
開催期日　　令和４年１１月１９日（土）～２０日（日）

会　　　場　　越前市アイシンスポーツアリーナ

３０歳 古賀潤輝 石川 OVERLIGHT 田中龍也 福井 若狭TTC

４０歳 北井　守 石川 档の会 向敬一郎 石川 OVERLIGHT 小森友幸 石川 S-５５ 安野祐介 福井 (株)日本AMC

５０歳 狩野浩和 新潟 日本化薬 浅野雅之 福井 個人 田中俊史 福井 TC大安寺 丸山　徹 新潟 謙信上越

ロー６０歳 加藤陽一 富山 星球会 三野浩一 石川 とりやクラブ 金田成一 富山 黒部卓協 木村和聖 福井 河和田クラブ

ハイ６０歳 岩野克行 新潟 謙信上越 森井弘之 石川 ウィンズ

ロー７０歳 岩堀利康 福井 福井ベテラン会 島津富夫 富山 星球会

ハイ７０歳 小林 　壽 石川 ウィンズ 宮尾堯功 長野
川中島卓球
クラブ

３０歳

４０歳

５０歳 小沢えつ子 福井 パーソンズ 浅田和代 福井 Dream  増田ひろ美 石川 ビリーブ 平井華織 石川 ビリーブ

ロー６０歳

ハイ６０歳 西屋恵美子 石川 ウィンズ 石坂千賀子 富山 沢卓SC

ロー７０歳 杉本敏子 富山 ドンペリ 長谷川恵子 福井 南越前町卓球協会

ハイ７０歳 柚木リツ子 富山 万葉クラブ 菅野静子 富山 エポカル

田辺義朗 若狭TTC 瀧野敦靖 エポカル

浅田和代 Dream 舟崎美由紀 エポカル

金田成一 黒部卓協 藤井貢 星球会

吉岡明美 ドンペリ 新村万規子 高見塾

斉藤　博 謙信上越 富永宣宏 愛誠会

関川登美江 謙信上越 杉本敏子 ドンペリ
１４０歳 新潟 富山

１００歳 福井 富山

１２０歳 富山 富山

混　合　ダブルス

１位 ２位 ３位 ３位

１００歳未満

女　子　シングルス

１位 ２位 ３位 ３位

硬式　年代別ダブルス

第77回北信越卓球選手権（マスターズの部）　試合結果

硬式　年代別シングルス

男　子　シングルス

１位 ２位 ３位 ３位



開催期日　　令和４年１１月１９日（土）～２０日（日）

会　　　場　　越前市アイシンスポーツアリーナ

第77回北信越卓球選手権（マスターズの部）　試合結果

５０歳未満 坂又久善 富山 WEST 本田朝樹 新潟 卓泳会

５０歳 澤田哲也 富山 T-みらくる 小林広明 長野 飯田市役所

ロー６０歳 日下部秀雄 富山 富山地方鉄道 吉田孝行 長野 大北愛球

ハイ６０歳 吉田高志 福井 福井紫陽花クラブ 田中敏朗 新潟 JEFclub

ロー７０歳 轡田崇幸 新潟 新潟ドリーム 白木久光 福井 敦賀卓健クラブ

ハイ７０歳 川岸敏男 福井 福井紫陽花クラブ 吉田正暉 富山 かたかご

５０歳未満 富所美帆 新潟 卓泳会 吉田直子 石川 SPクラブ

５０歳 長谷川志織 富山 Bits 西田正美 富山 富山地方鉄道

ロー６０歳 森本なるみ 福井 若狭そともクラブ 佐藤みさ子 新潟 トラストTC

ハイ６０歳 加藤しげ子 福井 鯖江ベテラン会 与口　幹 新潟 しおかぜ柏崎

ロー７０歳 砂山友子 新潟 トラストTC 川中順子 富山 チーム川中

ハイ７０歳 木呂場久子 富山 高岡ウイング 飯島まさ子 福井 武生菊花クラブ

高野賢治 卓泳会 桒山大資
しおかぜ
柏崎

富所美帆 卓泳会 前野朝美
しおかぜ
柏崎

杉山貴 大北愛球 長坂泰逸郎 加賀クラブ

木村香織 大北愛球 吉田直子 SPクラブ

日下部秀雄 富山地方鉄道 桐木行光 福光卓愛会 門　尚武 勝山きらり 白木久光 敦賀卓健クラブ

濵元真由美 星球会 発田徳子 パンドラ 森本なるみ 若狭そともクラブ 大下容子 若狭そともクラブ

田辺輝男 しおかぜ柏崎 大矢敏行 敦賀若葉クラブ 轡田崇幸 新潟ドリーム 清水雍夫 武生菊花クラブ

与口　幹 しおかぜ柏崎 谷口小代子 敦賀若葉クラブ 渡部敏恵 あすなろ 飯島まさ子 武生菊花クラブ

１４０歳 新潟 福井 新潟 福井

１００歳 長野 石川

１２０歳 富山 富山 福井 福井

１位 ２位 ３位 ３位

１００歳未満 新潟 新潟

１位 ２位 ３位 ３位

ラージボール　年代別ダブルス

混　合　ダブルス

男　子　シングルス

１位 ２位 ３位 ３位

女　子　シングルス

ラージボール　年代別シングルス


