
（５）全日本社会人卓球選手権大会

年度 開催地 男子シングルス 女子シングルス
国際男子
シングルス

国際女子
シングルス

第１回 木村 　興治 森沢 　幸子

４２年 （東京） （東京）

第２回 高橋 　　浩 森沢 　幸子

４３年 （東京） （東京） 　　の６種目。
第３回 長谷川 信彦 渡辺 恵美子

４４年 （東京） （東京）

第４回 長谷川 信彦 小和田 敏子

４５年 （東京） （愛知） 　　７０代（セブンティー）　となった。

第５回 田阪 登紀夫 高瀬 　良子

４６年 （東京） （東京）

第６回 今野 裕二郎 伊藤 　和子

４７年 （東京） （大阪）

第７回 河野 　　満 浜田 　美穂 大屋 　正彦 阪本 　礼子

４８年 （東京） （東京） 村上 　　茂 会津 　美幸

第８回 仲村渠 　功 枝野 とみえ 伊藤 　繁雄 小野 智恵子

４９年 （東京） （東京） 阿部 　勝幸 長洞 久美子

第９回 井上 　哲夫 伊藤 　和子 田阪 登紀夫 中原 美佐子

５０年 （東京） （大阪） 今野 裕二郎 光沢 きよみ

第10回 前原 　正浩 下田 とわ子 大屋 　正彦 小野 智恵子

５１年 （東京） （神奈川） 村上 　　茂 長洞 久美子

第11回 大屋 　正彦 川東 加代子 前原　 正浩 下田 とわ子

５２年 （静岡） （東京） 高木 　誠也 島田 　美鈴

第12回 前原 　正浩 千葉　 良子 阿部　 勝幸 原田 真由美

５３年 （東京） （青森） 阿部　 博幸 川東 加代子

第13回 内田 　雅則 川東 加代子 内田　 雅則 高橋　 省子

５４年 （静岡） （東京） 小野　 誠治 川東 加代子

第14回 小野 　誠治 神田 絵美子 川村 　公一 神田 絵美子

５５年 （静岡） （東京） 西村 　信之 山下 　恵子

第15回 阿部 　博幸 神田 絵美子 阿部 　博幸 神田 絵美子

５６年 （東京） （東京） 小沢 　吉孝 山下 　恵子

第16回 小野 　誠治 新保 富美子 内田 　雅則 神田 絵美子 （神奈川）

５７年 （静岡） （北海道） 小野 　誠治 山下 　恵子 （東京）

第17回 前原 　正浩 神田 絵美子 内田 　雅則 神田 絵美子 （神奈川）

５８年 （東京） （神奈川） 小野 　誠治 山下 　恵子 （東京）

第18回 小野 　誠治 嶋内 よし子 林   　直樹 山下 　恵子

５９年 （静岡） （東京） 桑原 　要勝 林　　 芳子

第19回 齋藤 　　清 福田 　法子 村上 　　武 本門 のり子

６０年 （神奈川） （静岡） 糠塚　 重造 井田 　加代

第20回 小野 　誠治 陳 　莉　莉 川村　 公一 橘川　 美紀

６１年 （静岡） （愛知） 齋藤 　　清 生駒 日登美

第21回 小野 　誠治 陳 　莉　莉 川村 　公一 橘川 　美紀

６２年 （静岡） （愛知） 齋藤 　　清 生駒 日登美

第22回 高 　志　亮 鄭 　慧　萍 林 　　直樹 鄭 　慧　萍

６３年 （神奈川） （長野） 小野 　浩彦 林 　　　煌

第23回 齋藤 　　清 陳 　莉　莉 桜井 　正喜 福田 　礼子

H1年 （神奈川） （愛知） 高 　志　亮 高山 由紀子

第24回 齋藤 　　清 陳 　莉　莉 宮﨑　 義仁 橘川 　美紀

　２年 （神奈川） （愛知） 袁 　建　剛 生駒 日登美

第25回 韋 　晴　光 李 　恵　芬 王 　振　義 関 　　　華

　３年 （熊本） （大阪） 山内 　　篤 石田 　清美

第26回 陳 　龍　燦 李 　　　隽 川原 　尚美 関 　　　華

　４年 （静岡） （神奈川） 韋 　晴　光 石田 　清美

第27回 岩崎 　清信 小山 　ちれ 山内 　　篤 バデスク

　５年 （神奈川） （大阪） 王 　振　義 楊　雪　梅

第28回 于 　沈　潼 樊 　建　欣 山内 　　篤 小山 　ちれ

　６年 （和歌山） （大阪） 王 　振　義 ﾘ・ﾁｭﾝﾘｰ

◆一般

男子ダブルス

高知

　　３０代（サーティー）・４０代（フォーティー）・

　　５０代（フィフティー）・６０代（シックスティー）・

東京

東京

女子ダブルス

　　第７回大会から男女ダブルスが増え、また男子年齢別大会は、

京都

愛知

東京

注：第１回～６回大会は、①男子シングルス　②女子シングルス　

　　③セミシニア　④シニア　⑤ベテラン　⑥オールドベテラン

青森 （東京） （東京）

福岡 （東京） （佐賀）

栃木 （静岡）

宮城 （静岡） （静岡）

兵庫

神奈川

福島

（東京）

（静岡）

岐阜

徳島 （神奈川）

（東京）

（東京）

（東京） （東京）

（東京）

滋賀 （東京） （神奈川）

香川

富山

（千葉） （愛知）

（静岡）

（東京）

北海道

（東京）

（静岡）

三重 （東京） （長野）

沖縄 （神奈川） （千葉）

福岡 （神奈川） （神奈川）

奈良 （神奈川） （神奈川）

福岡 （熊本） （大阪）

岐阜 （滋賀） （岐阜）

東京 （和歌山） （神奈川）

愛媛 （滋賀） （大阪）

（大阪）秋田 （滋賀）

（東京）



年度 開催地 男子シングルス 女子シングルス
国際男子
シングルス

国際女子
シングルス

男子ダブルス 女子ダブルス

第29回 韋 　晴　光 小山 　ちれ 黄 　文　冠 東童 多英子

　７年 （熊本） （大阪） 李 　　　雁 李 　　　紅

第30回 王 　永　剛 小山 　ちれ 山内　 　篤 東童 多英子

　８年 （京都） （大阪） 王　 振　義 李 　　　紅

第31回 王　永　剛 小山 　ちれ 山内 　　篤 唐 　薇　依

　９年 （京都） （大阪） 青山 　振一 蘇 　迎　学

第32回 田﨑 　俊雄 小山 　ちれ 王 　　　涛 青池 　優美 謝　超　杰 張　　　琴

１０年 （東京） （大阪） 周 　　　晅 内藤 　和子 （東京） （東京）

第33回 青山 　振一 小山 　ちれ 小林 　　仁 武田 　明子 Ali Abbas Alaee 謝　向　斌

１１年 （滋賀） （大阪） 王 　永　剛 川越 　真由 （東京） （大阪）

第34回 山本 　恒安 羽佳 　純子 高志 　　亮 梅村 　　礼

１２年 （東京） （東京） 陳 　龍　燦 岡崎 　恵子

第35回 松下 　浩二 小山 　ちれ 今枝 　一郎 武田 　明子

１３年 （大阪） （大阪） 竹谷 　康一 川越 　真由

第36回 新井 　　周 岸田 　聡子 谷口 　陽一 藤沼 　亜衣

１４年 （大阪） （大阪） 宋 　　海偉 樋浦 　令子

第37回 遊澤 　　亮 小山 　ちれ 高志 　　亮 藤沼 　亜衣

１５年 （東京） （大阪） 森本 　洋治 樋浦 　令子

第38回 吉田 　海偉 藤沼 　亜衣 倉嶋 　洋介 藤沼 　亜衣

１６年 （神奈川） （大阪） 田㔟 　邦史 樋浦 　令子

第39回 吉田 　海偉 小西 　　杏 田﨑 　俊雄 末益 亜紗美

１７年 （神奈川） （静岡） 川崎 　公介 平野 早矢香

第40回 韓　 　　陽 平野 早矢香 遊澤 　　亮 李 　　　佳

１８年 （東京） （大阪） 韓 　　　陽 樋浦 　令子

第41回 遊澤 　　亮 田㔟 美貴江 大森 　隆弘 大橋 　香織

１９年 （東京） （東京） 張 　　一博 侯 　　　琳

第42回 中野 　祐介 王 　　　輝 時吉 　佑一 馮 　　暁雲

２０年 （東京） （茨城） 横山 　友一 河村 　茉依

第43回 下山 　隆敬 王 　　　輝 韓 　　　陽 藤井 　寛子

２１年 （東京） （茨城） 張 　　一博 李 　　　佳

第44回 張 　　一博 藤沼 　亜衣 韓 　　　陽 阿部 　　恵

２２年 （東京） （茨城） 張 　　一博 小野 　思保

第45回 張 　　一博 藤井 　寛子 高木和 　卓 藤井 　寛子

２３年 （東京） （大阪） 大矢 　英俊 若宮 三紗子

第46回 高木和　 卓 藤井 　寛子 坂本 　竜介 藤井 　寛子

２４年 （東京） （大阪） 笠原　 弘光 若宮 三紗子

第47回 軽部　 隆介 阿部　　 恵 大矢　 英俊 藤井 　寛子

２５年 （東京） （東京） 水野　 裕哉 若宮 三紗子

第48回 松平　 賢二 阿部　　 恵 高木和 　卓 天野　　 優

２６年 （東京） （東京） 張 　　一博 中島 未早希

第49回 上田　 　仁 天野 　　優 松平 　賢二 天野　　 優

２７年 （東京） （東京） 上田 　　仁 中島 未早希

第50回 上田　 　仁 森薗 　美月 松平 　賢二 平 　侑里香

２８年 （東京） （東京） 上田 　　仁 松本 　優希

第51回 上田　 　仁 松澤 茉里奈 森田 　侑樹 𡈽田 　美佳

２９年 （東京） （岐阜） 神 　　巧也 宋 　　恵佳

第52回 丹羽 　孝希 平 　侑里香 松下 　海輝 森 　美紗樹

３０年 （東京） （東京） 藤村 　友也 平野 　容子

第53回 大矢 　英俊 野村 　　萌 横山 　　輝 𡈽田 　美佳

2019年 （千葉） （静岡） 徳島 　　剛 宋 　恵佳

第54回

2020年

第55回 上田 　　仁 長﨑 　美柚 平野　 友樹 松平　 志穂

2021年 （埼玉） （大阪） 松山　 祐季 有延 　優希

北海道 （東京） （大阪）

大分 （東京） （大阪）

青森 （東京） （東京）

群馬 （東京） （大阪）

愛知 （東京） （東京）

石川 （東京） （東京）

沖縄 （東京） （大阪）

（神奈川）

（大阪）

（大阪）

（神奈川）

神奈川 （大阪） （滋賀）

高知 （東京） （東京）

奈良 （東京） （大阪）

新潟 （大阪）

鹿児島 （神奈川） （大阪）

（神奈川）

和歌山 （京都）

山形

（滋賀）

青森 （滋賀） （東京）

北海道 （滋賀）

（京都）

山口

茨城 （神奈川） （大阪）

静岡 （東京） （大阪）

岩手 （大阪） （茨城）

（東京） （大阪）

山口 （東京） （東京）

神奈川

山梨 （東京） （東京）

岐阜

熊本 （広島） （広島）

岡山 （東京） （広島）

徳島 (和歌山) (愛知)

中止


