
サーティー フォーティー フィフティー シックスティー

（セミシニア） （シニア） （ベテラン） （ｵｰﾙﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ）

第１回 桑城　晋一 相原　禧一 中村　要蔵
４２年 （兵庫） （大阪） （東京）
第２回 桑城　晋一 河野　　巧 田上亀四男
４３年 （兵庫） （広島） （熊本）
第３回 内田　鉄山 矢島　儀蔵 河田　安夫 坂口　友吉
４４年 （東京） （兵庫） （東京） （鳥取）
第４回 引野　博之 桑城　晋一 相原　禧一 有井　住夫
４５年 （島根） （兵庫） （大阪） （大阪）
第５回 渡邊　鍈一 波部　正三 清水　義高 野上　令介 　
４６年 （福岡） （大阪） （東京） （東京）
第６回 引野　博之 道上　　進 河田　安夫 野上　令介
４７年 （島根） （東京） （東京） （東京）
第７回 内田　鉄山 唐橋　　博 河野　　巧 福本　勝正
４８年 （東京） （東京） （広島） （東京）
第８回 矢吹　嘉昭 宍戸　信夫 波部　正三 中村　要蔵 山本弥一郎
４９年 （東京） （東京） （大阪） （東京） （大阪）
第９回 渡邊　鍈一 北原　滋夫 河野　　巧 中村　要蔵 井坂信太郎
５０年 （福岡） （福岡） （広島） （東京） （東京）

第１０回 柳沢　光男 木村　　稔 辻田陽二郎 野村　　堯 井坂信太郎
５１年 （長野） （兵庫） （大阪） （東京） （東京）

第１１回 大津　慶吾 北田万次郎 辻田陽二郎 津久井智男 棟方　守貞
５２年 （香川） （岩手） （大阪） （群馬） （青森）

第１２回 五十嵐一郎 米田　泰成 辻田陽二郎 乾　　　博 有井　住夫
５３年 （千葉） （富山） （大阪） （大阪） （大阪）

第１３回 村上　　力 中山　和英 辻田陽二郎 中村　欽雄 棟方　守貞
５４年 （宮城） （徳島） （大阪） （東京） （青森）

第１４回 大津　慶吾 渡邊　鍈一 矢島　儀蔵 須田重三郎 住野　直春
５５年 （香川） （福岡） （千葉） （群馬） （東京）

第１５回 石黒　一行 追川　辰夫 辻田陽二郎 横沢　才吉 川上　　正
５６年 （兵庫） （東京） （福岡） （岩手） （大阪）

第１６回 村上　　力 萩原　正喜 藤本　昭義 横沢　才吉 中村　要蔵
５７年 （宮城） （群馬） （愛知） （岩手） （東京）

第１７回 加藤　敏一 針谷　正紀 正野　素行 河野　　巧 中村　要蔵
５８年 （北海道） （群馬） （大阪） （広島） （東京）

第１８回 秋山科素己 新宮　義久 桑城　晋一 中村　慶雄 中村　要蔵
５９年 （福岡） （岡山） （兵庫） （東京） （東京）

第１９回 政本　　尚 坂田　正義 月崎　　昇 横沢　才吉 鳴海　誠二
６０年 （大阪） （奈良） （宮城） （岩手） （青森）

第２０回 柳原　正明 富岡　成一 北田万次郎 桑城　晋一 鳴海　誠二
６１年 （北海道） （東京） （岩手） （兵庫） （青森）

第２１回 秋山科素己 大屋　正彦 北田万次郎 桑城　晋一 中川　　勲
６２年 （福岡） （福岡） （岩手） （兵庫） （東京）

第２２回 政本　　尚 大津　慶吾 中野　輝二 辻田陽二郎 中村　欽雄
６３年 （大阪） （香川） （大阪） （大阪） （東京）

第２３回 村上　恭和 中村　提見 寺井　　璣 辻田陽二郎 関　　元蔵
H１年 （大阪） （東京） （東京） （大阪） （群馬）

第２４回 坂本　憲一 大津　慶吾 笹田　昌彦 津田　三雄 中村　欽雄
２年 （神奈川） （香川） （大阪） （大阪） （東京）

第２５回 坂本　憲一 勝　　英雄 笹田　昌彦 津田　三雄 中村　欽雄
３年 （神奈川） （大阪） （大阪） （大阪） （東京）

第２６回 坂本　憲一 勝　　英雄 笹田　昌彦 山田　　務 中村　慶雄
４年 （神奈川） （大阪） （大阪） （福井） （東京）

第２７回 坂本　憲一 政本　　尚 渡邊　鍈一 月崎　　昇 吉木　正之
５年 （神奈川） （奈良） （福岡） （宮城） （京都）

ベテラン・ｵｰﾙﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ
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サーティー フォーティー フィフティー シックスティー

（セミシニア） （シニア） （ベテラン） （ｵｰﾙﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ）

第２８回 徐　向　東 平松　秀敏 新宮　義久 正野　素行 河野　　巧
６年 （東京） （福岡） （岡山） （大阪） （広島）

第２９回 坂本　憲一 平松　秀敏 蓑毛　宏一 小野塚章司 河野　　巧 多田　義憲
７年 （福島） （福岡） （熊本） （千葉） （広島） （香川）

第３０回 徐　向　東 政本　　尚 渡辺　昴史 山田　　務 辻田陽二郎 後藤　　篤
８年 （東京） （奈良） （東京） （福井） （大阪） （北海道）

第３１回 徐　向　東 政本　　尚 鈴木　和久 添田　光男 関川　知男 木村　正七
９年 （東京） （奈良） （神奈川） （神奈川） （大阪） （青森）

年度 男子 男子 男子 男子 男子 男子
開催地 サーティー フォーティー フィフティー シックスティー セブンティー エイティー

10年 今西　雅昭 旅田　和彦 金田　　勉 小川　　晋 関川　知男 中村　欽雄

神戸市 （京都） （香川） （新潟） （東京） （群馬） （東京）

11年 阿部　昌司 坂本　憲一 川添　恒幸 佐藤　至宏 田中　五郎 中村　欽雄

神戸市 （愛知） （神奈川） （埼玉） （東京） （東京） （東京）

12年 大栗　　寛 坂本　憲一 大熊　敏実 笹田　昌彦 関川　知男 住吉　三智
神戸市 （徳島） （神奈川） （東京） （大阪） （群馬） （福岡）
13年 笹岡　光央 坂本　憲一 勝　　英雄 玉山　昌右 関川　知男 塚本尚太郎

岐阜市 （新潟） （神奈川） （奈良） （福井） （群馬） （愛知）

年度 男子 男子 男子 男子ﾛｰｼｯｸｽﾃｨｰ 男子ﾛｰｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 男子
開催地 サーティー フォーティー フィフティー 男子ﾊｲｼｯｸｽﾃｨｰ 男子ﾊｲｾﾌﾞﾝﾃｨｰ エイティー

大久保文夫 正野　素行

14年 三島　崇明 坂本　憲一 政本　　尚 （東京） （大阪） 河野　　巧

那覇市 （北海道） （神奈川） （奈良） 中野　輝二 渡瀬一三生 （広島）
（大阪） （静岡）

佐藤　至宏 正野　素行

15年 笹岡　光央 坂本　憲一 勝　　英雄 （東京） （大阪） 三浦　 明

秋田市 （新潟） （神奈川） （奈良） 杉本　泰成 関川　知男 （宮城）
（富山） （群馬）

年度 男子 男子 男子 男子ﾛｰｼｯｸｽﾃｨｰ 男子ﾛｰｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 男子ﾛｰｴｲﾃｨｰ

開催地 サーティー フォーティー フィフティー 男子ﾊｲｼｯｸｽﾃｨｰ 男子ﾊｲｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 男子ﾊｲｴｲﾃｨｰ

玉山　昌右 岩野　耕三 冨田　正男

1６年 野中　修二 坂本　憲一 政本　　尚 （福井） (東京） (東京）

前橋市 （東京） （神奈川） （奈良） 小川　晋 渡瀬一三生 久富　武治
（東京） （静岡） (佐賀）

金田　勉 正野　素行 三浦　明

1７年 岡野　康幸 坂本　憲一 勝　英雄 （新潟） (大阪） (宮城）

山口市 （岐阜） （神奈川） （奈良） 安部　實 辻本　和夫 久富　武治
（兵庫） （奈良） (佐賀）

鈴木  和久 澤田  秀夫 関川  知男

1８年 新藤  和則 今西  雅昭 三田村則明 （神奈川) （富山) （群馬)

佐賀市 （栃木） （京都) （東京) 佐藤  至宏 濱    惣六 塚本尚太郎
（東京) （長野) （愛知)

冨金原　修 杉本　泰成 関川  知男

1９年 藤本　貴史 野中　修二 坂本　憲一 （東京) （富山) （群馬)

越谷市 （東京） （東京) （神奈川） 竹内　俊夫 正野　素行 塚本尚太郎
（京都） （大阪） （愛知)

上野　晴人 澤田  秀夫 関川  知男
２０年 藤本　貴史 原　　晃 旅田　和彦 （東京) （富山) （群馬)
坂出市 （東京） （福島) （香川） 奥田　昭和 利根川　亘 冨田　正男

（東京） （千葉） （東京)
勝　英雄 佐藤　至宏 辻本　和夫

２１年 末貞　拓郎 枝広　一志 江浜　勲 （奈良) （東京) （奈良)
岩国市 （山口） （岡山) （神奈川) 渡辺　昂史 澤田　秀夫 冨田　正男

（東京） （富山） （東京）

セブンティー エイティー年度

注：平成９年までは全日本社会人卓球選手権大会・年齢別の部として開催。



年度 男子 男子 男子 男子ﾛｰｼｯｸｽﾃｨｰ 男子ﾛｰｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 男子ﾛｰｴｲﾃｨｰ

開催地 サーティー フォーティー フィフティー 男子ﾊｲｼｯｸｽﾃｨｰ 男子ﾊｲｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 男子ﾊｲｴｲﾃｨｰ

勝　英雄 玉山　昌右 中本　光男
２２年 菴木　伸吾 枝広　一志 坂本　憲一 （奈良) （福井） （長崎）
大阪市 （東京） （岡山) （神奈川） 中村　提見 正野　素行 冨田　正男

（東京） （大阪） （東京）

政本　尚 岩永　忠幸 小林　昇
２３年 三田村宗明 三島　崇明 坂本　憲一 （奈良） （愛知） （岡山）
豊田市 （東京） （北海道） （神奈川） 冨金原　修 桑原　稔 吉田　昭夫

（東京） （愛知） （新潟）
横田　貞義 岩永　忠幸 正野　素行

２４年 三田村宗明 林 　　泉 江浜　　勲 （山口） （愛知） （大阪）
藤沢市 （神奈川） （埼玉） （神奈川) 中村　提見 池内　祥治 小林　　稔

（東京） （熊本） （大阪）
吉田　雄三 鈴木　和久 正野　素行

２５年 三田村宗明 渡部　将史 松本　直也 （高知） （神奈川） （大阪）
鹿児島市 （神奈川） （沖縄） （愛媛） 勝　英雄 澤田　秀夫 永井　昭爾

（奈良） （富山） （神奈川）
政本　尚 鈴木　和久 唐橋　　博

２６年 田中　雄仁 西村　雅裕 山鹿　泰史 （奈良） （神奈川） （東京）
花巻市 （兵庫） （静岡） （長崎） 吉田　雄三 黒田　幸彦 永井　昭爾

（高知） （宮城） （神奈川）
小松　繁 中村　提見 正野　素行

２７年 田中　雄仁 渡部　将史 　長濱　啓作　 （兵庫） （埼玉） （大阪）
周南市 （兵庫） （沖縄） （大阪） 吉田　雄三 原田　武 神崎　榮蔵

（高知） （広島） （宮城）
大畑　正 鈴木　和久 小川　晋

２８年 荻原　典和 岡野　康幸 坂本　憲一 （島根） （神奈川） （東京）
函館市 （北海道） （岐阜） （神奈川） 三田村　則明 岩永　忠幸 小林　昇

（東京） （愛知） （岡山）
河島　国男 中村　提見 池内　祥治

２９年 高木和健一 柳　　延恒 小野　　守 （東京） （埼玉） （熊本）
上越市 （東京） （兵庫） （神奈川） 政本　尚 黒田　幸彦 正野　素行

（奈良） （宮城） （大阪）
坂本　憲一 仲村渠　功 中川　秀夫

３０年 高木和健一 柳　　延恒 花木　友明 （神奈川） （東京） （滋賀）
袋井市 （東京） （兵庫） （沖縄） 長尾　正之 鈴木　和久 唐橋　　博

（北海道） （神奈川） （東京）
花木　友明 仲村渠　功 金沢　保久

２０１９年 荻原  典和 柳　　延恒 華原   張 （沖縄） （東京） （埼玉）
高知市 （北海道） （兵庫） （東京） 長谷川 豊信 富岡　成一 秋田   勝

（東京） （東京） （大阪）

２０２０年

京都市

田中　敏裕 岩﨑　健三 和田　紘一
２０２１年 川端   友 三田村宗明 北井   守 （東京） （広島） （神奈川）

（埼玉） （神奈川） （石川） 斉藤   斉 中村　提見 池内　祥治
（静岡） （埼玉） （熊本）

中止



女子 女子 女子 女子 女子 女子
サーティー フォーティー フィフティー シックスティー セブンティー エイティー

第１３回 多久島玲子
５４年 （長崎）

第１４回 日暮　正子 池田　章子
５５年 （千葉） （大阪）

第１５回 藤本　道子 池田　章子
５６年 （東京） （大阪）

第１６回 安部　光子 池田　章子
５７年 （兵庫） （大阪）

第１７回 安部　光子 池田　章子
５８年 （兵庫） （大阪）

第１８回 高橋　邦子 池田　章子
５９年 （千葉） （大阪）

第１９回 安部　光子 藁田　昭代 仲塚恵美子
６０年 （兵庫） （大阪） （兵庫）

第２０回 橋村　三枝 大西多美江 多久島玲子
６１年 （兵庫） （北海道） （長崎）

第２１回 高橋とわ子 富沢　弘子 田坂　淳子 田坂　清子 溝口　京子
６２年 （埼玉） （大阪） （兵庫） （山口） （愛知）

第２２回 高橋とわ子 池田　章子 伊藤　和子 田坂　清子 内田　雪江
６３年 （埼玉） （大阪） （三重） （山口） （熊本）

第２３回 安部　光子 伊藤恵美子 伊藤　和子 田坂　清子 大穂すみえ
H１年 （兵庫） （福島） （三重） （山口） （福岡）

第２４回 池田由美子 池田　章子 飛沢　礼子 田坂　清子 内田　雪江
２年 （埼玉） （大阪） （東京） （山口） （熊本）

第２５回 脇村利恵子 橋村　三枝 池田　章子 田坂　清子 内田　雪江
３年 （大阪） （兵庫） （大阪） （山口） （熊本）

第２６回 池田由美子 伊藤恵美子 伊藤　和子 田坂　清子 中村　静代
４年 （埼玉） （福島） （三重） （山口） （新潟）

第２７回 和田　温子 生田目榮子 東瀬　克子 崔　　花子 橋本紀美子
５年 （岐阜） （東京） （東京） （東京） （兵庫）

第２８回 近藤絵美子 日下部鈴子 伊藤　和子 崔　　花子 田坂　清子
６年 （京都） （神奈川） （三重） （東京） （山口）

第２９回 近藤絵美子 船ヶ山昌子 藤本　道子 伊藤　和子 田坂　清子 内田　雪江
７年 （京都） （愛知） （東京） （三重） （山口） （熊本）

第３０回 近藤絵美子 日下部鈴子 藤本　道子 伊藤　和子 田坂　清子 内田　雪江
８年 （京都） （神奈川） （東京） （三重） （山口） （熊本）

第３１回 和田　温子 井ノ口博子 柴田　紀子 伊藤　和子 高尾八重子 内田　雪江
９年 （岐阜） （千葉） （東京） （三重） （徳島） （熊本）

年度 女子 女子 女子 女子 女子 女子
開催地 サーティー フォーティー フィフティー シックスティー セブンティー エイティー

10年 和田　温子 日下部鈴子 池田　章子 伊藤　和子 田坂　清子 内田　雪江

神戸市 （岐阜） （神奈川） （大阪） （三重） （山口） （熊本）

11年 大嶋　由美 日下部鈴子 持田　恵子 伊藤　和子 山中　春江 内田　雪江

神戸市 （大阪） （神奈川） （愛知） （三重） （京都） （熊本）

12年 小林みちる 日下部鈴子 持田　恵子 池田　章子 山中　春江 中村千代子
神戸市 （岩手） （神奈川） （愛知） （大阪） （京都） （兵庫）
13年 青山　艶子 日下部鈴子 持田　恵子 池田　章子 青木　わか 中村千代子

岐阜市 （京都） （神奈川） （愛知） （大阪） （東京） （兵庫）

年度 女子 女子 女子 女子ﾛｰｼｯｸｽﾃｨｰ 女子ﾛｰｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 女子
開催地 サーティー フォーティー フィフティー 女子ﾊｲｼｯｸｽﾃｨｰ 女子ﾊｲｾﾌﾞﾝﾃｨｰ エイティー

池田　章子 土佐　昭子

14年 田嶋　鈴香 和田　温子 持田　恵子 （大阪） （神奈川） 内田　雪江

那覇市 （埼玉） （岐阜） （愛知） 長瀬ちづ子 田坂　清子 （熊本）
（愛知） （山口）

池田　章子 土佐　昭子

1５年 藤井　美代 日下部鈴子 井置　節子 （大阪） （神奈川） 佐藤　トヨ

秋田市 （東京） （神奈川） （神奈川） 伊藤　和子 大塚　徳子 （北海道）
（三重） （大阪）

注：平成９年までは全日本社会人卓球選手権大会・年齢別の部として開催。

年度



年度 女子 女子 女子 女子ﾛｰｼｯｸｽﾃｨｰ 女子ﾛｰｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 女子ﾛｰｴｲﾃｨｰ

開催地 サーティー フォーティー フィフティー 女子ﾊｲｼｯｸｽﾃｨｰ 女子ﾊｲｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 女子ﾊｲｴｲﾃｨｰ

高田　和子 土佐　昭子 田坂　清子

1６年 中村　理美 前田　幸子 日下部鈴子 （京都） （神奈川） （山口）

前橋市 （奈良） （東京） （神奈川） 池田　章子 大塚　徳子 中村千代子
（大阪） (大阪） （兵庫）

福島　正子 原田　哲子 田坂　清子

1７年 藤井　美代 鶴田　昌枝 持田　恵子 （埼玉） （山口） （山口）

山口市 （東京） （神奈川） （愛知） 池田　章子 大塚　徳子 内田　雪江
（大阪） (大阪） （熊本）

村川  治子 原田  哲子 中塚  君子

1８年 中村  理美 早田恵美子 日下部鈴子 （埼玉） （山口） （鹿児島)

佐賀市 （奈良) （長崎) （神奈川) 河路  悦子 青木  わか 佐藤  トヨ
（愛知) （東京) （北海道）

持田　恵子 土屋　慶子 大塚　徳子

1９年 舩山　晶子 大津絵美子 日下部鈴子 （愛知） （東京） (大阪）

越谷市 （埼玉） （香川） （神奈川） 福島　正子 土佐　昭子 定方　禮子
（埼玉） （神奈川） （長崎）

村川  治子 原田　哲子 大塚　徳子

２０年 河田　佳子 大津絵美子 鶴田　昌枝 （埼玉） （山口） (大阪）

坂出市 （大阪） （香川） （神奈川） 池田　章子 崔　花子 松田きみ子
（大阪） （東京） （愛知）

持田  恵子 林  明美 大塚  徳子
２１年 安部　香織 渡辺由希子 船ヶ山昌子 （愛知） （大阪） （大阪）
岩国市 （大阪） （東京） （愛知） 廣井　恵子 伊藤　玲子 松田きみ子

（埼玉） （京都） （愛知）
持田  恵子 池田　章子 大塚  徳子

２２年 安部　香織 渡辺由希子 大津絵美子 （愛知） （大阪） （大阪）
大阪市 （大阪） （東京） （香川） 嘉藤　文代 珠玖　幸子 菊池てる子

（大阪） （神奈川） （京都）

井置　節子 柴田　紀子 井上　幸子
２３年 神山　遥 中村　理美 稲川　佳代 （神奈川） （東京） （滋賀）
豊田市 （山梨） （奈良） （東京） 嘉藤　文代 原田　哲子 佐藤ひろ子

（大阪） （山口） （岡山）
横山祐見子 長澤　征代 土佐　昭子

２４年 宮地和佳子 佐原　有美 大津絵美子 （高知） （東京） （神奈川）
藤沢市 （埼玉） （愛知） （香川） 持田　恵子 林　　明美 大塚　徳子

（愛知） （大阪） （大阪）
日下部鈴子 長澤　征代 池田　和子

２５年 安部　香織 佐原　有美 稲川　佳代 （神奈川） （東京） （兵庫）
鹿児島市 （大阪） （愛知） （東京） 持田　恵子 川路　悦子 井上　幸子

（愛知） （愛知） （滋賀）
日下部鈴子 大掛まさ美 崔　　花子

２６年 安部　香織 佐原　有美 稲川　佳代 （神奈川） （東京） （東京）
花巻市 （大阪） （愛知） （東京） 持田　恵子 池田　章子 井上　幸子

（愛知） （大阪） （滋賀）
日下部鈴子 長澤　征代 珠玖　幸子

２７年 中村亜紗美 佐原　有美 稲川　佳代 （神奈川） （東京） （神奈川）
周南市 （山口） （愛知） （東京） 板谷　典子 吉村美智恵 井上　幸子

（大阪） （福岡） （滋賀）
船ヶ山昌子 長澤　征代 安藤　節子

２８年 安部　香織 信田　真美 大津絵美子 （愛知） （東京） （東京）
函館市 （大阪） （北海道） （香川） 板谷　典子 池田　章子 梅林　千勢

（大阪） （大阪） （兵庫）
船ヶ山昌子 持田　恵子 珠玖　幸子

２９年 坂本　直子 松村　優美 広瀬　孝子 （愛知） （愛知） （神奈川）
上越市 （長野） （山梨） （大阪） 高橋　邦子 松澤　勝南 土佐　昭子

（千葉） （愛知） （神奈川）
片岡　年子 小田原明子 河路　悦子

３０年 今福麻奈美 信田　真美 新田由紀子 （大阪） （埼玉） （愛知）
袋井市 （神奈川） （北海道） （北海道） 船ケ山昌子 福島　正子 土佐　昭子

（愛知） （埼玉） （神奈川）



年度 女子 女子 女子 女子ﾛｰｼｯｸｽﾃｨｰ 女子ﾛｰｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 女子ﾛｰｴｲﾃｨｰ

開催地 サーティー フォーティー フィフティー 女子ﾊｲｼｯｸｽﾃｨｰ 女子ﾊｲｾﾌﾞﾝﾃｨｰ 女子ﾊｲｴｲﾃｨｰ

稲川　佳代 太田　裕子 河路　悦子
２０１９年 飯田　嘉代 松村　優美 渡辺由希子 （東京） （東京） （愛知）
高知市 （京都） （山梨） （東京） 船ケ山昌子 長澤　征代 池田　和子

（愛知） （東京） （兵庫）

２０２０年

京都市

坂本　久美 粟生　京子 池田　章子
２０２１年 坂本　直子 山崎　玲奈 島村　美恵 （神奈川） （東京） （大阪）
郡山市 （長野） （青森） （神奈川） 稲川　佳代 宮内富士子 池田　和子

（東京） （埼玉） （兵庫）

中止


