
30歳 今井　佑記 富山 YKK 石村　直人 富山 福光卓夕友会 田中　龍也 福井 若狭TTC 有賀　伸一 長野 南郷クラブ

40歳 北井　守 石川 档の会 鎮西　直人 長野 鎌田クラブ 山本　幸夫 長野 中野市体協 石川　勝之 富山 なめりかわTTC

50歳 林　祐介 石川 档の会 野村　幸正 石川加賀温泉ｸﾗﾌﾞ 田辺　義郎 福井 若狭TTC 青木　寛 長野 須坂卓翔会

ロー６０歳 三野　浩一 石川 とりやクラブ 高橋　正智 新潟 RisingNiigata 森井　弘之 石川 ウィンズ 金田　成一 富山 YKK

ハイ６０歳 中出　正夫 福井 福井ベテラン会 縁山　庄一 富山 やろまいけ高岡

ロー７０歳 松富　幸春 石川 档の会 田中　勝 富山 ウインクル

ハイ７０歳 杉本　㤗成 富山 星球会 宮尾　堯功 長野 新町卓友会

30歳 安野　紗智 福井 (株)ユティック 三林　麗那 新潟 新発田クラブ

40歳 北井　晴美 石川 档　の　会 増田　ひろ美 石川 ビリーブ

50歳 加藤　美智子 福井 個人 越野　味予子 長野 松本南PPC 小出　小百合 長野 須坂卓翔会 長納　和江 石川 ネクサス

ロー６０歳 吉岡　明美 富山 ドンペリ 山﨑　信子 石川 西南部クラブ 西屋　恵美子 石川 ウィンズ 越野　味予子 長野 松本南PPC

ハイ６０歳 峯村　祐子 長野 卓愛会 森田　弘子 新潟 ぽらりす 関川　登美江 新潟 謙信上越 北澤 與利子 長野 須坂レディース

ロー７０歳 杉本　敏子 富山 ドンペリ 柚木　リツ子 富山 万葉クラブ

ハイ７０歳 塩入　まき子 長野 ファン卓球クラブ 小坂　澄子 石川 金沢卓友会

中村　明弘 北野　浩介 石川　勝之 中村　光

今井　佑記 北井　守 水口　亮太 舘島　和史

狩野　浩和 ポラテクノ 高橋　正智

丸山　徹 謙信上越 佐藤　実

高橋　剛 十日町クラブ 岩佐　重久 曽山　昌吾 松富　幸春

高桑　広栄 卓和クラブ 小島　輝美 野村　幸正 府玻　誠

杉本　泰成 星球会 南　欣次

田中　勝 ウインクル 浅井　善七

北野　啓子 档　の　会 大野　亜弓

川辺　典子 大宗クラブ 蔵竹　康子

南澤　重子 新谷　朋江 Ｔ－みらくる

小出　小百合 武田　純子 プリエール

吉岡　明美 塩入　まき子 ファン卓球クラブ 関川　登美江 黒岩　優子

杉本　敏子 越野　味予子 松本南PPC 小林　光恵 星川　みい子

前田　律子 大宗クラブ 小坂　澄子

平井　光子 TANEMOTO TTC 高蔵　美智子

今井　佑記 YKK 北井　守 中村　暁 档　の　会 水口　亮太 なめりかわＴＴＣ

廣田　めぐみ チームZERO 北井　晴美 川辺　典子 大宗クラブ 新谷　朋江 Ｔ－みらくる

青木　寛 高橋　正智 瀧野　敦靖 岩野　克行 謙信上越

南澤　重子 石原　洋美 舟崎　美由紀 渡辺　紀枝 Ｏａｓｉｓ

金田　成一 YKK 西澤　周二 卓愛会 室川　勝巳 小野　利泰 フリーダム

吉岡　明美 ドンペリ 黒岩　優子 高山クラブ 小林　光恵 五十嵐　幸子 新潟クラブ

田中　勝 富永　宣宏 富山県庁クラブ

杉本　敏子 利田　和代 Ｔ－みらくる
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北信越卓球選手権（マスターズの部）　試合結果
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５０歳未満 福原　一郎 長野 千曲クラブ 谷口　　勲 石川 J-Active

50歳 高野　賢治 新潟 卓　泳　会 日下部秀雄 富山 富山地鉄

ロー６０歳 目谷　幸雄 石川 ぬかクラブ 藤井　邦夫 新潟 しおかぜ柏崎

ハイ６０歳 竹内　芳夫 新潟 新発田クラブ 渡辺　道明 新潟 長岡ラージ 桜井　規詞 石川 ぬかクラブ 木下　　良 石川 档　の　会

ロー７０歳 和泉田俊一 新潟 チーム中山 田辺　輝男 新潟 しおかぜ柏崎

ハイ７０歳 清水　雍夫 福井 武生菊花クラブ 松木　絋二 富山かたかごクラブ

５０歳未満

50歳 沢崎　春恵 富山 高岡ウイング 下内美都子 石川 ななおクラブ

ロー６０歳 山田　英子 新潟 謙信上越 田口美喜子 石川 ななおクラブ

ハイ６０歳 地蔵　好美 福井 フェニックス卓球クラブ 與口　　幹 新潟 しおかぜ柏崎

ロー７０歳 田村　則子 新潟 ぽらりす 飯島まさ子 福井武生菊花クラブ

ハイ７０歳 赤坂　芳子 石川 ウィンズ 新谷　民子 福井若狭そともクラブ

水田　繁一 越前水仙クラブ 藤井　邦夫 しおかぜ柏崎

千葉　龍一 敦賀若葉クラブ 高野　賢治 卓　泳　会

渡辺　道明 長岡ラージ 中島　一人 中道　則男 南加賀クラブ 白木　久光 敦賀卓健クラブ

勝野　俊幸 しおかぜ柏崎 谷内　俊和 木谷　正己 加賀クラブ 飛坂　一幸 鯖江ベテラン会

和泉田俊一 チーム中山 久我　勝男 しおかぜ柏崎

竹内　芳夫 新発田クラブ 小山　利幸 柏崎ラージ

中山　佳美 福光卓愛会 伊藤　恵梨

発田　徳子 パンドラ 浅川　昌江

田村　則子 ぽらりす 山田　英子 謙信上越 太田　政子 與口　　幹 しおかぜ柏崎

小林　京子 新潟クラブ 浮部　則子 トラストＴＣ 外山　　幸 早川千恵子 三条クラブ

上野　栄子 ファースト 飯島まさ子

井上　浩美 チームかがやき 竹内　敦子

前田　尚宏 万葉クラブ 酢谷　昌功 万葉クラブ 中島　一人 山本　　保

発田　徳子 パンドラ 中山　佳美 福光卓愛会 吉田　雅代 下内美都子

白木　久光 敦賀卓健クラブ 下平　　諭 南箕輪卓球クラブ 田辺　輝男 佐藤　淳一 档 の 会

森本なるみ 若狭そともクラブ 片桐　睦美 南箕輪レディース 與口　　幹 井上　浩美 チームかがやき

清水　雍夫 和泉田俊一

飯島まさ子 池　　恵子

開催期日　　１１月２３日（土）～２４日（日）

会　　　場　　いしかわ総合スポーツセンター
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