏／徐賢徳（韓国）
林高遠／呉家驥（中国）9、8、-7、8、7
	 岸川／吉田
金義雄／宋鴻遠（中国）	8、7、8、4	
	 ヤン・ツー／詹健
▼準決勝
松平健／丹羽　　9、-5、10、5、8	 張／松平賢
林高遠／呉家驥　8、-9、9、1、-8、-13、9
	 金義雄／宋鴻遠
▼決勝
林高遠／呉家驥　6、9、-9、7、9
	 松平健太／丹羽孝希

□女子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
阿部／小野　5、5、6
	 ルオ・アンチー／チャン・モー（カナダ）
▼決勝トーナメント1回戦
阿部／小野　7、7、-6、9
	 鄭怡静／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
石垣／山梨　5、5、8
	 張雅全／陳思羽（チャイニーズタイペイ）
藤井寛／若宮　9、7、9
	 林佳慧／劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
福原／石川　8、5、9
	 コムウォン／ムアンスク（タイ）
姜美順／宋マウン（韓国）-5、8、-9、7、2
	 土井／福岡
リー・ジャーウェイ／王越古（シンガポール）
	 6、6、6　前田／谷岡
▼準々決勝
朴美英／徐孝元（韓国）3、-8、7、-5、6、5
	 阿部／小野
藤井寛／若宮		-7、13、9、4、-12、10	 石垣／山梨
福原／石川　7、1、-9、2、10	 姜美順／宋マウン
リー・ジャーウェイ／王越古　-7、3、6、6、3
	 朴英淑／梁夏銀（韓国）
▼準決勝
藤井寛／若宮　　6、5、6、4	 朴美英／徐孝元
リー・ジャーウェイ／王越古　
	 8、-7、6、-8、18、7　福原／石川
▼決勝
藤井寛子／若宮三紗子　-5、9、8、11、6
	 リー・ジャーウェイ／王越古

□男子U─21シングルス
▼予選リーグ
吉田、上田、町、平野、村松、森本は決勝トーナメ
ント進出。東、森薗、吉村、藤本、酒井、神、大塚
は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
金珉鉐（韓国）　　　　4、11、9	 町
森本　　　-9、9、-4、7、7	 呉家驥（中国）
林高遠（中国）　　　　　5、10、7	 村松
上田　4、7、8	 洪子翔（チャイニーズタイペイ）
吉田　　　　6、7、-2、10	 宋鴻遠（中国）
鄭栄植（韓国）　　　-7、-8、8、4、7	 平野
▼準々決勝
金珉鉐　-10、10、8、-10、3、8	 劉燚（中国）
尹航（中国）　　　9、5、-8、7、9	 森本
上田　　　　8、8、-6、6、7	 林高遠
鄭栄植　　　10、-8、-8、5、10、8	 吉田
▼準決勝
尹航　　　　　　　9、9、7、6	 金珉鉐
鄭栄植　　　10、9、-6、8、-7、14	 上田
▼決勝
尹航　　　　3、7、9、-5、-7、10	 鄭栄植

□女子U─21シングルス
▼予選リーグ
藤井優、田代、浜本、宋、𡈽田は、決勝トーナメン
ト進出。松澤、加藤、森田、石川、伊藤、平野、三宅、
佐藤、高橋は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
田代　　-6、2、6、-6、5	 呉穎嵐（中国香港）
侯雨伶（チャイニーズタイペイ）　9、6、6	 前田
鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
	 7、-10、2、-7、4　宋
森薗　11、8、3	 張雅全（チャイニーズタイペイ）
浜本　　9、8、-8、-4、6	 宋マウン（韓国）
田志希（韓国）　　　5、6、8	 𡈽田美紀
藤井優　　　　3、3、11	 姜美順（韓国）
▼準々決勝
田代　-5、7、5、10、9
	 陳思羽（チャイニーズタイペイ）
鄭怡静　　　　8、8、5、8	 侯雨伶
森薗　　　　-10、7、9、6、6	 浜本
田志希　　　-8、-6、8、6、9、6	 藤井優
▼準決勝
田代　　　　　2、8、3、2	 鄭怡静
田志希　　　　9、5、9、9	 森薗
▼決勝
田志希　　　8、-9、14、13、9	 田代早紀

ジャパンオープン・荻村杯2012
国際卓球選手権神戸大会

2012年6月6～10日、於：グリーンアリーナ神戸

▼男子日本選手団	
水谷隼（スヴェンソン）、丹羽孝希（青森山田高）、
岸川聖也（スヴェンソン）、松平賢二（協和発酵キリ
ン）、松平健太（早稲田大）、高木和卓（東京アート）、
吉村真晴（愛知工業大）、村松雄斗（JOCエリート
アカデミー /帝京）、𠮷田雅己（青森山田高）、東勇
渡（JOCエリートアカデミー /帝京）、町飛鳥（青
森山田高）、酒井明日翔（JOCエリートアカデミー
／帝京）、張一博（東京アート）、軽部隆介（シチズ
ン）、神巧也（明治大）、塩野真人（東京アート）、森
本耕平（愛知工業大）、三部航平（青森山田中）、龍
崎東寅（JOCエリートアカデミー）、木造勇人（愛
工大附属中）、出雲卓斗（遊学館ジュニア）、上田仁（青
森大）
▼女子日本選手団	
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、藤井寛子（日本
生命）、石垣優香（日本生命）、若宮三紗子（日本生命）、
森薗美咲（日立化成）、山梨有理（十六銀行）、谷岡
あゆか（JOCエリートアカデミー /帝京）、田代早
紀（日本生命）、前田美優（希望が丘高）、伊藤美誠（豊
田町卓球スポ少）、松澤茉里奈（淑徳大）、浜本由惟
（JOCエリートアカデミー）、平野美宇（ミキハウス
JSC山梨）、松平志穂（四天王寺高）、平野容子（東
京富士大）	

□男子シングルス	
▼予選リーグ
〈G─4〉村松
5、9、-8、11、-8、-9、-4	 ブロフ（ロシア）
1、7、3、10	 姜烔薫（韓国）
-6、-10、9、8、9、-8、-6
	 陳建安（チャイニーズタイペイ）

〈G─5〉塩野
-12、10、9、9、8
	 洪子翔（チャイニーズタイペイ）
-12、-8、11、-9、-10	 クズミン（ロシア）
-10、4、9、2、2
	 パン・シュエジエ（シンガポール）

〈G─6〉軽部
11、-10、6、4、-6、-7、8
	 マー・リャン（シンガポール）
10、6、1、6		王李中羿（チャイニーズタイペイ）
-7、9、-6、10、8、-5、7	 鄭栄植（韓国）
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〈G─7〉吉村真
2、2、7、2	 ワン・ヤン（パラグアイ）
10、9、8、9	 ヒンデション（デンマーク）
7、-9、5、4、-5、5
	 呉志祺（チャイニーズタイペイ）

〈G─8〉森本
11、8、-6、-10、-5、-10	
	 黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
9、-5、-4、-4、13、10、10
	 チェン・フォン（シンガポール）
-8、-4、-5、9、-5		李佳陞（チャイニーズタイペイ）

▼決勝トーナメント1回戦
鄭栄植　　-2、-9、-8、9、6、7、6	 高木和
張　-7、-6、-10、7、7、6、5	 ウラソフ（ロシア）
プリモラッツ（クロアチア）6、7、-9、10、9	 軽部
吉村真　8、9、-8、-9、-8、6、6	 徐賢徳（韓国）
村松	6、-8、-6、5、-11、9、7	李虎（シンガポール）
荘智淵（チャイニーズタイペイ）7、5、-7、6、9
	 森本
金廷勲（韓国）　　　6、9、9、9	 松平賢
岸川	-7、8、-9、9、11、2	パーソン（スウェーデン）
松平健　-6、-4、10、7、7、8
	 K. カールソン（スウェーデン）
丹羽　8、-9、-10、10、8、-9、6	 チェン・フォン
塩野　5、6、-9、-5、4、2
	 ルンクウィスト（スウェーデン）
水谷　　4、-10、9、8、5	 パン・シュエジエ
▼2回戦
江天一（中国香港）　8、9、10、-9、-8、7	 張
ガオ・ニン（シンガポール）4、8、9、-4、-9、6
	 吉村
唐鵬（中国香港）　-8、-9、8、9、7、-2、6	 村松
シバエフ（ロシア）　-9、9、9、5、8	 岸川
丹羽　　　-4、4、-5、9、11、-7、3	 松平健
メイス（デンマーク）　8、11、5、-8、9	 塩野
水谷　　　　6、3、11、6	 李尚洙（韓国）
▼3回戦
シバエフ　　　　8、3、3、3	 丹羽
水谷　　　　　　6、9、8、7		 メイス
▼準々決勝
水谷　4、-10、-6、5、8、-9、8	 柳承敏（韓国）
呉尚垠（韓国）　　　7、6、7、-6、5	 鄭栄植
ガオ・ニン　　　　9、-9、10、6、4	 荘智淵
シバエフ　　	9、6、7、-5、7	 朱世爀（韓国）
▼準決勝
呉尚垠　　　7、8、16、5	 ガオ・ニン
水谷　　　　-9、7、4、7、-9、-5、9	 シバエフ
▼決勝
水谷隼　　　9、9、-11、-4、12、5	 呉尚垠

□女子シングルス	
▼予選リーグ
〈G─2〉前田
-7、-6、-8、11、9、8、7	周一涵（シンガポール）
-5、5、-7、-10、-4	 唐汭序（韓国）

〈G─3〉田代
-10、9、-9、-9、-6	 朴英淑（韓国）
-7、9、-7、-2、8、9、-9	 ドデアン（ルーマニア）

〈G─4〉藤井寛
-7、7、8、6、10	 李スジン（韓国）
9、-9、-8、8、-11、-9	プリワロワ（ベラルーシ）

〈G─5〉谷岡
8、11、2、10	 エーラント（オランダ）
-8、7、5、7、-7、-8、12
	 リュウ・ジャー（オーストリア）

〈G─6〉石垣
-3、-6、-5、-7	 劉恩寵（韓国）
13、10、5、-12、7	 李皓晴（中国香港）

〈G─7〉若宮
9、5、4、-10、5	 金玟耿（韓国）
-7、7、8、8、3	 呉穎嵐（中国香港）

〈G─8〉森薗
12、8、-7、5、-9、-8、3
	 劉馨尹（チャイニーズタイペイ）

10、-10、-10、4、-6、-6	 コムウォン（タイ）
〈G-9〉松澤
-8、-12、7、4、-5、7、-6
	 李依真（チャイニーズタイペイ）
-9、-8、-7、-6	 バチェノフスカ（チェコ）

〈G-10〉伊藤
-7、-10、-4、-9	 シェン・イーファン（フランス）
-7、-5、-4、-3	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）

▼決勝トーナメント1回戦
石川　7、-12、5、-4、-7、14、10	 リュウ・ジャー
姜華珺（中国香港）　　-7、4、7、6、8	 谷岡
福原　　　　5、10、2、5	 コムウォン
ション・イェンフェイ（スペイン）
	 -13、-8、10、5、5、-10、2　若宮
王越古（シンガポール）	5、3、6、-2、-6、6	 前田
▼2回戦
ユー・モンユ（シンガポール）
	 3、6、-5、-12、6、11　石川
福原　7、11、8、-7、-7、-7、3
	 リー・ジエ（オランダ）
▼準々決勝
福原　　3、-6、15、4、-9、8	 石賀浄（韓国）
唐汭序	-7、10、7、-5、-11、11、3	 ユー・モンユ
金璟娥（韓国）-11、6、5、9、8
	 馮天薇（シンガポール）
ション・イェンフェイ
	 5、12、9、-4、-9、-9、9　梁夏銀（韓国）
▼準決勝
ション・イェンフェイ　8、-5、-7、-7、8、7、5
	 福原
金璟娥　　　　7、3、5、5	 唐汭序
▼決勝
ション・イェンフェイ		-5、4、8、12、15	 金璟娥

□男子ダブルス
▼予選トーナメント
町／𠮷田　6、-6、12、-6、7
	 シバエフ／スカチコフ（ロシア）
張／高木和　-9、6、11、7
	 K. カールソン／M. カールソン（スウェーデン）
陳建安／黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
	 -4、9、-8、10、10　軽部／松平健
村松／塩野　-10、11、7、7
	 クズミン／スミルノフ（ロシア）
▼決勝トーナメント1回戦
ヤン・ツー／詹健（シンガポール）8、11、5
	 町／𠮷田
村松／塩野　-3、7、9、2	 鄭栄植／李廷佑（韓国）
呉尚垠／柳承敏（韓国）	-8、6、9、13	 張／高木和
荘智淵／呉志祺（チャイニーズタイペイ）
	 7、-4、7、4　松平賢／吉村真
岸川／丹羽　6、4、15
チェン・フォン／パン・シュエジエ（シンガポール）
▼準々決勝
村松／塩野　-9、7、-9、15、9、-11、7
	 ヤン・ツー／詹健
岸川／丹羽　4、7、3、-8、10
	 ガオ・ニン／李虎（シンガポール）
呉尚垠／柳承敏	4、10、10、-7、4	 荘智淵／呉志祺
金珉鉐／徐賢徳（韓国）9、8、-5、-10、11、7
	 江天一／梁柱恩（中国香港）
▼準決勝
呉尚垠／柳承敏		6、-10、5、4、-9、11	村松／塩野
金珉鉐／徐賢徳　5、9、-12、3、9	 岸川／丹羽
▼決勝
金珉鉐／徐賢徳　5、-7、5、-8、3、-10、9
	 呉尚垠／柳承敏

□女子ダブルス
▼予選トーナメント
平野美／伊藤	-10、6、5、3		朴英淑／梁夏銀（韓国）
鄭先知／陳思羽（チャイニーズタイペイ）6、9、10
	 前田／谷岡

▼決勝トーナメント1回戦
藤井寛／若宮　4、2、8
	 ドデアン／エーラント（ルーマニア／オランダ）
金玟耿／文炫晶（韓国）　　5、8、10	 石垣／山梨
スン・ベイベイ／ユー・モンユ（シンガポール）
	 12、6、-10、9　平野美／伊藤
福原／森薗　2、-7、5、8
	 リー・ジャーウェイ／王越古（シンガポール）
▼準々決勝
藤井寛／若宮　11、-4、7、-10、1、6
	 李皓晴／帖雅娜（中国香港）
唐汭序／石賀浄（韓国）-11、6、11、10、-10、6
	 福原／森薗
金玟耿／文炫晶　10、7、-9、6、9
	 鄭怡静／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
スン・ベイベイ／ユー・モンユ
　　　8、5、-8、-2、-10、5、6
	 姜華珺／呉穎嵐（中国香港）
▼準決勝
藤井寛／若宮　-6、9、5、6、7	 金玟耿／文炫晶
唐汭序／石賀浄　-9、3、7、4、-7、9
	 スン・ベイベイ／ユー・モンユ
▼決勝
藤井寛子／若宮三紗子　9、11、8、2
	 唐汭序／石賀浄

□男子U─21シングルス
▼予選リーグ
𠮷田、町、神は決勝トーナメント進出。
東、酒井、龍崎、三部、木造、出雲は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
上田　9、8、-9、6	 グロット（デンマーク）
𠮷田　9、8、7 M. カールソン（スウェーデン）
チェン・フォン（シンガポール）
	 -8、-9、5、8、3　神
吉村真　　6、8、10	 呉智康（シンガポール）
町　	6、4、14	 洪子翔（チャイニーズタイペイ）
村松　3、5、-9、-7、9
	 K. カールソン（スウェーデン）
▼準々決勝
上田　6、10、11、4
	 陳建安（チャイニーズタイペイ）
チェン・フォン　-9、-6、9、6、3、-9、11	 𠮷田
町　　　　-7、8、8、-11、6、4	 吉村真
鄭栄植（韓国）　-5、14、9、4、-8、-10、10	 村松
▼準決勝
上田　　　5、5、-10、3、3	 チェン・フォン
鄭栄植　　　6、6、-3、9、-10、3	 町
▼決勝
鄭栄植　　6、-13、11、7、-8、-8、10	 上田仁

□女子U─21シングルス
▼予選トーナメント
谷岡、浜本、田代、松澤、前田、伊藤は決勝トーナ
メント進出
平野容、平野美、松平は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
石川　9、9、-9、-8、7	 エーラント（オランダ）
呉穎嵐（中国香港）　-10、10、7、3	 前田
陳思羽（チャイニーズタイペイ）3、3、-8、7	 伊藤
田志希（韓国）　　　　-8、3、8、10	 谷岡
李皓晴（中国香港）　　7、7、3	 森薗
田代　　-11、-7、7、10、8	 宋マウン（韓国）
松澤　-7、-11、8、4、8
	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
梁夏銀（韓国）　　　　-7、8、8、4	 浜本
▼準々決勝
石川　　8、-4、9、-11、6、-10、3	 呉穎嵐
李皓晴　　　　　8、8、8、5	 田代
松澤　　　-11、10、5、7、-5、11	 梁夏銀
陳思羽　　　　　9、9、6、9	 田志希
▼準決勝
石川　　　　　12、6、7、8	 陳思羽
李皓晴　　　-5、4、6、-9、10、7	 松澤
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▼決勝
石川佳純　　　　　4、4、2、9	 李皓晴

ジャパンオープン・荻村杯2013
国際卓球選手権横浜大会

2013年6月19～23日、於：横浜文化体育館

▼男子日本選手団	
水谷隼（beacon.LAB）、丹羽孝希（明治大）、松平健
太（早稲田大）、張一博（東京アート）、高木和卓（東
京アート）、松平賢二（協和発酵キリン）、吉村真晴
（愛知工業大）、森薗政崇（青森山田高）、三部航平（青
森山田高）、酒井明日翔（JOCエリートアカデミー
／帝京）、龍崎東寅（JOCエリートアカデミー）、大
矢英俊（東京アート）、塩野真人（東京アート）、𠮷
田雅己（愛知工業大）、森本耕平（愛知工業大）、軽
部隆介（シチズン）、町飛鳥（明治大）、神巧也（明
治大）、大島祐哉（早稲田大）、東勇渡（JOCエリー
トアカデミー／帝京）、田添健汰（希望が丘高）、出
雲卓斗（遊学館ジュニア）、木造勇人（愛工大附中）、
上田仁（青森大）、笠原弘光（協和発酵キリン）、平
野友樹（明治大）
▼女子日本選手団	
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）、若宮三紗子（日本生命）、田代早紀（日
本生命）、森薗美咲（日立化成）、松澤茉里奈（淑徳
大）、松平志穂（四天王寺高）、前田美優（希望が丘高）、
伊藤美誠（昇陽中）、森さくら（昇陽高）、森田彩音（JOC
エリートアカデミー／帝京）、石川梨良（JOCエリー
トアカデミー／帝京）、浜本由惟（JOCエリートア
カデミー）、加藤美優（JOCエリートアカデミー）、
平野美宇（JOCエリートアカデミー）、石垣優香（日
本生命）、鈴木李茄（専修大）、平野容子（東京富士
大）、丹羽美里（淑徳大）、根本理世（十六銀行）、小
野思保（日立化成）、永尾尭子（横浜隼人高）

□男子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉町
17、9、-5、6、-9、-9、2
	 廖振珽（チャイニーズタイペイ）
9、7、-15、9、9	 シェティ（インド）	

〈G─2〉上田
-6、5、8、-7、9、8	 徐延和（韓国）
-9、-8、9、10、-10、8、7
	 ユー・ジャーチン（シンガポール）

〈G─3〉笠原
11、9、5、3	 チュウ（シンガポール）
3、9、3、-7、-8、-10、5
	 オーケストレム（スウェーデン）

〈G─4〉森本
-7、-9、5、-5、-5	 グロート（デンマーク）
6、8、7、6	 呂柏賢（チャイニーズタイペイ）

〈G─7〉大矢
8、8、3、9	 頼乙耀（チャイニーズタイペイ）
-8、7、4、9、9	 エーベルホー（スウェーデン）

〈G─8〉軽部
9、6、8、-11、-12、10
	 葉致緯（チャイニーズタイペイ）
4、-11、4、8、2	 崔徳和（韓国）

〈G─10〉森薗
4、1、2、5		 徐嘉良（チャイニーズタイペイ）
10、7、8、10	 ノルドベリ（スウェーデン）

〈G─13〉塩野
5、8、7、-4、-9、-8、6
	 ヤン・サンヒョン（韓国）
6、-9、9、6、4
	 江宏傑（チャイニーズタイペイ）
-5、-7、-6、17、-9	 馬特（中国）

▼決勝トーナメント1回戦
塩野　7、8、-11、7、-4、7
	 荘智淵（チャイニーズタイペイ）
松平健　　5、6、7、-11、9	 金志奐（韓国）

カイナット（スロバキア）9、11、7、-11、8	 軽部
丹羽　　　　　6、2、-9、0、9	 廖振珽
大矢　10、-3、-9、5、10、-4、10
	 リウェンツォフ（ロシア）
ゴーシュ（インド）14、7、8、-12、-9、-5、10
	 吉村真
丁祥恩（韓国）　　　-8、8、8、8、9	 笠原
水谷　　　6、5、8、-10、10	 		呉家驥（中国）
李俊霖（チャイニーズタイペイ）
	 5、6、-5、7、-6、-6、9　高木和
森薗　8、9、6、5	 ヤン・ツー（シンガポール）
町　　9、14、-4、7、-5、8	 コルベル（チェコ）
李佳陞（チャイニーズタイペイ）
	 -6、9、-6、-7、9、9、5　張
アチャンタ（インド）　9、-3、-6、10、9、8	 上田
松平賢　　　9、-6、-5、-8、9、4、4	 馬特
王励勤（中国）　　　　5、8、5、8	 森本
▼2回戦
塩野　　　-4、-6、-2、6、11、10、9	 松平健
丹羽　　　11、8、7、-3、7	 カイナット
大矢	3、5、8、-7、-8、7		クリシャン（ルーマニア）
水谷　　　4、6、10、8	 丁祥恩（韓国）
森薗　4、-7、-10、10、9、-9、9	オーケストレム
唐鵬（中国香港）　　17、8、-5、5、6	 町
王励勤　　　5、-10、10、6、-11、8	 松平賢
▼3回戦
塩野　　　1、4、6、4	 李虎（シンガポール）
丹羽		5、7、8、-9、-9、9	 フランツィスカ（ドイツ）
陳建安（チャイニーズタイペイ）4、11、6、8		大矢
水谷　　8、8、8、16	 ガチナ（クロアチア）
森薗　　6、6、-5、3、-8、9	 黃鎮廷（中国香港）
▼準々決勝
塩野　　　　-11、7、5、6、5	 丹羽
陳建安　　　-7、-5、6、-8、4、8、9	 水谷
金珉鉐（韓国）　　4、-6、-5、9、4、5	 森薗
徐晨皓（中国）　8、7、-11、10、-7、8	 王励勤
▼準決勝
塩野　　　　5、5、5、-7、12	 陳建安
徐晨皓　　-11、-8、9、11、-8、5、12	 金珉鉐
▼決勝
塩野真人　　　　3、8、6、4	 徐晨皓

□女子シングルス	
▼予選リーグ
〈G─1〉森
4、5、7、5	 M. ダス（インド）
1、-6、7、-6、-14、10、-9	 李恩姫（韓国）

〈G─2〉森薗
-3、-9、-10、1、9、-8	 李ダソム（韓国）
3、-9、3、-8、10、9
	 熊乃儀（チャイニーズタイペイ）

〈G─3〉平野美
-9、3、7、8、-6、12	 呉玥（アメリカ）
-5、-7、10、-7、9、-5	 尹善愛（韓国）

〈G─4〉根本
4、9、3、5	 李恩恵（韓国）
-9、-6、-6、-9	 劉高陽（中国）

〈G─6〉浜本
10、8、9、-7、6	 A. ダス（インド）
-6、7、3、-9、7、-6、-6
	 李依真（チャイニーズタイペイ）

〈G─8〉石垣
5、7、6、7	 クマレサン（インド）
-12、-9、4、10、-7、3、-2	 趙惟辰（韓国）

〈G─9〉松平
5、10、7、-6、-3、7	 李イェラム（韓国）
6、8、4、-6、-8、4
	 鄭先知（チャイニーズタイペイ）

〈G─11〉松澤
8、5、8、6	 パトカル（インド）
-11、10、9、-7、8、-8、-6
	 周一涵（シンガポール）

〈G─12〉加藤
8、6、2、7	 葉東宜（チャイニーズタイペイ）

6、9、5、8	 コムウォン（タイ）
〈G─13〉小野
-10、10、3、-9、6、6
	 陳虹婷（チャイニーズタイペイ）
9、-8、5、4、-13、-9、-10
	 ドゥボラク（スペイン）

〈G─14〉前田
-9、9、4、9、9	 アッガルワル（インド）
-5、11、-9、-8、-4	 劉曦（中国）

〈G─15〉伊藤
9、-7、-3、-9、-7	 車暁曦（中国）
-4、-6、-4、-5	 林佳慧（チャイニーズタイペイ）

〈G─16〉田代
-7、-9、-2、12、-11	 周昕彤（中国）
キケン	 李君蕙（チャイニーズタイペイ）
8、-7、5、6、-10、-10、-7	 金敏姫（韓国）

▼決勝トーナメント1回戦
シャン・シャオナー（ドイツ）
	 -12、7、9、6、-6、7　石川佳
文炫晶（韓国）	　　　9、10、4、7	 加藤
田志希（韓国）8、4、-5、-7、11、-8、8	 松平
若宮　　　8、-7、-6、10、8、-4、5	 李恩姫
車暁曦　　　-8、11、10、-11、8、6	 平野早
福原　　　　1、2、-13、1、6	 趙惟辰
▼2回戦
田志希　　-10、8、-7、-6、8、4、10	 若宮
福原　13、-5、-7、5、3、4	 李皓晴（中国香港）
▼準々決勝
福原　　　　9、-8、4、7、4	 車暁曦
文炫晶　1、-9、8、10、8
	 ジルバーアイゼン（ドイツ）
劉曦　　　　-10、10、8、8、8	 田志希
顧玉婷（中国）　　5、9、-9、6、-9、9	 劉高陽
▼準決勝
福原　　　　　3、7、9、-6、7	 顧玉婷
文炫晶　　　　7、7、14、13	 劉曦
▼決勝
福原愛　　　　7、5、11、8	 文炫晶

□男子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
森薗／三部　8、2、3
	 ノルドベリ／セダルンド（スウェーデン）
▼2回戦
町／𠮷田 8、6、-7、8 崔源辰／ハム・ソリ（韓国）
森薗／三部　4、9、-8、-10、4
	 丁祥恩／金泰訓（韓国）
上田／吉村真　-9、-7、4、8、7
	 オーケストレム／エーベルホー（スウェーデン）
▼決勝トーナメント1回戦
陳建安／荘智淵（チャイニーズタイペイ）8、6、6
	 森薗／三部
松平健／丹羽　13、-7、-12、10、4
	 洪子翔／李佳陞（チャイニーズタイペイ）
上田／吉村　8、9、9
	 郝帥／マテネ（中国／フランス）
ロビノ／王励勤（フランス／中国）
	 -10、10、-7、8、9　張／松平賢
ガオ・ニン／李虎（シンガポール）　4、9、8
	 町／𠮷田
▼準々決勝
松平健／丹羽　5、3、8
	 リウェンツォフ／パイコフ（ロシア）
上田／吉村真　6、6、9		デサイ／ゴーシュ（インド）
ヤン・ツー／詹健（シンガポール）
	 5、11、-9、-5、6　陳建安／荘智淵
ガオ・ニン／李虎		6、4、-11、10	ロビノ／王励勤
▼準決勝
松平健／丹羽　-7、3、11、8	 ヤン・ツー／詹健
上田／吉村真　　10、3、5	 ガオ・ニン／李虎
▼決勝
上田仁／吉村真晴	-7、8、6、8	松平健太／丹羽孝希
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□女子ダブルス
▼予選トーナメント
前田／森　11、5、-8、11
	 アッガルワル／パトカル（インド）
浜本／加藤	6、5、2	M. ダス／クマレサン（インド）
▼決勝トーナメント1回戦
鄭先知／陳思羽（チャイニーズタイペイ）
	 8、-8、3、5　平野美／伊藤
田志希／李恩姫（韓国）　2、5、9	 浜本／加藤
ユー・モンユ／周一涵（シンガポール）
	 4、-8、2、9　平野早／松平
石川佳／森薗　7、-4、8、-8、8
	 劉高陽／劉曦（中国）
顧玉婷／周昕彤（中国）-8、-10、5、2、10
	 福原／松澤
シャン・シャオナー／ジルバーアイゼン（ドイツ）
	 1、7、6　	前田／森
▼準々決勝
顧玉婷／周昕彤　4、-9、5、-9、3	 石川佳／森薗
鄭怡静／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）　8、9、6
	 鄭先知／陳思羽
田志希／李恩姫　7、-7、3、-13、9
	 ユー・モンユ／周一涵
姜華珺／李皓晴（中国香港）　8、5、-13、8
	 シャン・シャオナー／ジルバーアイゼン
▼準決勝
鄭怡静／黄怡樺　-9、-8、10、8、9
	 田志希／李恩姫
顧玉婷／周昕彤　-6、5、12、8	 姜華珺／李皓晴
▼決勝
顧玉婷／周昕彤　3、-6、4、7	 鄭怡静／黄怡樺

□男子U─21シングルス
▼予選リーグ
神、龍崎、酒井は決勝トーナメント進出。田添、三部、
大島、平野、東、木造、出雲は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
龍崎		12、9、-6、-6、10	フランツィスカ（ドイツ）
神　　8、9、-11、10	 グロート（デンマーク）
森薗　　　　15、4、8	 ロビノ（フランス）
呉智康（シンガポール）　　　　4、8、6	 町
洪子翔（チャイニーズタイペイ）-9、6、7、-10、6
	 酒井
𠮷田　　　　7、2、-11、7 馬特（中国）
李佳陞（チャイニーズタイペイ）　キケン	 吉村真
▼準々決勝
神　　　　　　　　5、9、9、5	 龍崎
徐晨皓（中国）　　6、9、-8、8、7	 森薗
𠮷田　　　　-5、-7、8、11、5、9 李佳陞
呉智康　　　　11、11、-10、8、5	 洪子翔
▼準決勝
徐晨皓　　　-9、10、4、-3、-5、7、4	 神
呉智康　　　　4、-5、7、-6、7、9	 𠮷田
▼決勝
徐晨皓　　　　　-9、12、9、4、6	 呉智康

□女子U─21シングルス
▼予選リーグ
前田、鈴木、伊藤、松澤は決勝トーナメント進出。
平野容、加藤、石川梨・森田、平野美、森、丹羽、浜本、
永尾は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
顧玉婷（中国）　　　　9、4、-9、5	 鈴木
朱朝暉（中国）　　　　5、9、11	 松平
劉高陽（中国）　　　　6、9、5	 松澤
車暁曦（中国）　　　　4、8、7	 森薗
リン・イエ（シンガポール）-9、7、3、7	 伊藤
陳思羽（チャイニーズタイペイ）4、10、6	 前田
▼準々決勝
顧玉婷　　　9、-7、7、6、9	 周昕彤（中国）
劉高陽　　　-8、8、9、7、-4、9	 朱朝暉
車暁曦　-13、9、-10、-5、7、6、10		劉曦（中国）
陳思羽　5、-7、8、12、-5、-9、9	 リン・イエ

▼準決勝
劉高陽　　　9、-6、11、7、-4、8	 顧玉婷
車暁曦　　-8、-8、-2、10、6、5、8	 陳思羽
▼決勝
車暁曦　　　　6、9、-7、7、12	 劉高陽

ジャパンオープン・荻村杯2014
国際卓球選手権横浜大会

2014年6月18～22日、於：横浜文化体育館

▼男子日本選手団	
水谷隼（DIO ジャパン）、丹羽孝希（明治大）、松平
健太（ホリプロ）、塩野真人（東京アート）、岸川聖
也（ファースト）、高木和卓（東京アート）、森薗政崇（明
治大）、吉村真晴（愛知工業大）、村松雄斗（JOCエ
リートアカデミー／帝京）、酒井明日翔（JOCエリー
トアカデミー／帝京）、吉村和弘（野田学園高）、三
部航平（青森山田高）、龍崎東寅（JOCエリートア
カデミー／帝京）、宇田幸矢（JOCエリートアカデ
ミー）、町飛鳥（明治大）、有延大夢（明治大）、神巧
也（明治大）、上田仁（協和発酵キリン）、𠮷田雅己
（愛知工業大）、藤村友也（愛知工業大）、大島祐哉（早
稲田大）、坪井勇磨（青森山田高）、及川瑞基（青森
山田高）、出雲卓斗（遊学館ジュニア）、木造勇人（愛
工大附中）、張本智和（仙台ジュニア）、松下海輝（明
治大）、池田忠功（青森大）
▼女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）、石垣優香（日本生命）、若宮三紗子（日
本生命）、田代早紀（日本生命）、森薗美咲（日立化成）、
森さくら（昇陽高）、伊藤美誠（スターツSC）、加
藤美優（JOCエリートアカデミー）、佐藤瞳（札幌
大谷高）、前田美優（希望が丘高）、加藤杏華（県立
岐阜商業高）、阿部愛莉（四天王寺高）、阿部恵（サ
ンリツ）、丹羽美里（淑徳大）、鈴木李茄（専修大）	、
中島未早希（サンリツ）、美濃口千夏（横浜隼人高）

□男子シングルス	
▼予選リーグ
〈G─2〉𠮷田
5、6、3、6	 温侑傑（チャイニーズタイペイ）
5、5、4、11	 孔嘉德（中国香港）

〈G─11〉大島
-6、9、5、7、8	 クズミン（ロシア）
7、8、5、7	 秦楙棖（チャイニーズタイペイ）

〈G─15〉町
7、4、-7、9、6	 マドリード（メキシコ）
-8、2、-9、1、-5、11、-15	 楊相賢（韓国）
5、-4、7、7、9	 李佳陞（チャイニーズタイペイ）

〈G─16〉上田
-6、-9、10、9、7、6	 ブロシエ（フランス）
6、4、7、5	 張順紘（チャイニーズタイペイ）	
-12、9、-9、-8、9、-7
	 M. カールソン（スウェーデン）

▼決勝トーナメント1回戦
上田　-10、3、10、9、-9、8
	 荘智淵（チャイニーズタイペイ）
大島　9、10、13、9	 ヤン・ツー（シンガポール）
チェン・フォン（シンガポール）
	 -8、6、-11、8、5、9　𠮷田

アシャール（フランス）-9、7、6、4、-4、-6、9
	 塩野
森薗		13、-8、-10、-8、10、6、8	 M. カールソン
丹羽　　-8、11、1、7、2	 シェティ（インド）
周啓豪（中国）　　　5、7、7、9	 岸川
高木和　5、7、-10、-8、9、12
	 孫嘉宏（チャイニーズタイペイ）
村松　7、6、8、13	 セダルンド（スウェーデン）
楊恒韋（チャイニーズタイペイ）
	 -9、-10、-6、4、9、10、6　松平
吉村真　-8、5、10、7、9	シルーチェク（チェコ）
梁靖崑（中国）　　　9、8、8、2	 町

水谷　　　8、-9、3、6、1	 何鈞傑（中国香港）
▼2回戦
上田　　　　5、-8、5、5、10	 大島
森薗　　　-7、10、3、-8、6、-10、7	 丹羽
黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
	 -8、3、7、7、-10、6　高木和
村松　　　　6、9、8、6	 楊恒韋
吉村真　　　8、7、8、5	 朴燦赫（韓国）
水谷　　　　7、8、-9、5、8	 梁靖崑（中国）
▼3回戦
于子洋（中国）　　10、5、7、-9、7	 上田
周愷（中国）　　　-6、7、6、5、7	 森薗
村松　　　7、-8、-7、-6、8、5、8	 黄聖盛
詹健（シンガポール）-7、8、4、-4、4、9	 吉村真
水谷　　　4、5、6、11	 アチャンタ（インド）
▼準々決勝
村松　　　-9、5、2、8、4	 姜動洙（韓国）
水谷　　　11、11、-7、7、-9、3	 詹健
于子洋　5、6、8、-8、9
	 江宏傑（チャイニーズタイペイ）
唐鵬（中国香港）　	5、-8、9、7、-12、9	 周愷
▼準決勝
于子洋　　　　8、10、8、9	 唐鵬
水谷　　　-11、4、-7、6、8、-5、5	 村松
▼決勝
于子洋　　　-8、4、8、-6、4、8	 水谷隼

□女子シングルス
▼予選リーグ
〈G─1〉伊藤
3、10、4、7	 李ジオン（韓国）
8、7、4、3	 崔宝文（チャイニーズタイペイ）

〈G─3〉加藤美
-9、9、2、9、7	 邱嗣樺（チャイニーズタイペイ）
-11、7、8、5、9	 金ビョルニム（韓国）

〈G─6〉中島
13、-10、5、-12、-10、-6	トロシネワ（ロシア）							
9、5、8、7	 林珈芝（チャイニーズタイペイ）
-9、-7、-5、-9	 陳幸同（中国）

〈G─7〉田代
7、8、7、4	 許慧純（チャイニーズタイペイ）
6、9、-5、4、4	 楊艶梅（中国）
-8、6、2、7、7	 李施恩（韓国）

〈G─9〉森
-7、10、-7、5、-3、2、-4	 李スル（韓国）
4、-7、-9、-8、-4	 孫晋（中国香港）
6、13、5、2	 王意如（チャイニーズタイペイ）

〈G─10〉阿部恵
-10、-10、5、6、9、8	 朴ジュヒョン（韓国）
-10、-4、6、9、5、-11、8
	 鄭先知（チャイニーズタイペイ）
9、-3、5、9、8	チョン・ジャーチー（アメリカ）

▼決勝トーナメント1回戦
陳幸同　　　　-9、5、-9、5、7、7	 森薗
若宮　　8、-6、-7、9、8、-5、9	 劉銘（中国）
福原　　　　8、7、7、15	 トロシネワ
ユー・モンユ（シンガポール）
	 7、-5、-7、6、7、3　阿部恵
陳思羽（チャイニーズタイペイ）　6、9、11、11
	 田代
平野早　　　　　2、6、5、8	 李スル
楊艶梅　　　　-7、-5、8、9、9、8	 石垣
何卓佳（中国）　　　6、7、10、-6、7	 伊藤
フー・ユー（ポルトガル）5、9、9、-10、7		加藤美
石川　　　9、-9、4、8、6	 李ダソム（韓国）
▼2回戦
若宮　　　　9、4、6、5	 フー・メレク（トルコ）
福原		9、5、11、3	黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
陳思羽　　　　5、7、8、-6、7	 平野早
石川　　8、7、-8、8、-10、-7、9	 フー・ユー
▼準々決勝
馮天薇（シンガポール）　　　9、5、8、6	 若宮
李芬（スウェーデン）　-10、6、10、4、6	 福原
石川　　　13、9、-10、-5、-7、8、5	 何卓佳
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ユー・モンユ		-8、5、-9、-12、4、5、8	 陳思羽
▼準決勝
馮天薇　　　　7、-12、3、7、10	 李芬
石川　　　9、3、-3、-8、9、7	 ユー・モンユ
▼決勝
馮天薇　　　10、-9、-3、3、5、11	 石川佳純

□男子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
デサイ／ゴーシュ（インド）7、7、-10、10
		 張本／宇田
村松／塩野		5、7、-8、-9、9	 于子洋／周愷（中国）
▼2回戦
呂翔／周啓豪（中国）10、8、-9、6	 森薗／三部
村松／塩野　10、9、5
	 フロール／ルベッソン（フランス）
上田／吉村真　6、-7、8、5
	 アンデション／セダルンド（スウェーデン）
▼決勝トーナメント1回戦
上田／吉村真　9、11、8
	 カルデラノ／リウェンツォフ（ブラジル／ロシア）
松平／丹羽　-10、8、9、6
	 李佳陞／楊恒韋（チャイニーズタイペイ）
岸川／水谷		6、6、7	 クズミン／ウラソフ（ロシア）
陳建安／荘智淵（チャイニーズタイペイ）
	 8、-4、6、4　村松／塩野
▼準々決勝
江宏傑／黄聖盛　　　6、9、6	 上田／吉村真
K. カールソン／M. カールソン（スウェーデン）
	 -7、8、5、-7、9　松平／丹羽
岸川／水谷　10、9、-1、6	唐鵬／黃鎮廷（中国香港）
呂翔／周啓豪　9、-8、-8、11、8	 陳建安／荘智淵
▼準決勝
江宏傑／黄聖盛　5、-7、4、11
	 K. カールソン／M. カールソン
岸川／水谷　　　　4、9、7	 呂翔／周啓豪
▼決勝
岸川聖也／水谷隼　　11、9、11	 江宏傑／黄聖盛

□女子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
何卓佳／楊艶梅（中国）7、2、-7、-10、6
	 丹羽／鈴木
▼決勝トーナメント1回戦
陳幸同／劉銘（中国）-6、7、-9、8、7	 前田／森
バラノワ／トロシネワ（ロシア）キケン	浜本／佐藤
福原／若宮　-8、6、8、-9、9
	 何卓佳／楊艶梅（中国）
平野早／森薗　4、2、-9、-9、10
	 コムウォン／スターシニー（タイ）									
▼準々決勝
福原／若宮	キケン	バラノワ／トロシネワ（ロシア）
平野早／森薗　-3、-8、16、5、6
	 フー／ミハイロワ（トルコ／ロシア）
鄭怡静／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）　8、5、1
	 陳幸同／劉銘
馮天薇／ユー・モンユ　4、8、-5、-12、5　
	 陳思羽／鄭先知（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
福原／若宮　　6、-8、6、-8、5	 鄭怡静／黄怡樺
馮天薇／ユー・モンユ
	 8、6、-15、7　平野早／森薗
▼決勝
福原愛／若宮三紗子　8、6、-7、11
	 馮天薇／ユー・モンユ

□男子U─21シングルス
▼予選リーグ
及川、坪井、松下、有延は決勝トーナメント進出。
出雲、宇田、張本、藤村、木造、吉村和、池田、龍
崎は予選敗退
▼決勝トーナメント1回戦
チュウ・チェユー（シンガポール）7、7、8	 三部
酒井　　　　1、8、-3、10	 孔嘉徳（中国香港）

神　　8、7、-3、8	 セダルンド（スウェーデン）
洪子翔（チャイニーズタイペイ）10、10、-7、8
	 及川
ウエシュ（フランス）　　-9、4、2、-10、9	 松下
坪井　　9、4、-4、-10、9	 ブロシエ（フランス）
A. ロビノ（フランス）-4、-8、9、6、5	 有延
▼2回戦
酒井　　　　　13、6、-9、10	 神
張禹珍（韓国）　　　　7、-9、14、9	 坪井
▼準々決勝
カルデラノ（ブラジル）
	 11、9、-4、13、-5、-10、9　酒井
ゴーシュ（インド）-11、7、6、8、5
	 デサイ（インド）
張禹珍　　　5、-3、8、4、-3、3	 ウエシュ
ロランツ（フランス）-8、8、-5、9、5、9
	 チェン・フォン
▼準決勝
カルデラノ　　　　9、8、4、6	 ゴーシュ
張禹珍　　　　6、5、-8、7、12	 ロランツ
▼決勝
カルデラノ　　　8、10、-7、13、-8、8	 張禹珍

□女子U─21シングルス
▼予選リーグ
美濃口、鈴木、加藤杏、阿部愛、丹羽は決勝トーナ
メント進出
▼決勝トーナメント1回戦
鄭先知（チャイニーズタイペイ）　5、8、12	 鈴木
森　　　　　　7、8、6	 阿部愛
前田　　　　　4、7、7	 スターシニー（タイ）
加藤杏　　9、-8、-10、8、5	 チャン（アメリカ）
伊藤		6、-8、7、4	 邱嗣樺（チャイニーズタイペイ）
李ダソム（韓国）　-6、9、6、10	 佐藤
加藤美　　　　　8、5、-11、9	 丹羽
陳思羽　　　　　-10、8、-8、7、9	 美濃口
▼準々決勝
森　　　　　7、6、-8、-9、6、6	 鄭先知
前田　　　　8、9、-7、8、7	 加藤杏
伊藤　　　　7、10、4、8	 李ダソム
陳思羽　　　-7、8、-9、-7、7、6、6	 加藤美
▼準決勝
森　　　　　7、4、-4、4、-11、10	 前田
陳思羽　　　-6、8、5、9、6	 伊藤
▼決勝
森さくら　　6、1、10、-5、6	 陳思羽

ジャパンオープン・荻村杯2015
国際卓球選手権神戸大会

2015年6月24～28日、於：グリーンアリーナ神戸

▼男子日本選手団	
水谷隼（beacon.LAB）、丹羽孝希（明治大）、村松雄
斗（東京アート）、松平健太（JTB）、森薗政崇（明
治大）、吉村真晴（愛知工業大）、𠮷田雅己（愛知工
業大）、大島祐哉（早稲田大）、三部航平（青森山田高）、
及川瑞基（青森山田高）、木造勇人（愛工大名電高）、	
緒方遼太郎（JOCエリートアカデミー /帝京）、張
本智和（仙台ジュニア）、龍崎東寅（JOCエリート
アカデミー /帝京）、宇田幸矢（JOCエリートアカ
デミー）、金光宏暢（JOCエリートアカデミー）、塩
野真人（東京アート）、高木和卓（東京アート）、岸
川聖也（ファースト）、町飛鳥（明治大）、松平賢二
（協和発酵キリン）、神巧也（シチズン）、出雲卓斗（遊
学館高）、松山祐季（愛工大名電高）、田中佑汰（愛
工大附中）、坂根翔大（育英高）、加山裕（JOCエリー
トアカデミー）
▼女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、平野早矢香（ミ
キハウス）、松平志穂（ミキハウス）、石垣優香（日
本生命）、若宮三紗子（日本生命）、前田美優（日本
生命）、森薗美咲（日立化成）、伊藤美誠（スターツ
SC）、早田ひな（石田卓球クラブ）、佐藤瞳（札幌大

谷高）、芝田沙季（四天王寺高）、浜本由惟（JOCエ
リートアカデミー /大原学園）、平野美宇（JOCエ
リートアカデミー）、長﨑美柚（JOCエリートアカ
デミー）、森さくら（日本生命）、加藤美優（礼武道
場）、木村香純（四天王寺高）、塩見真希（ミキハウ
ス JSC）、皆川優香（昇陽中）、丹羽美里（淑徳大）、
山本怜（中央大）、庄司有貴（専修大）、北岡エリ子
（日立化成）、木原美悠（ALL	STAR）、馬場麻裕（芦
屋学園高）

□男子シングルス	
▼予選トーナメント1回戦
シェルベリ（スウェーデン）　　7、9、7、8	 町
塩野　6、-7、8、7、5
	 楊恒韋（チャイニーズタイペイ）
森薗　11、-9、-6、8、10、-5、5
	 李佳陞（チャイニーズタイペイ）
ラーネフール（スウェーデン）
	 9、8、-5、8、-8、-4、9　大島			
松平賢　　-9、8、9、7、8	 カリア（インド）
ワン（カナダ）　　-9、7、-7、12、6、10	 神
高木和　5、12、-6、10、9
	 温洧傑（チャイニーズタイペイ）
吉村　8、-11、9、4、8
	 セダルンド（スウェーデン）
尚坤（中国）　　　10、12、7、-6、11	 岸川
楊子儀（チャイニーズタイペイ）
	 5、6、9、-8、-9、5　𠮷田
▼2回戦
ロランツ（フランス）5、8、7、-3、-12、-8、6
	 塩野
森薗　-6、8、7、2、9	 イェレル（スウェーデン）
松平賢　8、10、-10、7、8
	 陳建安（チャイニーズタイペイ）
ウラソフ（ロシア）　　　9、8、9、7	 高木和
吉村　4、5、8、6
	 黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
譚瑞午（クロアチア）-8、-8、9、9、-10、6、5	 	
	 松平健
▼決勝トーナメント1回戦
村松　　　6、5、4、-8、12	 李平（カタール）
丹羽　　　10、9、-7、8、4	 ワン
吉村　　		9、6、-6、5、-5、7	 鄭栄植（韓国）
朱世爀（韓国）-7、7、-7、9、-9、5、7	 松平賢
水谷	　7、6、8、3	 リウェンツォフ（ロシア）
森薗　9、-8、6、2、-5、7
	 荘智淵（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
村松　　-9、7、-10、-9、5、4、7	 丹羽
吉村　10、10、-6、-3、7、-7、6	 唐鵬（中国香港）
朱世爀　　　-10、8、8、-6、7、6	 水谷
黃鎮廷（中国香港）　　　4、4、6、6	 森薗
▼準々決勝
尚坤　　　　　-10、5、8、9、5	 村松
吉村　　　9、-6、3、-6、8、8	 朱世爀
樊振東（中国）-10、16、7、6、-5、-3、5
	 閻安（中国）
許昕（中国）　　　10、4、9、11	 黃鎮廷
▼準決勝
吉村　　　-7、-6、6、9、6、-5、8	 尚坤
許昕　　　7、8、-3、8、-3、-4、8	 樊振東
▼決勝
許昕　　　-9、2、12、7、7	 吉村真晴

□女子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
加藤　7、8、-7、-7、-5、9、12
	 劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
若宮		8、5、4、6	李幼芃（チャイニーズタイペイ）
鄭先知（チャイニーズタイペイ）　
	 4、-8、-5、7、-9、9、5　前田
ボルマイヤー（ドイツ）　9、4、-12、3、7	 松平
王意如（チャイニーズタイペイ）
	 3、-5、7、13、-3、9　浜本
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崔禎珉（韓国）　　8、8、8、-9、10	 早田
佐藤　　　　9、3、6、1	 A. ダス（インド）
森薗　　　　4、7、6、1	 朱成竹（中国香港）
森　-10、8、-8、4、6、-9、9
	 林佳慧（チャイニーズタイペイ）
丹羽　　　7、6、10、7	 李ダソム（韓国）
ミハイロワ（ロシア）　14、-7、5、7、8	 北岡
▼2回戦
劉斐（中国）　　　　9、4、6、6	 加藤
若宮　-5、11、9、7、10	 ドルギフ（ロシア）
佐藤　7、2、-9、8、1
	 黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
森薗　8、-5、-14、7、10、9
	 ツォン・ジエン（シンガポール）
李皓晴（中国香港）　　10、-10、10、5、10	 森
平野美　　　5、3、1、3	 李スル（韓国）
陳思羽（チャイニーズタイペイ）4、7、9、9	 丹羽
▼決勝トーナメント1回戦
丁寧（中国）　　　　5、5、6、5	 平野美
伊藤　　　-7、9、7、9、-4、12	 劉斐
リー・ジャオ（オランダ）-10、-7、9、8、6、7
	 石垣
石川　-7、5、-6、-5、6、8、8
	 リン・イエ（シンガポール）
田志希（韓国）　　　11、8、6、3	 平野早
若宮　7、7、9、-8、-4、-7、9
	 馮天薇（シンガポール）
杜凱琹（中国香港）　　-9、8、4、4、2	 森薗
徐孝元（韓国）-11、9、6、-6、10、11	 佐藤
福原　　　　　7、4、-9、7、8	 陳思羽
▼2回戦
丁寧（中国）　　　6、3、5、-11、8	 伊藤
石川　　　　10、5、10、2	 リー・ジャオ
若宮　　　　-5、-5、8、7、3、8	 田志希
徐孝元　　　-9、9、-9、5、7、5	 福原
▼準々決勝
丁寧　　　　　　-7、3、4、3、5	 石川
陳夢（中国）　　　2、7、2、7	 若宮
朱雨玲（中国）　　4、-8、5、4、-9、3	 徐孝元
劉詩雯（中国）-6、-9、-11、7、1、7、7
	 武楊（中国）
▼準決勝
陳夢　　　　　7、9、3、-4、9	 丁寧
朱雨玲　　　　2、-5、6、6、-6、3	 劉詩雯
▼決勝
陳夢　　　11、-6、-5、4、5、-6、7	 朱雨玲

□男子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
呉智康／ヤン・ツー（シンガポール）5、-6、8、5
	 張本／木造
▼2回戦
何鈞傑／リウェンツォフ（中国香港／ロシア）
	 -7、10、1、7　村松／塩野
オーケストレム／M. カールソン（スウェーデン）
	 6、7、-9、12　水谷／吉村
及川／三部		6、9、5	リー／ワン（トルコ／カナダ）
▼決勝トーナメント1回戦
松平健／丹羽　6、7、-9、11
	 シェルベリ／イェレル（スウェーデン）
趙彦来／金東賢（韓国）8、-5、10、-5、7
	 及川／三部
森薗／大島　　5、-6、5、8	 方博／閻安（中国）
▼準々決勝
馬龍／許昕（中国）7、6、-7、10	 松平健／丹羽
森薗／大島　9、6、9
	 江宏傑／黄聖盛（チャイニーズタイペイ）
アポロニア／譚瑞午（ポルトガル／クロアチア）
	 キケン　鄭栄植／金珉鉐（韓国）
樊振東／尚坤（中国）　6、8、8	 趙彦来／金東賢
▼準決勝
馬龍／許昕　　	9、6、5	 アポロ二ア／譚瑞午
樊振東／尚坤　　12、-8、4、14	 森薗／大島

▼決勝
馬龍／許昕　8、11、-7、-10、8	 樊振東／尚坤

□女子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
丹羽／山本		-9、3、9、9			A. ダス／M. ダス（インド）
ボルマイヤー／チホミロワ（ドイツ／ロシア）
	 11、-8、3、12　皆川／長﨑
▼2回戦
リン・イエ／周一涵（シンガポール）8、2、8
	 丹羽／山本
林依諾／朱成竹（中国香港）		3、-5、8、8	 前田／森
李スル／李ジオン（韓国）9、6、-8、-5、11
	 早田／佐藤
北岡／庄司　キケン
	 ミッテルハム／シャン・シャオナー（ドイツ）
▼決勝トーナメント1回戦
杜凱琹／姜華珺（中国香港）-8、3、10、1		北岡／庄司
陳夢／朱雨玲（中国）　　7、9、7	 浜本／加藤
▼準々決勝
杜凱琹／姜華珺　8、9、-18、7
	 馮天薇／ユー・モンユ（シンガポール）
劉斐／武楊（中国）-11、2、7、-5、9
	 田志希／梁夏銀（韓国）
リン・イエ／周一涵　10、-6、-3、7、9
	 李皓晴／帖雅娜（中国香港）
丁寧／劉詩雯（中国）5、8、-10、6
	 陳夢／朱雨玲（中国）
▼準決勝
劉斐／武楊　　4、5、-8、6	 杜凱琹／姜華珺
リン・イエ／周一涵　　8、6、8	 丁寧／劉詩雯
▼決勝
劉斐／武楊　	6、-7、9、5	 リン・イエ／周一涵

□男子U─21シングルス
▼予選トーナメント1回戦
セダルンド（スウェーデン）　9、7、-9、7	 出雲
松山	-8、11、9、2	楊子儀（チャイニーズタイペイ）
緒方　6、6、7	 温洧傑（チャイニーズタイペイ）
李佳陞（チャイニーズタイペイ）　5、7、8	 田中
廖振珽（チャイニーズタイペイ）7、6、-8、8	 張本
木造　10、9、-6、6
	 彭王維（チャイニーズタイペイ）
坂根　7、3、-3、-8、7	 ウォーカー（イングランド）
洪子翔（チャイニーズタイペイ）　9、1、5	 金光
及川　	8、9、6	 王泰崴（チャイニーズタイペイ）
龍崎	10、-9、6、3	黄建都（チャイニーズタイペイ）
チュウ（シンガポール）　　-6、8、5、8	 加山
ブロシエ（フランス）　　5、-9、9、9	 宇田
▼2回戦
アングレ（フランス）　　　8、8、5	 松山
シェルベリ（スウェーデン）		9、-7、-6、6、5	 緒方
廖振珽　　　　　-4、10、7、5	 木造
坂根　　　　　　8、9、-7、-6、7	 洪子翔
及川	　　　　　　6、6、-6、9	 龍崎
▼決勝トーナメント1回戦
シェルベリ　　　　9、-10、12、11	 村松
及川　　　5、10、-7、-9、9	 何鈞傑（中国香港）
𠮷田 　　　　8、8、-6、8 チュウ
大島　　8、6、9	 ラーネフール（スウェーデン）
姜動洙（韓国）　　　-9、4、-9、7、7	 町
三部　6、-5、-9、11、13
	 廖振珽（チャイニーズタイペイ）
金東賢（韓国）　　　6、8、-7、-2、7	 坂根
▼準々決勝
𠮷田　　　　　8、5、-10、9 及川
大島	　　　　　4、-9、7、8	 姜動洙
三部	　　　　　5、-6、9、9	 金東賢
シェルベリ　　　6、7、8	 張禹珍（韓国）
▼準決勝
𠮷田　　　　　-8、6、8、11 シェルベリ
大島　　　　　　7、7、7	 三部
▼決勝
大島祐哉　　　　4、6、-7、6	 𠮷田雅己

□女子U─21シングルス
▼予選トーナメント1回戦
馬場　　　9、-10、9、9	 李ジオン（韓国）
李幼芃（チャイニーズタイペイ）9、7、14	 木村
黄禹喬（チャイニーズタイペイ）11、8、6	 塩見
李ダソム（韓国）　　　10、3、11	 庄司
林依諾（中国香港）　　　　10、10、5	 皆川
山本　-9、13、12、4
	 王意如（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
松平　　　　　　7、9、8	 李スル（韓国）
崔禎珉（韓国）　		5、3、6	 長﨑
李幼芃　　　　　8、5、10	 馬場
森　　　　　-7、8、-8、8、10	 黄禹喬
木原　　　　キケン	 ミッテルハム（ドイツ）
朱成竹（中国香港）　　-6、9、-16、6、7	 芝田
ツォン・ジエン（シンガポール）-9、4、6、6	山本
▼決勝トーナメント1回戦
松平　　9、8、7	 リン・イエ（シンガポール）
セーチ（ルーマニア）　　-9、-9、7、4、8	 森
ツォン・ジエン　　-8、10、3、-2、9	 前田
早田　　　　-11、-8、9、6、5	 崔禎珉
加藤　　　　　　12、7、6	 李ダソム
周一涵（シンガポール）-7、-5、8、7、4	 木原
浜本　　　　　　　4、7、3	 朱成竹
佐藤　　　　　　2、-2、6、5	 李幼芃
▼準々決勝
セーチ　　　　　　6、-9、7、6	 松平
ツォン・ジエン　　3、8、6	 早田
周一涵	　　　　　　8、7、7	 加藤
佐藤	　　　　　　　-6、9、5、9		 浜本
▼準決勝
ツォン・ジエン　-9、5、3、-7、2	 セーチ
佐藤　　　　　　-15、9、9、8	 周一涵
▼決勝
佐藤瞳　　　　9、-8、8、9	 ツォン・ジエン

ラオックス卓球ジャパンオープン
荻村杯2016

2016年6月15～19日、於：東京体育館

▼男子日本選手団	
水谷隼（beacon.LAB）、吉村真晴（名古屋ダイハツ）、
丹羽孝希（明治大）、松平健太（JTB）、大島祐哉（ファー
スト）、森薗政崇（明治大）、村松雄斗（東京アート）、
松平賢二（協和発酵キリン）、木造勇人（愛工大名電
高）、張本智和（JOCエリートアカデミー）、緒方遼
太郎（JOCエリートアカデミー /帝京）、出雲卓斗（遊
学館高）、塩野真人（東京アート）、三部航平（専修大）、
高木和卓（東京アート）、上田仁（協和発酵キリン）、
神巧也（シチズン）、及川瑞基（専修大）、吉村和弘
（愛知工業大）、坪井勇磨（筑波大）、龍崎東寅（JOC
エリートアカデミー /帝京）、宇田幸也（JOCエリー
トアカデミー）、田添健汰（専修大）、町飛鳥（明治大）、
宮本幸典（中央大）、上村慶哉（早稲田大）
▼女子日本選手団
石川佳純（全農）、福原愛（ANA）、佐藤瞳（ミキ
ハウス）、森薗美咲（日立化成）、中畑夏海（愛知工
業大）、前田美優（日本生命）、伊藤美誠（スターツ
SC）、平野美宇（JOCエリートアカデミー /大原学
園）、加藤美優（礼武道場）、橋本帆乃香（四天王寺高）、
早田ひな（希望が丘高）、石垣優香（日本生命）、森
さくら（日本生命）、浜本由惟（JOCエリートアカ
デミー /大原学園）、長﨑美柚（JOCエリートアカ
デミー）、鈴木李茄（専修大）、山本怜（中央大）、安
藤みなみ（専修大）、阿部愛莉（早稲田大）

□男子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
町　　7、5、7、-8、9	 アントニー（インド）
上田　　7、7、6、7	 ヤン・ツー（シンガポール）
張本　-4、9、7、7、-10、11
	 彭王維（チャイニーズタイペイ）
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宮本　　8、7、-8、-5、9、7	 王熹（ドイツ）
▼2回戦
カルデラノ（ブラジル）　　5、7、6、7	 木造						
松平健　-8、9、9、15、7
	 セダルンド（スウェーデン）
高木和　	6、-7、8、2、5	 マツモト（ブラジル）
デサイー（インド）-8、11、-7、9、8、6	 森薗
ゴジ（フランス）　　5、-8、4、9、-6、5	 町
アチャンタ（インド）-9、-7、8、-9、9、12、6
	 及川
村松　　-9、2、2、7、4	 パーダーサク（タイ）
ルベッソン（フランス）8、7、6、-7、-9、16	 田添	
何鈞傑（中国香港）	　9、11、-4、5、-11、15	上田
張本　5、9、8、-8、-11、7イオネスク（ルーマニア）
大島　3、7、9、2	 ラーネフール（スウェーデン）
イェレル（スウェーデン）9、8、10、-6、9		吉村和	
塩野	6、5、3、8		王李中羿（チャイニーズタイペイ）
Ni. アラミヤン（イラン）-7、9、-4、9、-9、3、7
	 三部				
M. カールソン（スウェーデン）6、-8、9、8、6
	 宮本
神		6、9、-8、6、-8、8	 ガオ・ニン（シンガポール）
松平賢		3、6、8、6	チェン・フォン（シンガポール）
▼予選トーナメント3回戦
松平健　-4、-7、-12、10、6、7、6
	 ウラソフ（ロシア）
高木和　　　-11、-5、7、5、5、3	 デサイー
村松　　　　7、9、-10、4、8	 ルベッソン
大島　　　　-10、8、3、9、8	 張本
塩野　　　　-8、18、8、-7、6、4	 イェレル
神　　　　　6、-6、7、6、-6、8	 松平賢
▼決勝トーナメント1回戦
馬龍（中国）　　　　6、4、6、11	 村松
吉村真　9、-8、-9、-4、8、3、5
	 アンデション（スウェーデン）
水谷　　　　4、6、5、9	 M. カールソン
李尚洙（韓国）　　　4、8、6、-10、8	 大島
許昕（中国）　　　　4、3、2、6	 神
張継科（中国）　-8、9、7、-8、6、10	 松平健
サムソノフ（ベラルーシ）3、-8、-11、4、6、8
	 高木和
フレイタス（ポルトガル）-8、8、10、9、-4、9
	 塩野
ツボイ（ブラジル）7、9、-9、-4、-8、9、4	 丹羽					
▼2回戦
水谷　　　　　5、8、-10、14、9	 吉村真
▼準々決勝
馬龍	　　　　　　7、8、9、8	 水谷
許昕　　　　　　7、5、-8、3、8	 黃鎮廷
張継科　　8、-5、13、2、-8、6	 サムソノフ
樊振東（中国）　　　-7、5、5、6、8	 ゴジ
▼準決勝
許昕　　　　-8、9、8、-5、6、4	 馬龍
樊振東　　　-5、-7、9、9、5、7	 張継科
▼決勝
樊振東　　　　	9、5、-9、7、8	 許昕

□女子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
森薗	　　7、3、6、8	 キャタリーヤー（タイ）
中畑		7、-9、6、-9、6、5	 アルベロ（ベネズエラ）
リン・イエ（シンガポール）
	 -9、-9、9、10、-8、9、9　長﨑				
佐藤　　4、7、-6、3、10	 バトラ（インド）
浜本　　3、4、5、5	 ポーンパウィー（タイ）
黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
	 7、-9、12、-7、7、4　加藤				
シャオ・ジエニー（ポルトガル）		7、9、-8、10、8	安藤				
ポルカノバ（オーストリア）　2、5、7、9	 鈴木				
ステファニスカ（ポーランド）10、10、6、8	 森							
早田		3、1、8、4		チャオ・ジャーミン（オーストラリア）
橋本　3、7、-7、5、4	 シャハスワリ（イラン）
前田　2、10、4、-7、-12、-7、7
	 鄭先知（チャイニーズタイペイ）

石垣		5、2、5、11	劉昱昕（チャイニーズタイペイ）
李芬（スウェーデン）4、6、8、-7、-9、8	 山本
▼2回戦
森薗　5、-11、-9、-7、8、8、10	 崔孝珠（韓国）
フー・ユー（ポルトガル）　　5、8、5、6	 中畑
佐藤　-5、7、7、8、-17、-8、3
	 リン・イエ（シンガポール）
金璟娥（韓国）　　　7、6、7、4	 浜本
早田　18、-6、7、13、4
	 劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
リュウ・ジャー（オーストリア）10、7、2、5	 橋本
前田　　　　キケン	 オラワン（タイ）
石垣　　4、-15、2、4、7	 セーチ（ルーマニア）
▼決勝トーナメント1回戦
リュウ・ジャー　-8、5、-5、9、6、-7、8	 平野				
帖雅娜（中国香港）　　-8、11、8、8、9	 福原
李暁霞（中国）　　　2、8、4、-10、6	 佐藤
武楊（中国）　　　　-6、6、3、7、7	 前田
シャン・シャオナー（ドイツ）　10、4、1、5	 石垣
石川　	2、9、9、-9、-10、7	 杜凱琹（中国香港）
ユー・モンユ（シンガポール）8、2、6、7	 森薗
早田　9、10、-6、9、-6、9	 徐孝元（韓国）
伊藤　5、7、-8、-10、8、-6、7
	 ツォン・ジエン（シンガポール）
▼2回戦
鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
	 -9、-1、9、9、9、-8、4　石川
早田　8、11、-9、15、8	 サマラ（ルーマニア）
丁寧（中国）　　7、4、-10、9、4	 伊藤
▼準々決勝
丁寧　　　　　5、10、4、6	 早田
劉詩雯（中国）　　　7、4、4、4	 帖雅娜
朱雨玲（中国）　　8、9、-5、12、6	 李暁霞
鄭怡静	9、7、-9、-7、3、10		馮天薇（シンガポール）
▼準決勝
劉詩雯　　　-8、-9、2、7、6、3	 朱雨玲
丁寧　　　　-3、3、6、8、8	 鄭怡静
▼決勝
劉詩雯　　　-17、7、6、-8、10、7	 丁寧

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
カルデラノ／ツボイ（ブラジル）9、4、-7、4
		 森薗／大島					
丹羽／吉村真　8、8、-9、9
	 フロール／ルベッソン（フランス）
▼準々決勝
馬龍／許昕（中国）6、-10、8、8	 丹羽／吉村真
カルデラノ／ツボイ　-5、-8、5、9、6
	 シェルベリ／K. カールソン（スウェーデン）
荘智淵／黄聖盛（チャイニーズタイペイ）7、10、9
	 鄭栄植／李尚洙（韓国）
樊振東／張継科（中国）キケン
	 何鈞傑／唐鵬（中国香港）
▼準決勝
荘智淵／黄聖盛　2、13、-6、8
	 カルデラノ／ツボイ
馬龍／許昕　9、-7、9、-1、5	 樊振東／張継科
▼決勝
馬龍／許昕　　　4、7、4	 荘智淵／黄聖盛

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
浜本／早田　7、4、7
	 ハン・イン／シャン・シャオナー（ドイツ）
李皓晴／帖雅娜（中国香港）10、5、4	 橋本／佐藤					
▼準々決勝
ユー・モンユ／周一涵（シンガポール）
	 -9、5、7、9　浜本／早田
鄭怡静／黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
	 5、9、-5、13　サマラ／セーチ（ルーマニア）
丁寧／李暁霞（中国）　-9、11、4、9
	 杜凱琹／姜華珺（中国香港）
劉詩雯／朱雨玲（中国）			8、4、6	 李皓晴／帖雅娜

▼準決勝
丁寧／李暁霞　-13、4、7、-12、9
		 鄭怡静／黄怡樺
劉詩雯／朱雨玲　-6、2、3、8
	 ユー・モンユ／周一涵
▼決勝
丁寧／李暁霞　　　7、7、9	 劉詩雯／朱雨玲

□男子U─21シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
張本　　　　7、9、-2、7	 何鈞傑（中国香港）
木造　-7、6、8、-8、10
	 ラーネフール（スウェーデン）
出雲		-5、8、8、6	 廖振珽（チャイニーズタイペイ）
ツァイ・ユージア（デンマーク）
	 5、-13、12、9　上村				
及川　　-13、1、9、-9、6	 チウ・ダン（ドイツ）
緒方　8、5、6	 楊子儀（チャイニーズタイペイ）
宇田　　9、8、-4、8	 チュウ（シンガポール）
三部　4、-7、-3、8、5
	 林昀儒（チャイニーズタイペイ）
吉村和　-10、10、7、5	 イシイ（ブラジル）
龍崎　　1、-4、9、4	 A. ロビノ（フランス）
田添　　　4、-9、7、4	 ヤーナポン（タイ）
坪井　　　5、14、12	 パタラトーソ（タイ）
村松　-8、7、-7、6、7
	 孫嘉宏（チャイニーズタイペイ）
▼2回戦
張本　　　　-7、1、-7、2、8	 木造
出雲　　　　8、4、10	 ツァイ・ユージア
及川　　　　2、10、10	 緒方
カルデラノ（ブラジル）　　-8、5、4、6	 宇田
三部　　　　6、-5、8、3	 吉村和
龍崎　　　　6、3、3	 シラウィット（タイ）
田添　8、5、-9、-8、7	シェルベリ（スウェーデン）
村松　　　　　9、8、-9、1	 坪井
▼準々決勝
張本　　　　　　9、-7、1、8	 出雲
カルデラノ　　　-6、11、5、8	 及川
三部　　　　　　9、-7、14、3	 龍崎
村松　　　　　　8、-8、7、10	 田添
▼準決勝
張本　　　　　　8、9、9	 カルデラノ
三部　　　　　-9、7、9、8	 村松
▼決勝
張本智和　　　　1、6、11	 三部航平

□女子U─21シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
ジンニパー（タイ）　　　11、7、-7、7	 長﨑				
阿部　　　9、8、-7、8	 タモルワン（タイ）
安藤　　　　9、9、3	 	オラワン（タイ）
山本　　　　7、9、6	 キャタリーヤー（タイ）
▼2回戦
加藤　　　　　　7、7、7	 ジンニパー
阿部　　　　　　5、7、4	 中畑	
前田　	9、-6、8、-12、7	 セーチ（ルーマニア）
崔孝珠（韓国）　　　12、-5、9、3	 安藤
浜本　6、8、6
	 チャオ・ジャーミン（オーストラリア）
橋本　　　　　　6、5、7	 森	
早田　　　　　　7、9、7	 山本
▼準々決勝
加藤　　　　　　4、8、6	 阿部
ツォン・ジエン（シンガポール）
	 -5、10、-12、5、10　前田
浜本　　　　　　10、7、8	 崔孝珠
早田　　　　　-10、8、4、6	 橋本
▼準決勝
ツォン・ジエン　　　-9、3、6、-8、3	 加藤
浜本　　　　-12、10、-2、13、8	 早田
▼決勝
ツォン・ジエン　　　-6、6、6、5	 浜本由惟
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国際大会

LION 卓球ジャパンオープン
荻村杯2017

2017年6月14～18日、於：東京体育館

▼男子日本選手団	
水谷隼（木下グループ）、吉村真晴（名古屋ダイハツ）、
丹羽孝希（スヴェンソン）、松平健太（木下グループ）、
張本智和（JOCエリートアカデミー）、𠮷田雅己（協
和発酵キリン）、上田仁（協和発酵キリン）、田添健
汰（専修大）、木造勇人（愛工大名電高）、髙見真己
（愛工大名電高）、戸上隼輔（野田学園高）、五十嵐史
弥（遊学館高）、宮本春樹（愛工大名電高）、村松雄
斗（東京アート）、酒井明日翔（明治大）、松山祐季（愛
知工業大）、平野友樹（協和発酵キリン）、神巧也（シ
チズン時計）、大島祐哉（木下グループ）、森薗政崇（明
治大）、吉村和弘（愛知工業大）、龍崎東寅（明治大）
▼女子日本選手団
石川佳純（全農）、伊藤美誠（スターツSC）、平野
美宇（JOCエリートアカデミー /大原学園）、佐藤
瞳（ミキハウス）、早田ひな（希望が丘高）、浜本由
惟（日本生命）、橋本帆乃香（ミキハウス）、森さく
ら（日本生命）、加藤美優（日本ペイントホールディ
ングス）、笹尾明日香（横浜隼人高）、皆川優香（昇
陽高）、木原美悠（JOCエリートアカデミー）、大藤
沙月（ミキハウス JSC）、梅村優香（四天王子高）、
成本綾海（中国電力）、鈴木李茄（日立化成）、山本
怜（中央大）、池上玲子（愛媛銀行）、安藤みなみ（専
修大）

□男子シングルス
▼予選トーナメント2回戦
龍崎　-9、6、7、-9、7、10	 江天一（中国香港）
𠮷田 -6、7、8、7、8 	楊恆韋（チャイニーズタイペイ）
田添　-7、-7、6、7、6、8	 フロール（フランス）
吉村和　6、4、-9、８、-8、10	 張禹珍（韓国）
平野　10、7、6、15
	 陳建安（チャイニーズタイペイ）
上田　7、6、8、-4、-9、4	 林兆恒（中国香港）
張本　12、6、-8、3、-9、10
	 Jon.	パーソン（スウェーデン）
吉村真　　-9、9、8、10、４	 朴康賢（韓国）
村松	　　　5、5、7、6	 ブロフ（ロシア）
O. アサール（エジプト）　　8、8、9、9	 松山
神　10、9、10、6	 ガオ・ニン（シンガポール）
フィルス（ドイツ）-9、９、-10、-9、7、5、8	 酒井
趙勝敏（韓国）　　3、-11、7、-9、9、8	 木造
森薗　　　7、9、2、5	 ロランツ（フランス）
▼予選トーナメント3回戦
龍崎		6、8、10、4	 江宏傑（チャイニーズタイペイ）
𠮷田　　　　8、-7、9、9、10 田添
吉村和　13、10、7、-10、-1、9
	 ニュイティンク（ベルギー）
上田　　　　8、-5、5、12、-5、7	 平野
梁靖崑（中国）　　2、11、-14、6、8	 張本
吉村真　　7、13、-9、5、-7、7	 ユージン・ワン
林鐘勲（韓国）　　　8、-5、8、7、9	 村松
神　　　5、-6、10、9、8	 メンゲル（ドイツ）
ワルサー（ドイツ）　　9、9、9、-5、6	 森薗
▼決勝トーナメント1回戦
馬龍（中国）　　　　16、7、2、2	 吉村真
丹羽　8、9、5、-10、-8、-9、5	フィルス（ドイツ）
上田　9、-7、8、-6、6、6
	 荘智淵（チャイニーズタイペイ）
方博（中国）　-8、-9、-5、4、8、7、12	 吉村和
松平健　　9、-9、-9、3、10、-9、6	 ワルサー
水谷　　9、5、-7、5、10	 シュテガー（ドイツ）
K. カールソン（スウェーデン）3、7、4、7	 龍崎
黃鎮廷（中国香港）　　　5、6、7、10	 神
ルベッソン（フランス）　5、6、5、-8、10	 大島
樊振東（中国）　　　10、9、6、9	 𠮷田
▼2回戦
丹羽　　　　7、-5、8、-5、7、7	 上田
許昕（中国）　　　5、9、-7、4、10	 松平健

水谷　　-10、7、11、9、8	 K. カールソン
▼準々決勝
馬龍　　　　　8、10、-9、5、3	 丹羽
水谷　6、9、-4、-6、-8、7、10	 李尚洙（韓国）
許昕　　　　　キケン	 方博
樊振東　　　-10、-7、10、4、8、6	 梁靖崑
▼準決勝
樊振東　　　　7、6、10、-9、8	 水谷
馬龍　　　　-5、11、6、-5、5、5	 許昕
▼決勝
馬龍　　　　　7、-5、7、8、5	 樊振東

□女子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
馬文婷（ノルウェー）　　　7、6、9、8	 皆川
黄怡樺（チャイニーズタイペイ）
	 -7、4、-8、7、7、5　池上
木原　　　6、11、5、4	 劉恩寵（韓国）
成本　		-7、-8、7、8、-9、9、9	 李炫宙（韓国）
鄭先知（チャイニーズタイペイ）
	 7、-8、-9、4、-1、5、9　笹尾
安藤　11、12、8、-6、8
	 劉昱昕（チャイニーズタイペイ）
チャン・モー（カナダ）
	 8、-9、-6、8、-5、10、10　	鈴木
▼予選トーナメント2回戦
李皓晴（中国香港）-12、-9、7、11、4、-9、5
	 木原
加藤　　　　　　9、5、9、9	 成本
陳可（中国）　　	8、7、12、12	 浜本
陳思羽（チャイニーズタイペイ）
	 -8、6、5、9、-9、1　安藤
森　-8、9、5、10、-10、8
	 ディアコヌ（ルーマニア）
▼決勝トーナメント1回戦
シャン・シャオナー（ドイツ）
	 5、-8、11、-8、9、3　加藤
佐藤　　　3、2、8、-7、4	 袁雪嬌（中国）
伊藤　　-6、10、-6、9、7、5	 梁夏銀（韓国）
王曼昱（中国）　　-6、8、6、12、7	 石川
フー・ユー（ポルトガル）7、-8、6、12、11	橋本
平野　　　　　8、6、4、4	 徐孝元（韓国）
田志希（韓国）　-9、8、-6、11、13、8	 森
姜華珺（中国香港）　　　　キケン	 早田
▼2回戦
シャン・シャオナー　5、-10、6、11、10	 佐藤
伊藤　　　　6、-7、8、-9、8、-8、7	 陳可
平野　　　-13、6、6、-7、5、-4、7	 田志希
▼準々決勝
王曼昱　　　　-4、-8、11、10、9、8	 伊藤
陳夢（中国）　　　　　7、8、5、7	 平野
孫穎莎（中国）7、-4、3、-9、11、8
	 シャン・シャオナー
ハン・イン（ドイツ）7、-10、4、-10、8、7
	 鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
孫穎莎　　　14、9、12、7	 王曼昱
陳夢　　　　7、8、8、-7、5	 ハン・イン
▼決勝
孫穎莎　　　-9、9、-8、-8、7、9、8	 陳夢

□男子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
張本／木造　7、-8、4、5
	 フィルス／ワルサー（ドイツ）
▼決勝トーナメント1回戦
森薗／大島　11、9、7
	 アポロニア／ジェラルド（ポルトガル）
丹羽／吉村真　-5、-8、7、8、9
	 ドゥダ／チウ・ダン（ドイツ）
何鈞傑／黃鎮廷（中国香港）　6、9、6	 張本／木造
▼準々決勝
森薗／大島　4、7、11
	 陳建安／江宏傑（チャイニーズタイペイ）

丹羽／吉村真　　8、8、-9、6	 何鈞傑／黃鎮廷
樊振東／林高遠（中国）7、11、-6、-6、6
	 金珉鉐／林鐘勲（韓国）
馬龍／許昕（中国）-10、1、5、6
	 K. カールソン／M. カールソン（スウェーデン）
▼準決勝
丹羽／吉村真　　7、9、-6、9	 森薗／大島
馬龍／許昕　　　6、6、9	 樊振東／林高遠
▼決勝
馬龍／許昕　　9、3、7	 丹羽孝希／吉村真晴

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
佐藤／橋本　7、-6、6、7
	 崔孝珠／チョン・ユミ（韓国）
鄭先知／林珈芝（チャイニーズタイペイ）キケン
	 早田／伊藤
サマラ／セーチ（ルーマニア）6、11、7	石川／浜本
▼準々決勝
佐藤／橋本　　　9、9、8	 鄭先知／林珈芝
陳幸同／孫穎莎（中国）4、-10、8、7
	 陳可／王曼昱（中国）
陳思羽／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）6、7、6
	 ハン・イン／シャン・シャオナー（ドイツ）
田志希／梁夏銀（韓国）-9、6、8、-7、5
		 サマラ／セーチ
▼準決勝
陳幸同／孫穎莎　-10、2、-10、8、2	 佐藤／橋本
田志希／梁夏銀　11、-3、9、3	 陳思羽／鄭怡静
▼決勝
陳幸同／孫穎莎		-10、-8、3、7、6	 田志希／梁夏銀

□男子U─21シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
龍崎　9、-11、-4、11、4
	 林昀儒（チャイニーズタイペイ）
林兆恒（中国香港）　　-7、-6、7、5、3	 戸上
チェルノフ（ロシア）　　8、-6、9、-4、10	 木造
五十嵐　8、-6、13、5
	 孫嘉宏（チャイニーズタイペイ）
松山　7、-4、-8、9、7
	 楊子儀（チャイニーズタイペイ）
髙見　　　　　5、4、8	 呉柏男（中国香港）
宮本　　15、-4、-10、4、8	 朴康賢（韓国）
吉村和　　　3、6、4	 二カリン（ロシア）
▼2回戦
龍崎　　　　10、-14、9、3	 林兆恒	
趙勝敏（韓国）　　　8、-9、3、9	 五十嵐
酒井　　　　10、-9、-8、10、14	 松山
髙見　　　　　9、7、-7、9	 宮本
吉村和　3、-8、9、11	 レベンコ（オーストリア）
▼準々決勝
龍崎　　　-8、7、-6、9、9	 何鈞傑（中国香港）
髙見　　　6、-3、-9、9、10	 酒井
林鐘勲（韓国）　　-9、9、13、-8、7	 吉村和
チウ・ダン（ドイツ）		12、-6、-6、7、9	 趙勝敏
▼準決勝
龍崎　　　　-4、-2、7、5、6	 チウ・ダン
林鐘勲　　　6、6、-5、-3、9	 髙見
▼決勝
林鐘勲　　　　　-8、7、7、7	 龍崎東寅

□女子U─21シングルス
▼決勝トーナメント1回戦
李昱諄（チャイニーズタイペイ）6、5、-4、10	大藤
梅村　3、-2、5、12
	 黃郁雯（チャイニーズタイペイ）
ドラゴマン（ルーマニア）-7、9、11、-9、11	皆川
木原　　　　　　-11、7、6、7	 笹尾
▼準々決勝
梅村　5、-7、-7、9、6	 ディアコヌ（ルーマニア）
木原　　　　-9、-3、7、5、9	 安藤
蘇慧音（中国香港）　　7、8、7	 李昱諄
麥子詠（中国香港）　　8、4、9	 ドラゴマン
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▼準決勝
梅村　　　　　　-8、5、9、12	 蘇慧音
木原　　　　　　3、-9、5、-7、9	 麥子詠
▼決勝
梅村優香　　　　6、-9、8、8	 木原美悠

LION 卓球ジャパンオープン・
荻村杯 北九州大会

2018年6月6～10日、於：北九州市立総合体育館

▼男子日本選手団	
丹羽孝希（スヴェンソン）、張本智和（JOCエリー
トアカデミー）、松平健太（木下グループ）、吉村真
晴（名古屋ダイハツ）、上田仁（シェークハンズ）、
𠮷田雅己（FPC）、森薗政崇（FPC）、宇田幸矢（JOC
エリートアカデミー /大原学園）、戸上隼輔（野田学
園高）、田中佑汰（愛工大名電高）、松島輝空（木下
グループ）、田添健汰（木下グループ）、木造勇人（愛
知工業大）、吉村和弘（愛知工業大）、及川瑞基（専
修大）
▼女子日本選手団
石川佳純（全農）、平野美宇（日本生命）、伊藤美誠
（スターツSC）、佐藤瞳（ミキハウス）、早田ひな（日
本生命）、加藤美優（日本ペイントホールディング
ス）、長﨑美柚（JOCエリートアカデミー/大原学園）、
橋本帆乃香（ミキハウス）、木原美悠（JOCエリー
トアカデミー）、大藤沙月（ミキハウス JSC）、塩見
真希（四天王寺高）、小塩遥菜（JOCエリートアカ
デミー）、安藤みなみ（専修大）、奥下茜里（日本大）、
田口瑛美子（筑波大）

□男子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
田中　　-7、1、-7、5、11、8	 安俊煐（韓国）
▼2回戦
陳建安（チャイニーズタイペイ）6、5、7、-10、6
	 戸上
吉村和　　　　1、11、5、5	 孫錫賢（韓国）
金大宇（韓国）　　　8、12、8、-8、6	 田添
崔仁赫（韓国）-7、12、-2、-10、11、9、4	 木造				
田中　6、7、-5、6、7	 ジェラルド（ポルトガル）
森薗　3、-9、8、6、4
	 馮翊新（チャイニーズタイペイ）
チウ・ダン（ドイツ）4、8、8、-8、-7、-7、9	 宇田
及川　2、6、6、9	 秦楙棖（チャイニーズタイペイ）
何鈞傑（中国香港）　　　6、9、7、13	 松島
▼3回戦
吉村和　-6、-3、5、6、3、5
	 陳建安（チャイニーズタイペイ）
田中　　　-2、9、-7、9、11、-8、9	 森薗
黄民河（韓国）　　6、-9、-9、8、-3、3、9	 及川
▼決勝トーナメント1回戦
ボル（ドイツ）　　11、10、5、7	 田中
松平健　　　　　　8、9、5、8	 黄民河
吉村和　　　　-9、8、2、8、-9、7	 丹羽
上田　　　　6、7、-7、6、8	 何鈞傑（中国香港）
廖振珽（チャイニーズタイペイ）
	 -9、-12、7、7、10、12　𠮷田
張本　　　　9、8、3、6	 張禹珍（韓国）
吉村真	10、13、9、-3、9	アポロニア（ポルトガル）
▼2回戦
松平　　　　　8、-7、9、12、6	 ドゥダ
上田　　　-8、9、-7、8、-5、6、6	 吉村和
張本　　　　　8、7、10、7	 周雨（中国）
馬龍　　　　　10、1、4、4	 吉村真
▼準々決勝
ボル　　　　　-12、11、3、7、9	 松平健
張継科（中国）　-9、7、-9、-8、11、7、7	 上田
張本　　　　8、9、7、-3、-2、6	 馬龍
李尚洙（韓国）　3、-8、-9、-3、8、5、4
	 荘智淵（チャイニーズタイペイ）
▼準決勝
張継科　　　　　　キケン	 ボル

張本　　　　5、-10、4、5、-5、9	 李尚洙
▼決勝
張本智和　　-9、-8、9、4、-10、7、11	 張継科

□女子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
田口　-9、-6、8、4、6、8
	 ドラゴマン（ルーマニア）
▼2回戦
大藤　3、9、-8、-11、5、12
	 劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
塩見　　8、5、7、3	 ナナパット（タイ）
小塩　11、-8、7、9、4	 ディアコヌ（ルーマニア）
李ジオン（韓国）　　9、5、-8、10、-7、7	 奥下
木原　　　10、-9、7、4、5	 ジニパ（タイ）
劉恩寵（韓国）　　9、7、-8、4、-9、8	 田口
長﨑　8、4、-9、7、3
	 黄歆（チャイニーズタイペイ）
安藤　　　4、8、3、-7、9	 李恩惠（韓国）
▼3回戦
大藤　　　2、4、-8、-11、-7、9、10	 塩見
セーチ（ルーマニア）4、-10、5、6、-7、7	 小塩
木原　4、-2、4、-8、7、9	 マテロバ（チェコ）
長﨑　7、7、-6、8、-9、7	 バラゾバ（スロバキア）
安藤　3、-2、9、-4、-10、15、4	 田志希（韓国）
▼決勝トーナメント1回戦
石川　　　　-9、1、7、10、5	 金可英（韓国）
加藤　　9、4、-7、-4、-5、4、8	 木原
陳幸同（中国）　　6、4、10、-9、7	 長﨑
佐藤　　　-8、10、9、8、9	 胡麗梅（中国）
伊藤　　　7、10、6、9	 劉恩寵
平野　7、-10、7、9、7	フー・ユー（ポルトガル）
安藤　　3、10、8、6	 サマラ（ルーマニア）
早田　3、-12、4、6、5	 周一涵（シンガポール）
李皓晴（中国香港）　　　5、3、2、7	 大藤
▼2回戦
石川　　　　6、9、-4、1、7	 セーチ
陳幸同　　　	2、7、-6、6、8	 加藤
鄭怡静（チャイニーズタイペイ）7、-6、10、5、8
	 佐藤
伊藤　　　7、7、2、4	 徐孝元（韓国）
平野　　　9、-9、8、8、7	 安藤
木子（中国）　　10、-6、-9、5、8、7	 早田
▼準々決勝
陳幸同　　　3、4、-10、-9、7、9	 石川
伊藤　　　3、7、-11、-8、3、6	 鄭怡静
劉詩雯（中国）　　　4、7、3、4	 平野
王曼昱（中国）　　　5、9、8、8	 木子
▼準決勝
伊藤　　　-8、-9、-6、9、9、7、7	 	陳幸同
王曼昱　　　7、-7、10、-9、6、6	 劉詩雯
▼決勝
伊藤美誠　　7、10、-8、7、-6、10	 王曼昱

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
張本／木造　-8、-10、5、6、6
シェルべリ／ピスチェイ（スウェーデン／スロバキア）
ドゥダ／チウ・ダン（ドイツ）9、-7、9、-5、9
	 上田／吉村真
▼準々決勝
梁靖崑／周愷（中国）　-9、7、6、7	 張本／木造
何鈞傑／黃鎮廷（中国香港）3、-7、-9、6、5
	 陳建安／荘智淵（チャイニーズタイペイ）
鄭栄植／李尚洙（韓国）10、10、8
	 張禹珍／林鐘勲（韓国）
廖振珽／林昀儒	-5、7、10、7	ドゥダ／チウ・ダン
▼準決勝
鄭栄植／李尚洙	8、-8、10、-9、9	 何鈞傑／黃鎮廷
梁靖崑／周愷　　5、6、5	 廖振珽／林昀儒
▼決勝
鄭栄植／李尚洙　		6、-5、9、5	 梁靖崑／周愷

□女子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
早田／伊藤　　7、7、7	 崔孝珠／劉恩寵（韓国）
呉穎嵐／蘇慧音（中国香港）-9、9、8、8
	 木原／長﨑
顧玉婷／木子（中国）　　8、9、7	 橋本／佐藤
▼準々決勝
劉詩雯／王曼昱（中国）-5、11、-9、9、9
	 早田／伊藤
田志希／梁夏銀（韓国）6、-7、11、3
	 サマラ／セーチ（ルーマニア）
鄭先知／劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
	 4、-8、-11、9、5　呉穎嵐／蘇慧音
顧玉婷／木子　-10、2、-13、2、7
	 バラゾバ／マテロバ（スロバキア／チェコ）
▼準決勝
劉詩雯／王曼昱　	6、-6、7、5	 田志希／梁夏銀
顧玉婷／木子　			4、4、-6、4	 鄭先知／劉馨尹
▼決勝
顧玉婷／木子　　　キケン	 劉詩雯／王曼昱

□混合ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
吉村真／石川　5、3、7
	 荘智淵／陳思羽（チャイニーズタイペイ）
張本／平野美　7、6、6
	 M. カールソン／エクホルム（スウェーデン）
▼準々決勝
吉村真／石川	1、-3、7、6	 張禹珍／田志希（韓国）
何鈞傑／李皓晴（中国香港）13、5、8	張本／平野美
李尚洙／崔孝珠（韓国）　9、3、-7、8
	 陳建安／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
梁靖崑／陳幸同（中国）6、-10、9、-8、9
	 黃鎮廷／杜凱琹（中国香港）
▼準決勝
吉村真／石川　　　6、6、5	 李尚洙／崔孝珠
梁靖崑／陳幸同　　-7、9、6、7	 何鈞傑／李皓晴
▼決勝
梁靖崑／陳幸同　　9、9、9	 吉村真晴／石川佳純

LION 卓球ジャパンオープン
荻村杯 札幌大会

2019年6月12～16日、於：北海きたえーる

▼男子日本選手団
張本智和（木下グループ）、丹羽孝希（スヴェンソ
ン）、水谷隼（木下グループ）、吉村真晴（ファース
ト）、吉村和弘（東京アート）、森薗政崇（岡山リベッ
ツ）、上田仁（岡山リベッツ）、木造勇人（愛知工業
大）、宇田幸矢（JOCエリートアカデミー /大原学
園）、戸上隼輔（野田学園高）、曽根翔（愛工大名電高）、
松島輝空（木下グループ）、大島祐哉（木下グループ）、
松平健太（ファースト）、及川瑞基（専修大）、𠮷田
雅己（FPC）、平野友樹（協和発酵キリン）、田中佑
汰（愛知工業大）、三部航平（専修大）、神巧也（T.T
彩たま）、定松祐輔（日鉄住金物流）、坪井勇磨（東
京アート）、五十嵐史弥（早稲田大）、酒井明日翔（シ
チズン時計）
▼女子日本選手団
石川佳純（全農）、伊藤美誠（スターツ）、平野美宇
（日本生命）、佐藤瞳（ミキハウス）、芝田沙季（ミキ
ハウス）、加藤美優（日本ペイントホールディグス）、
橋本帆乃香（ミキハウス）、安藤みなみ（十六銀行）、
早田ひな（日本生命）、出澤杏佳（大成女子高）、長
﨑美柚（JOCエリートアカデミー /大原学園）、大
藤沙月（ミキハウス JSC）、塩見真希（ミキハウス）、
木原美悠（JOCエリートアカデミー）、森さくら（日
本生命）、相馬夢乃（遊学館高）、森薗美月（木下グルー
プ）、小塩遥菜（JOCエリートアカデミー）、松平志
穂（日本ペイントマレッツ）、前瀧初音（愛媛銀行）、
笹尾明日香（早稲田大）、瀬山咲希（中央大）
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国際大会

□男子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
閻安（中国）　　　10、-7、3、8、4	 曽根
徐瑛彬（中国）		7、5、-8、-10、-9、5、10	 田中
定松　　10、8、-9、4、9	 ハジン（カナダ）
平野　-6、3、4、5、6

葉致緯（チャイニーズタイペイ）
三部　7、9、5、5	 スゴウロポウロス（ギリシャ）
モーレゴード（スウェーデン）
	 8、-11、7、9、14　酒井
メンゲル（ドイツ）　　8、-12、7、8、10	 坪井
趙大成（韓国）　　9、-10、-7、6、7、9	 松島
𠮷田　-12、11、4、8、7
	 江宏傑（チャイニーズタイペイ）
五十嵐　-10、8、9、-2、5、5	 金東賢（韓国）
カラカセビッチ（セルビア）　7、8、7、10	 木造
王泰崴（チャイニーズタイペイ）-5、7、8、6、7
	 戸上
▼2回戦
大島　　5、9、-11、4、3	 バルフ（スロバキア）
ドゥダ（ドイツ）　　6、-6、12、5、9	 定松
孫聞（中国）　　8、8、7、-8、-10、9		 吉村真
平野　2、11、5、-9、-7、-8、6
	 ピスチェイ（スロバキア）
ゲラシメンコ（カザフスタン）
	 7、10、-9、12、-9、7　三部
姜動洙（韓国）　　8、7、7、-6、-6、8		 上田
神　10、8、-10、3、4	 ワン・ヤン（スロバキア）
𠮷田　　　　　3、-8、3、5、9 	 森薗
吉村和　　　　8、7、-11、5、10	 五十嵐
徐晨皓（中国）　　7、-9、9、8、-9、6	 宇田
張煜東（中国）　　6、8、-9、2、-9、8	 松平健
及川　　　　8、5、4、8	 何鈞傑（中国香港）
▼3回戦
大島　　　9、9、6、-9、7	 崔悳和（韓国）
平野		6、8、-10、5、10	 アポロニア（ポルトガル）
神　　-9、11、-8、10、5、8	 劉丁碩（中国）
𠮷田　　　6、9、10、7 チウ・ダン（ドイツ）
吉村和　9、-5、7、-7、10、8	 朴康賢（韓国）
及川　　　5、10、-7、-7、8、6	 張煜東
▼決勝トーナメント1回戦
孫聞	　　　　　　8、5、7、8	 張本
許昕（中国）　　　9、10、4、8	 大島
吉村和　　　4、-1、9、11、-5、13	 	丹羽
水谷　　　-10、-11、11、5、11、10	 及川
オフチャロフ（ドイツ）　7、-4、2、3、8	 平野
カルデラノ（ブラジル）		2、-8、10、-8、7、-8、6
　	 神
張禹珍（韓国）　　　7、-11、7、6、8	 𠮷田
▼2回戦
梁靖崑　　　-3、-9、8、14、10、5	 水谷
樊振東（中国）　　　2、7、6、11	 吉村和
▼準々決勝
樊振東　　12、6、-8、7、5	 馬龍（中国）
許昕　　　　　5、5、9、6	 張禹珍
孫聞　　　6、11、-2、8、-9、7	 梁靖崑
林昀儒　　　　11、9、7、10	 カルデラノ
▼準決勝
許昕　　　-5、4、7、-5、-6、8、3	 樊振東
林昀儒　　　　-6、2、4、9、4	 孫聞
▼決勝
許昕　　　　9、12、-8、3、8	 林昀儒

□女子シングルス
▼予選トーナメント1回戦
金裕珍（韓国）　　-8、8、-9、6、7、9	 瀬山
車暁曦（中国）		13、-9、3、-4、-14、5、11	 前瀧
李恩綺（チャイニーズタイペイ）
	 6、-6、-5、8、9、7　相馬
出澤　8、7、-7、-9、11、-10、8
	 シャン・シャオナー（ドイツ）
朱成竹（中国香港）　8、-8、4、4、-5、-13、8	笹尾
小塩　12、8、-8、-9、10、8	 李デウン（韓国）

▼2回戦
孫穎莎（中国）　　　4、7、-8、6、4	 松平
ツォン・ジエン（シンガポール）6、9、-10、3、8	 森薗
早田　　　1、6、1、8	 A. ムケルジー（インド）
森　　　　8、7、1、7	 呉穎嵐（中国香港）
劉馨尹（チャイニーズタイペイ）
	 -9、3、9、9、-9、9　加藤
智恩彩（韓国）-12、13、2、-10、3、-9、11	 橋本
武楊（中国）　　　　2、13、8、4	 大藤
邱嗣樺（チャイニーズタイペイ）
	 -9、6、7、2、-7、7　塩見
安藤	　　　3、7、4、8	 スルヤン（セルビア）
鄭先知（チャイニーズタイペイ）
	 -6、-9、5、6、11、-8、10　出澤
長﨑　7、6、7、-7、3
	 蘇珮綾（チャイニーズタイペイ）
木原　9、3、5、1	 M. ディアス（プエルトリコ）
何卓佳（中国）-5、3、8、9、-8、-9、9	 小塩遥
▼3回戦
早田　　　7、-7、5、9、10	 ツォン・ジエン
森　　　　-4、-8、11、5、10、9	 劉馨尹
張瑞（中国）10、8、7、-6、5	 安藤
長﨑　　10、6、4、9	 ペルゲル（ハンガリー）
木原　　　　　9、7、11、5	 朱成竹
▼決勝トーナメント1回戦
石川　　　　　4、7、10、1	 木原
平野美　　　11、9、12、-5、7	蘇慧音（中国香港）
長﨑　　　6、-5、9、7、9	 朱雨玲（中国）
佐藤　7、-10、6、9、6
	 邱嗣樺（チャイニーズタイペイ）
顧玉婷（中国）　　-7、7、8、9、-12、10	 伊藤
陳夢（中国）　　　-3、9、10、-8、8、7	 早田
森　　　-9、9、-4、3、7、-11、6	 芝田
▼2回戦
孫穎莎　　　　8、6、5、6	 石川
平野美　　　-8、5、5、10、9	 長﨑
佐藤　　　10、-6、-3、10、6、9	 丁寧
劉斐（中国）　	-11、-9、6、6、10、-7、11	 森
▼準々決勝
平野　　　　　10、6、5、8		 佐藤
劉詩雯（中国）　　8、7、-7、1、5	 劉斐
孫穎莎　　　8、10、4、9	 王曼昱（中国）
陳夢　6、-7、4、-7、7、-10、5	 顧玉婷（中国）
▼準決勝
劉詩雯　　　　-9、5、4、3、10	 平野美
孫穎莎　　　　-5、8、7、12、6	 陳夢
▼決勝
孫穎莎　　　4、9、-4、-6、-7、8、3	 劉詩雯

□男子ダブルス
▼決勝トーナメント1回戦
戸上／宇田　6、8、2
ディヤス／ニュイティンク（ポーランド／ベルギー）
ドゥダ／チウ・ダン（ドイツ）-5、-7、6、8、11
	 森薗／吉村真
▼準々決勝
陳建安／荘智淵（チャイニーズタイペイ）8、9、9
	 戸上／宇田
樊振東／許昕（中国）4、4、4
	 廖振珽／林昀儒（チャイニーズタイペイ）
梁靖崑／林高遠（中国）8、-8、4、9
	 アチャンタ／グナナセカラン（インド）
ドゥダ／チウ・ダン（ドイツ）-8、10、6、8
	 アファナドル／ゴンザレス（プエルトリコ）
▼準決勝
樊振東／許昕　　5、8、5	 梁靖崑／林高遠
ドゥダ／チウ・ダン		7、-9、9、1	 陳建安／荘智淵
▼決勝
樊振東／許昕　　10、9、7	 ドゥダ／チウ・ダン

□女子ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
小塩遥／相馬　-9、3、-9、8、5
	 ルプレスク／スルヤン（セルビア）

▼決勝トーナメント1回戦
木原／長﨑　-13、1、4、1
	 バトラ／パトカル（インド）
李皓晴／呉穎嵐（中国香港）5、-8、-5、9、5
		 小塩遥／相馬
陳夢／劉詩雯（中国）　　8、7、3	 出澤／大藤
▼準々決勝
木原／長﨑　　5、6、-2、6	 李皓晴／呉穎嵐
孫穎莎／王曼昱（中国）8、6、8
	 崔孝珠／金智淏（韓国）
陳思羽／鄭先知（チャイニーズタイペイ）
	 9、-7、5、9　バヨル／パルティカ（ポーランド）
陳夢／劉詩雯	6、7、9	杜凱琹／蘇慧音（中国香港）
▼準決勝
孫穎莎／王曼昱　-9、3、8、-7、6	 木原／長﨑
陳夢／劉詩雯　　5、3、-9、6	 陳思羽／鄭先知
▼決勝
陳夢／劉詩雯　　9、6、-7、9	 孫穎莎／王曼昱

□混合ダブルス
▼予選トーナメント1回戦
張本／早田　8、7、9
	 ゴンザレス／M. ディアス（プエルトリコ）
▼決勝トーナメント1回戦
張本／早田　キケン
	 ピスチェイ／ククルコバー（スロバキア）
丹羽／伊藤　6、9、-11、9
	 アファナドル／A. ディアス（プエルトリコ）
▼準々決勝
張本／早田　　6、9、6	 李尚洙／田志希（韓国）
林昀儒／鄭怡静（チャイニーズタイペイ）
	 9、8、-4、7　丹羽／伊藤
樊振東／丁寧（中国）5、7、5
	 趙大成／申裕斌（韓国）
許昕／朱雨玲（中国）-9、5、6、9
	 黃鎮廷／杜凱琹（中国香港）
▼準決勝
張本／早田　　7、9、-13、9	 樊振東／丁寧
許昕／朱雨玲　　　6、7、4	 林昀儒／鄭怡静
▼決勝
許昕／朱雨玲　　10、6、5	 張本智和／早田ひな

LION 卓球ジャパンオープン・
荻村杯 北九州大会

2020年4月21～26日、於：北九州市立総合体育館

※新型コロナウイルス感染症の影響で大会中止

※2021年は開催せず
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	JTTA_063-080_記録_03_全日本ほかば
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