
男子 フォーティ 【40歳以上】 三田村 宗明 （リトルキングス）

男子 フィフティ 【50歳以上】 松井　正幸 （太洋歯科）

男子 ローシックスティ 【60歳以上】 江浜　勲 （日産追浜） 橘川　重雄 （ＭＤ相模）

坂本　憲一 （ＣＯＬＯＲ）

男子 ハイセブンティ 【75歳以上】 照井　信夫 （横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会）

男子 ローエイティ 【80歳以上】 和田　紘一 （球楽会）

女子 サーティ 【30歳以上】 越地　友里 （ＭＤ相模） 今福 麻奈美 （ＭＤ相模）

女子 フィフティ 【50歳以上】 島村　美惠 （ＭＤｔｔｌ） 堀川 千亜妃 （ＨＡＺＡＷＡ）

石井　佳子 （チャイム）

女子 ローシックスティ 【60歳以上】 坂本　久美 （ＣＯＬＯＲ） 鶴田　昌枝 （ＣＯＬＯＲ）

女子 ハイシックスティ 【65歳以上】 日下部 鈴子 （チャイム）

女子 ローセブンティ 【70歳以上】 吉垣　美保 （茶の実）

女子 ハイエイティ 【85歳以上】 五十嵐 澄子 （浜卓会） 黒沼　茂子 （浜卓会）

２０２２年　全日本卓球選手権大会（マスターズの部）

神奈川県　無条件出場者



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子サーティ（30歳以上） 代表３名　　※各ブロック1位代表

代表３名　　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子サーティ　Ａブロック

代表

23 川口　佑太 (浜)横浜国大クラブ

22 廣田　将之 (茅)北陵クラブ 中村　祥吾

17 服部 幸一朗 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ  苅和野 真澄

14 加藤　達也 (浜)神奈川県庁 稲垣　文哉

10 今泉　大地

石松　和哉

2  小泉　貴幸

(海)リトルキングス

19 柴田　安啓 (浜)日立横浜 水足　大志 (浜)アンカー

18  平野　智大  (浜)横浜SWITCH 松谷　一輝 (浜)シーグラス

 (川)ＣＲＯＮＹ

42

21 廣瀬　豊 (浜)太洋歯科 長谷川 尚也 (藤)日本精工

20 水口　貴則 (川)中原クラブ 水ノ上 達也 (浜)横浜国大クラブ 43

44

(川)美しが丘クラブ

13 乗田　真広 (川)ＣＲＯＮＹ  村野　芳哉  (川)ＮＥＣ

16 田中　良平 (浜)鶴見labo  深見　太郎  (浜)シックスワン

15 細野　裕人 (海)リトルキングス 小峰　進悟 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ

(川)青嵐クラブ

9 小原　友和 (綾)綾瀬クラブ 森　大輔 (藤)高倉クラブ

ｂｙｅ

12 石塚　宏之 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ 佐々木 信也 (浜)横浜SWITCH

11  金井　大  (川)川崎卓球ジム  黒紙　徳幸  (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ

(須)日産追浜

5 久保　大輔 (須)ＦＴＣ 二見　彰宏 (浜)神奈川県庁

8 新谷　大樹 (川)美しが丘クラブ 今　雄矢 (川)中原クラブ

7 齋藤　健吾 (浜)ファイターズ 吉田　優介 (川)ＳＨＩＰｓ

6 島川　修一 (須)日産追浜

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 (川)あすなろ 松嶋　全人 (相)上溝卓球愛好会

1 佐藤　博紀 (相)ＭＤ相模 岡本　紘樹 (川)ＪＦＥ京浜

4 辻井　健 (鎌)鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ 煤田　竜也 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ

3  佐藤　雄哉  (浜)シーグラス  須藤　拓哉  (浜)TEAM-ISOGO

45

33

34

35

36

37

38

39

40

41

３・４コート１・２コート



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子サーティ　残り１枠決定戦

５・６コート ７・８コート

Ａブロック２位

佐藤　博紀 (相)ＭＤ相模

代表Ｂブロック２位

山内　乙平 (浜)横浜SWITCH

46 田辺　和也 (須)日産追浜  川口　拡  (浜)カヴァヌーラ

49  境野　雅人  (浜)ねぎま倶楽部 前田　晃典 (川)ＣＲＯＮＹ

(浜)グリーンラベル

豊田　大嗣 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ

男子サーティ　Ｂブロック

代表

69

47 北野　健二 (浜)HAZAWA 阿部　稔 (綾)綾瀬クラブ 70

48 奈良　和之 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 工藤　祐作 (浜)シックスワン 71

72

50 川崎　透 (浜)横浜国大クラブ 川崎　亮祐 (浜)鶴見labo 73

53  土山　敬之  (浜)TEAM-ISOGO 小西　航 (須)日産追浜 76

81

54 山崎　洋 (川)Let’sぴんぽん 前田　崇宏 (浜)神奈川県庁 77

51 小野寺 広樹 (茅)北陵クラブ 大日向 秀收 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 74

52 沼尾　真誉 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ 小田　優 (小)開成クラブ 75

55  本木　峻也  (海)リトルキングス 小牧　玲雄 (川)青嵐クラブ 78

56 山内　乙平 (浜)横浜SWITCH 瀬川　善友 (川)ＪＦＥ京浜 79

57 高木　勇輝 (相)ＭＤ相模 田中　宏明 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ 80

58 清水　雅史 (浜)進卓会 崎山　洋輝

(浜)シーグラス 83

 芦原　亮  (川)ＳＨＩＰｓ 87

61 峯　貴昭 (川)ＪＦＥ京浜

李　強強 (鎌)鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ

84

62 荻久保 陽介 (浜)シックスワン 大場　崇志 (浜)横浜SWITCH 85

63 大澤　勇斗 (浜)太洋歯科

 (川)中原クラブ

坂場　将人 (浜)TEAM-ISOGO 86

64

67 古西　瞭太 (川)青嵐クラブ 中村　謙吾 (海)リトルキングス 90

88

89

82

60 醍醐　周 (浜)アンカー 中川　辰宣

68 宮地　勇樹 (川)美しが丘クラブ

65  柿澤　慶太  (川)ＣＲＯＮＹ 下江　裕人 (浜)横浜国大クラブ

66 竹内　将哉 (浜)シーグラス 神倉　峻 (藤)高倉クラブ

59 中井　裕太 (川)中原クラブ

 古川　聖



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子フォーティ（40歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子フォーティ　Ａブロック 男子フォーティ　Ｂブロック

ｷｹﾝ
青木　賢 (厚)リコー厚木 伊東　直之 (厚)リコー厚木

男子フォーティ　残り１枠決定戦

１０・１１コート９コート

橋口　賀保 (川)MS卓球クラブ

16 南雲　敏秀 (大)ぺんぎん 35 高草木 裕一

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

本田　孝治 (川)ＪＦＥ京浜 32 佐藤　宏之 (大)ぺんぎん

12

代表

19 中橋　龍太 (相)ＭＤ相模 38 伊東　直之 (厚)リコー厚木

18  長岐　伸高  (小)あっちょんぶりけ 37 佐藤　克之 (茅)湘南クラブ

17 安野　敬幸 (浜)HamaWing 36

10 青木　賢 (厚)リコー厚木

11 30 湯本　哲夫

(浜)ニッパツ

15 椎名　勇太 (浜)グリーンラベル 34 岩崎　邦男 (海)リトルキングス

31 和泉　崇則 (須)日産追浜

14 草柳　博幸 (小)開成クラブ 33 丸田　啓文 (浜)TEAM-ISOGO

13

 (浜)HAZAWA 市川　伸也

27 高橋　秋坪 (浜)HAZAWA

7 森内　和生 (厚)リコー厚木 26 清水　大輔 (須)日産追浜

8 松岡　明男 (川)あすなろ

29 本間　新 (浜)遊神

bye

代表

9 戸崎　研吾 (浜)遊神 28  服部　秀昭  (川)MS卓球クラブ

(浜)MTC

鈴木　幸司 (川)青嵐クラブ25松野　善明 (逗)アローズ

5 木村　達彦 (川)MS卓球クラブ 24 平本　洋 (須)かながわ信用金庫

6

23 岡田　弾 (相)上溝卓球愛好会

1 澁谷　樹 (須)日産追浜 20 天野　正治 (浜)Ｒ&Ｍ

3 井手下　真 (浜)シーグラス 22  石田　康夫  (浜)HamaWing

2 浅野　健一 (厚)Ｒ.Ｉ.Ｐ 21  吉田　崇  (厚)リコー厚木

4 田渕　藤樹 (浜)MTC



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ相模原ギオンアリーナ

男子フィフティ（50歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

１３・１４１２コート

渡辺　誠 (茅)湘南クラブ 41

野沢　充 (浜)Ｒ&Ｍ

水口　和也 (川)美しが丘クラブ 43

西山 伊佐夫 (小)ＰＢクラブ21 小山　幸男 (川)中原クラブ 42

増田　周平 (浜)神南クラブ 38

37

19  山田 登志夫  (相)ＭＤ相模 高橋　智宏 (浜)東戸塚CC 40

18  小林　健  (川)ＳＨＩＰｓ 阿部　佳且 (寒)白金丸 39

篠原　賢史 (川)松草クラブ16 勝又　重信 (平)平塚卓栄会

(逗)アローズ 34

12 西川　幸伸 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 菊野　輝昭 (浜)Ｙ卓会 33

15 佐伯　哲也 (浜)ねぎま倶楽部  櫛田　剛志  (厚)アスリート相模 36

14 佐藤　幸仁 (茅)湘南クラブ 福留　博英 (茅)球楽会 35

(厚)リコー厚木 30

8 松田　克晴 (浜)Ｙ卓会 池田　博 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ 29

11 石井　徹 (川)美しが丘クラブ 金田　学 (川)美しが丘クラブ 32

10 鈴木　幹夫 (川)MS卓球クラブ 松本　周 (川)中原クラブ 31代表

(浜)鶴間公園倶楽部 竹原　輝 (川)青嵐クラブ 28

6 脇田　孝志 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ 菊池　修 (厚)日産テクニカル 27

(浜)Ｒ&Ｍ 24

阪上　政利 (鎌)鎌倉卓球クラブ 22

2 正岡 誠一郎 (小)ＯＭＣ 23

1 相原　徹人 (厚)アスリート相模

 (川)MS卓球クラブ 26

4 平川　健二 (浜)横浜市役所 山田　和好 (浜)横浜市役所 25

7 北條　猛士

男子フィフティ　Ａブロック

3 斉藤　克之 (浜)HamaWing 鈴木　貴士

5 大森　武司 (浜)ＭＴＣ  林　浩二

9 佐藤　拓 (須)日産追浜 柏崎　秋雄

13 山本　章博 (浜)太洋歯科 片山　浩

20 岩佐　正道 (相)相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会

17 江森　確 (藤)高倉クラブ



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ相模原ギオンアリーナ

男子フィフティ　残り１枠決定戦

１７・１８コート１５・１６コート

Ａブロック２位

水口　和也 (川)美しが丘クラブ

代表Ｂブロック２位

長谷川 桂志 (浜)Ｙ卓会

長谷川 桂志 (浜)Ｙ卓会

62 小出　津 (浜)HamaWing 丸山 伸太郎 (浜)大正同好会

59 吉開　英一 (川)中原クラブ 肥後　友和

86

64  米田　秀樹  (平)平塚卓栄会 菖蒲　健一 (鎌)鎌倉卓球クラブ 85

63 廣重　享 (浜)横浜国大クラブ 宮澤 健太郎 (藤)高倉クラブ 84

83

61 平島　寛之 (川)青嵐クラブ 澤村　一夫 (茅)球楽会 82

60 高山　充祥 (須)日産追浜 大森　健司 (厚)T.T ATSUGI 81

(川)中原クラブ 80

58 圧子　彩樹 (浜)Ｒ&Ｍ 小西　利之 (茅)西浜クラブ 79

57 田中　克幸 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ 金子　修 (須)日産追浜 78

56 吉田　実則 (浜)東戸塚CC 鈴木　和彦 (小)ＯＭＣ 77

55 須崎　博治 (川)美しが丘クラブ 青木　洋一 (厚)アスリート相模 76

54 銀吉屋 義則 (寒)白金丸 宇根 総一郎 (川)美しが丘クラブ 75

53 長谷川　進 (厚)リコー厚木 石田　邦昭 (浜)Ｒ&Ｍ 74代表

52 小塩　勇 (茅)湘南クラブ 金田　聡 (座)Ａ.Ｊ.Ｃ.Ｃ 73

51 内藤　健 (小)ＰＢクラブ 渡部　充 (浜)鶴間公園倶楽部 72

50 森山　敬昭 (川)美しが丘クラブ 小野　尚隆 (浜)HamaWing 71

49  熊谷　潤平  (浜)グリーンスポーツ 渡部　洋二 (相)ＭＤ相模 70

48  那花　浩二  (茅)球楽会 柴崎　裕 (川)MS卓球クラブ 69

47 関谷　泰治 (川)Let’sぴんぽん 平山　雄二 (茅)湘南クラブ 68

46 富樫　雅人 (浜)横浜市役所 石井　孝宜 (寒)白金丸 67

45 成瀬　康治 (相)麻溝卓球ｸﾗﾌﾞ 66

44 西倉　遊星 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 宇宿　秀三 (浜)横浜市役所 65

鈴木　秀敏 (浜)卓越会・鶴見

男子フィフティ　Ｂブロック



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子ローシックスティ（60歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子ローシックスティ　Ａブロック 男子ローシックスティ　Ｂブロック

２０コート１９コート

代表

尾留川 一仁 (須)日産追浜 鈴木　克彦 (浜)卓越会・鶴見26

(川)松草クラブ21

米澤　勉 (鎌)鎌倉卓球クラブ

代表

(厚)アスリート相模 小野　守 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ

12 安永　政弘 (秦)西湘スカイ 小野　守 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ27

11

15 武藤　直人 (平)平塚卓栄会 永瀬　典生 (小)風林火山30

男子ローシックスティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

斎藤　健治

14 中村　裕二 (相)上溝卓球愛好会29

13 正岡　忠 (川)東芝クラブ 宮城　安利 (川)富士通クラブ28

bye

10 村上　勝美 (小)風林火山  中村　英俊  (川)SHIPs25

(川)東芝クラブ20

8 秋田　一孝 (相)ＭＤ相模 大場　宏明 (須)日産追浜23

7 斎藤　健治 (厚)アスリート相模 嶋野　智文 (厚)アスリート相模22

6

(相)城山高校249 蕏塚 日出成 (浜)東戸塚CC 佐藤　裕一

馬場　雅之 (秦)西湘スカイ18

5 豊島　靖 (川)松草クラブ 崎浜　和久

4 八橋　正人 (浜)HamaWing 野崎　茂 (相)ウイングス19

3

1 曽根　龍 (浜)MTC 清水　栄治 (藤)高倉クラブ16

(鎌)鎌倉卓球クラブ

秋元　正樹 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 大島　宏行

2 野村　卓司 (相)大野南卓球同好会 山永　康昌17



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子ハイシックスティ（65歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子ハイシックスティ　Ａブロック 男子ハイシックスティ　Ｂブロック

２３・２４コート２１・２２コート

廣瀬　泰己 (秦)西湘スカイ

男子ハイシックスティ　残り１枠決定戦

 山岡　淳三  (浜)明卓会

望月　利光 (浜)HamaWing

白須　育徳 (相)相模原ベテラン会

16 天野　秀世 (浜)明卓会 37 室井　正志 (秦)西湘スカイ

14 山脇　進 (秦)西湘スカイ 35

21 鶴岡　功 (相)相模原ベテラン会 42 高井　正美 (寒)白金丸

安嶋　哉也

Ａブロック２位
代表

Ｂブロック２位

(須)日産追浜

鈴木　敏博 (浜)ＭＴＣ

15  鈴木　常夫  (小)風林火山 36 押田　久志 (川)あすなろ

代表(秦)西湘スカイ 高橋　浩 (小)風林火山代表

10 長谷川　勝 (厚)日産テクニカル 31 八巻　正幸 (川)ＳＨＩＰｓ

11 望月　武

5 高橋　秀明 (浜)ＨＡＺＡＷＡ 26

藤井　誠吾

9  清田　康  (川)松草クラブ

34

12 飯田　敬則 (浜)大正同好会 33

32

13 佐藤　光治 (川)東芝クラブ

28 岩崎　正伸 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ

6 小倉 国由紀 (浜)明卓会 27 瀬木　明 (浜)大正同好会

8

20

2 佐藤　三夫 (川)SHIPs 23  宮下　秀一  (藤)藤クラブ

3 土田　章久 (綾)綾瀬クラブ 24 武井　幸弘 (浜)ＭＴＣ

岩田　信次 (浜)ＭＴＣ 29  平沢　則英  (藤)高倉クラブ

先崎　清 (相)相模原ベテラン会

7 松澤　宣幸 (川)ＦＡＭＩＬＹ

30 熊澤　正好 (川)ＦＡＭＩＬＹ

41

19 中島　正弘 (藤)高倉クラブ 40 関　益男 (浜)明卓会

17 安嶋　哉也 (須)日産追浜 38  岡田　憲昭  (川)松草クラブ

18 柴崎　好明 (相)相模原ＴＰＦ 39

古賀　真澄 (浜)太洋歯科

宍戸　隆 (須)日産追浜

高松　信弘 (藤)藤クラブ

4

1

(須)日産追浜 25

 小林　有二  (川)中原クラブ

22 廣瀬　泰己 (秦)西湘スカイ



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子ローセブンティ（70歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子ローセブンティ　Ａブロック 男子ローセブンティ　Ｂブロック

(藤)高倉クラブ

男子ローセブンティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

斎藤　龍二 (藤)藤クラブ 掛川　昭雄

22 千葉　好治 (藤)高倉クラブ 44 橋本　保 (川)中原クラブ

21  森田　博隆  (浜)横浜青葉 43 佐藤　修 (相)ＳＳＫ

20 三枝　茂典 (秦)西湘スカイ 42 古川　正紀 (秦)西湘スカイ

19 酒井　正明 (浜)ＹＫＣ 41  小野　隆夫  (浜)ＨＡＺＡＷＡ

(浜)テニシャス

18  三橋　雄司  (相)相模原ベテラン会 40 掛川　昭雄 (藤)高倉クラブ

16 bye 38 山本　悟 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

17 吉垣　成二 (浜)テニシャス 39 開沼　芳和

15 大額　和良 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 37 安藤　精後 (川)松草クラブ

14  杉原　伸昭  (須)ＦＴＣ 36 須田　秀二 (藤)藤クラブ

13 岡　誠治 (川)松草クラブ 35 安斉　徹郎 (浜)HamaWing

代表
12 斎藤　龍二 (藤)藤クラブ 34 八田　哲 (相)相模原ベテラン会

11 渡部　彰 (相)相模原ベテラン会 33 中村 孝太郎 (浜)卓越会・鶴見

代表

10  内田　耕  (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 32 遠藤　一美 (藤)高倉クラブ

9 蜂谷　剛 (浜)大正同好会 31 土門　和男 (須)ＦＴＣ

8 鈴木　昭 (浜)LE COURS 30  日向　邦男  (浜)ＹＫＣ

7 和田　直 (藤)高倉クラブ 29 井出　荘一 (川)中原クラブ

6 村上 幸二郎 (秦)西湘スカイ 28 佐藤　隆志 (浜)テニシャス

5 小宮　照男 (浜)ＨＡＺＡＷＡ 27 原田　一保 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

4 近藤　寛己 (川)ＳＨＩＰｓ 26 河合　庄平 (相)相模原ベテラン会

3 堀内　三生 (浜)テニシャス 25 渡久地　隆 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ

2  平岩　健三  (浜)ＭＴＣ 24 峯岸　忠司 (浜)ＨＡＺＡＷＡ

２５・２６コート ２７・２８コート

1 米澤　哲郎 (川)中原クラブ 23 佐々木 修壹 (逗)逗子クラブ



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子ハイセブンティ（75歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子ハイセブンティ　Ａブロック 男子ハイセブンティ　Ｂブロック

(藤)高倉クラブ

男子ハイセブンティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

宮川　實 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 神山　哲

11 阿部　喜四郎 (綾)綾瀬クラブ 22  榊原　勝男  (逗)逗子クラブ

10  海津　弘  (逗)逗子クラブ 21 藤沼　輝臣 (浜)Hama Wing

(川)FAMILY

9 住田　富一 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 20 神山　哲 (藤)高倉クラブ

7 bye 18 織田　正臣 (浜)神南クラブ

8 石井　三郎 (逗)逗子クラブ 19 池上　義信

代表
6 宮川　實 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 17 長田　昭八 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

5 疋田　良宏 (浜)HAZAWA 16 大多和　亨 (逗)逗子クラブ

代表

4 加藤　啓一 (川)FAMILY 15 杉山　敬一 (浜)大正同好会

3  小河原　眸  (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 14 宮崎　博司 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

2 尾崎　耕兒 (浜)個人西TC 13  鈴木　誠  (浜)神南クラブ

２９コート ３０コート

1 鈴木　和久 (逗)逗子クラブ 12 柳川　常寿 (茅)球楽会



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

男子ローエイティ（80歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子ローエイティ　Ａブロック 男子ローエイティ　Ｂブロック

男子ハイエイティ（85歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

男子ハイエイティ　Ａブロック 男子ハイエイティ　Ｂブロック

(浜)LE COURS

男子ハイエイティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

八木　一允 (浜)都築ナイト 北田　敏夫

5 八木　一允 (浜)都築ナイト 10  工藤　司朗  (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

(浜)HAZAWA 代表

4 須田　清一 (浜)旭KS卓球ｸﾗﾌﾞ 9 北田　敏夫 (浜)LE COURS

3 安彦　雅雄 (川)SHIPs 代表 8 大滝　泰

2 平田　清 (厚)ﾌﾚｯｼｭ卓球ｸﾗﾌﾞ 7 左口　尚之 (須)セフィーロの会

３３コート ３３コート

1 小澤　久男 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 6 横井　良和 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

男子ローエイティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

千原 恵之輔 (茅)球楽会 井伊　國裕 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

9 bye 19 市村　之男 (須)F.T.C

10 千原 恵之輔 (茅)球楽会 20 伊東　正信 (浜)さくらクラブ

8 河本　忠 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 18 田村　健二 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

7 鮎川　宜正 (相)麻溝卓球クラブ 17 笹岡　正 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

代表
6 大坂　正男 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 16 酒向　昭 (藤)高倉クラブ

5 茂木　信昭 (浜)大正同好会 15 吉田　邦夫 (浜)Hama Wing

代表

4 成相　孝夫 (川)中原クラブ 14 山田　清 (茅)球楽会

3 岸　秀吏 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 13 大阿久　洋 (浜)大正同好会

2 長浦　文夫 (海)リトルキングス 12 山岸　功三 (相)ＴＴＣ

３１コート ３２コート

1 前川　紘一 (逗)逗子クラブ 11 井伊　國裕 (浜)横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

女子サーティ（30歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子サーティ　Ａブロック 女子サーティ　Ｂブロック

女子フォーティ（40歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子フォーティ　Ａブロック 女子フォーティ　Ｂブロック

ｷｹﾝ

３４コート３４コート

３６コート３５コート

女子フォーティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

川島　奈都 (藤)藤沢レディース 脇ノ谷 直子 (相)ＭＤ相模

9 bye 19 内田　陽子 (川)あすなろ

10 山脇　綾子 (川)ＦＡＭＩＬＹ 20 國井　徳子 (浜)ＭＤttl

8 増山 恵美子 (浜)浜卓会.しらとり 18 櫻井　奈美 (浜)グリーンスポーツ

7 川島　奈都 (藤)藤沢レディース 17  藤岡　陽子  (浜)横浜市役所

代表
6 椎名　允美 (浜)ＭＤttl 16 鈴木　悦代 (逗)アローズ

5 大蔵　良子 (浜)ねぎま倶楽部 15  高草木 千佳子  (浜)浜卓会.金沢ﾁｪﾘｰ

代表

4 山崎　綾子 (浜)グリーンスポーツ 14 脇ノ谷 直子 (相)ＭＤ相模

3 笹鹿 真由美 (浜)ＭＤttl 13 斎藤　千尋 (浜)みなみ風

2 奥野　晴美 (川)川崎ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 12 徐　美恵 (浜)ＭＤttl

(藤)高倉クラブ

1 松下 沙奈美 (相)ＭＤ相模 11 佐藤　明子 (川)ＦＡＭＩＬＹ

女子サーティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

安藤　奈々 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 田中　幸子

4 安藤　奈々 (川)梅屋敷卓球ｸﾗﾌﾞ 9 田中　幸子

1 木戸 亜希穂 (浜)太洋歯科 6 岡本　真奈 (川)FAMILY

(藤)高倉クラブ

代表
3  奈良　恵  (茅)北稜クラブ 8 本田 未有貴 (浜)Ｒ＆Ｍ

2 成岡　香織 (藤)高倉クラブ 7 李　陶 (浜)太洋歯科

代表



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

女子フィフティ（50歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子フィフティ　Ａブロック 女子フィフティ　Ｂブロック

ｷｹﾝ
(浜)浜卓会.ﾄﾄﾛ

女子フィフティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

長谷川　恭子 (浜)チャイム 山崎　香織

19 杉浦　真理 (川)川崎レディース 38 今井　京子 (相)相模原レディース

18 高橋 美由姫 (浜)ＨａｍａＷｉｎｇ 37 松長　恵美 (浜)ＨａｍａＷｉｎｇ

17 佐藤　カンナ (相)相模原レディース 36 伊東　広美 (川)川崎レディース

16 長谷川　恭子 (浜)チャイム 35 寺島 有希子 (小)開成クラブ

15 原　美香子 (小)あっちょんぶりけ 34 堤　法子 (川)川崎レディース

14 石川　智子 (川)川崎レディース 33  久岐　ひろみ  (川)四葉会

13 服部 恵美子 (浜)浜卓会.金沢ﾁｪﾘｰ 32 松井 佐知子 (浜)チャイム

12 下山　千恵 (川)川崎レディース 31 澤口　昌代 (浜)浜卓会.しらとり

11 小西　千織 (茅)チェリオ 30 松井　征子 (茅)チェリオ

代表

10 武藤　和美 (浜)浜卓会.ﾄﾄﾛ 29 秋岡　基子 (川)川崎レディース

9 芦原　朱美 (相)相模原レディース 28 松田　直美 (浜)ＨａｍａＷｉｎｇ

代表

8 高浪　亮子 (浜)全横会 27 垣花　志江 (浜)ＣＯＬＯＲ

7 北分　睦子 (浜)浜卓会.EDAｸﾗﾌﾞ 26 中山 恵美子 (川)川崎レディース

6  井桁 智栄子  (川)川崎レディース 25 吉野　雅子 (浜)茶の実

5 黒阪　有紀 (浜)茶の実 24 川向　幸子 (川)クエストCOCO

4 桑嶋　成美 (川)川崎ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 23 山崎　香織 (浜)浜卓会.ﾄﾄﾛ

3 高橋　房子 (川)川崎レディース 22 村田　寿恵 (川)ＦＡＭＩＬＹ

2 杉本　美紀 (秦)秦野レディース 21 堤　夏枝 (浜)堤クラブ

３７コート ３８・３９コート

1 窪井　直美 (相)ＭＤ相模 20 青木 由紀子 (川)川崎レディース



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会

女子ローシックスティ（60歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子ローシックスティ　Ａブロック 女子ローシックスティ　Ｂブロック

(藤)高倉クラブ

女子ローシックスティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

中田　紀子 (浜)浜卓会.ﾄﾄﾛ 葛貫　良枝

12 渡邉　京子 (川)川崎レディース 24 高木　寿子 (川)松草クラブ

11 荻田 久美子 (相)相模原レディース 23 菊池　郁子 (須)横須賀レディース

10 科野　朋子 (浜)浜卓会.NEXT 22 清水 美保子 (浜)ＭＴＣ

9 栗原　弘子 (浜)ＣＯＬＯＲ 21 若山　彩 (浜)浜卓会.CNｸﾗﾌﾞ

8 尾留川 直美 (浜)全横会 20 山口　碧玳 (川)川崎レディース

代表

7 岩澤 由美子 (川)松草クラブ 19 葛貫　良枝 (藤)高倉クラブ

6 中田　紀子 (浜)浜卓会.ﾄﾄﾛ 18 片寄 佐知子 (川)松草クラブ

代表

17 阿部　美子 (浜)浜卓会.個人

4 並木 智栄美 (川)クエストCOCO 16 石原　春美 (藤)藤沢レディース

４０コート ４１コート

1 川合　幸子 (川)松草クラブ 13 小林　葉子 (川)川崎レディース

3 角　郷子 (浜)浜卓会.きりがおか 15 塚田 美智恵 (浜)浜卓会.金沢ﾁｪﾘｰ

2  金江　光江  (川)川崎レディース 14 菅沼　知子 (須)三浦ＦＣ

5 古谷 みどり (平)平塚レディース



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

女子ハイシックスティ（65歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子ハイシックスティ　Ａブロック 女子ハイシックスティ　Ｂブロック

(須)横須賀レディース

女子ハイシックスティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

池上　文子 (川)あすなろ 長谷川 妙子 (川)ＦＡＭＩＬＹ

14 bye 29 東　美佐江 (藤)藤沢レディース

15 緑川　輝子 (浜)浜卓会.NEXT 30 杉本 世里恵

13 大貫　豊子 (川)川崎レディース 28 森本　恵子 (浜)Ｒ＆Ｍ

12 池上　文子 (川)あすなろ 27 鈴木 真理子 (相)相模原レディース

11  小川　由美  (川)松草クラブ 26 横尾　正代 (川)川崎レディース

10 須山 美千代 (相)相模原レディース 25 山本 寿美江 (浜)太洋歯科

9 宮田　康子 (鎌)鎌倉卓球クラブ 24 岩田　幸子 (浜)全横会

代表

8 青木　文子 (浜)全横会 23 石塚　明子 (浜)浜卓会.ﾄﾄﾛ

7 沼本　栄子 (浜)浜卓会.しらとり 22 松原 みち代 (川)川崎レディース

代表

6 松澤　鶴代 (川)ＦＡＭＩＬＹ 21 藤巻 美枝子 (浜)浜卓会.篠原ｸﾗﾌﾞ

5 掛川 二美代 (藤)高倉クラブ 20 小倉　たか子 (浜)全横会

4 森野　一枝 (浜)HamaWing 19 阿部　房枝 (相)相模原レディース

3 高知尾 昭子 (相)相模原レディース 18 尾子　朋子 (浜)浜卓会.わかば

2 小澤　京子 (浜)浜卓会.花みずき 17 高橋　栄子 (茅)マリン茅ケ崎

４２コート ４３コート

1 鈴木　厚子 (川)川崎レディース 16 長谷川 妙子 (川)ＦＡＭＩＬＹ



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

女子ローセブンティ（70歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子ローセブンティ　Ａブロック 女子ローセブンティ　Ｂブロック

女子ハイセブンティ（75歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子ハイセブンティ　Ａブロック 女子ハイセブンティ　Ｂブロック

(浜)浜卓会.磯子ｸﾗﾌﾞ

女子ハイセブンティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

堰　茂子 (浜)浜卓会.ひまわり 中北　公子

6 堰　茂子 (浜)浜卓会.ひまわり 12 船崎　有子 (川)川崎レディース

5 増田　敏子 (小)ＯＭＣ 11 荻田 恵美子 (浜)浜卓会.きりがおか

代表
4 佐藤　敬 (藤)藤沢レディース 10 池原　芳子 (相)相模原レディース

3 抱　芳子 (平)平塚レディース 9 堺田　温子 (浜)浜卓会.ぽぷり

代表

2  河野　容子  (浜)浜卓会.NEXT 8 中北　公子 (浜)浜卓会.磯子ｸﾗﾌﾞ

４６コート ４６コート

1 武居　和子 (浜)浜卓会.金沢ﾁｪﾘｰ 7 大久保 房子 (浜)蛍

女子ローセブンティ　残り１枠決定戦

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

粂川 セツ子 (相)相模原レディース 三留　洋子 (寒)寒川レディース

9 bye 19 三留　洋子 (寒)寒川レディース

10 粂川 セツ子 (相)相模原レディース 20 阿部　涼子 (浜)浜卓会.ひまわり

8 横山 つや子 (川)川崎レディース 18  中村　京子  (平)平塚レディース

7 澄川　徳恵 (浜)浜卓会.ﾄﾄﾛ 17 堀　広美 (相)相模原レディース

代表
6 佐々木 洋子 (須)横須賀レディース 16 山崎　則子 (藤)藤沢レディース

5 吉永　幸子 (浜)ＭＤttl 15 崎濱　東己 (浜)太洋歯科

代表

4 麻野　君枝 (平)平塚レディース 14 土屋　幸子 (小)西湘レディース

3 大多和 みち子 (須)久里浜卓友クラブ 13 宮野 多美子 (茅)マリン茅ケ崎

2 小俣　洋子 (浜)浜卓会.個人 12 中橋　晶子 (浜)浜卓会.ほおずき

４４コート ４５コート

1 井置　節子 (藤)藤沢レディース 11 鈴木　知子 (川)ＦＡＭＩＬＹ



令和４年度 全日本マスターズ卓球選手権大会神奈川県予選会
令和4年8月6日　相模原ギオンアリーナ

女子ローエイティ（80歳以上） 代表３名　※各ブロック1位代表

代表３名　※各ブロック２位が残り１枠決定戦へ

女子ローエティ　Ａブロック 女子ローエティ　Ｂブロック

女子ハイエイティ（85歳以上） 代表３名　　※ブロック３位まで代表

女子ハイエティ　代表決定リーグ

4  荒関　リエ  (中)イセハラ卓球 ｷ

2 阿部　佳子 (相)相模原レディース 1

3 横内　美都子 (大)カトレア 3

(浜)卓越会・鶴見

４８コート

1 千本木 ひろ子 (川)青嵐クラブ 2

代表
Ａブロック２位 Ｂブロック２位

内田　充子 (藤)藤沢レディース 杉本　珠江

相原　律子 (浜)きなり 10 杉本　珠江

女子ローエイティ　残り１枠決定戦

(浜)卓越会・鶴見

田端　和子 (藤)藤沢レディース 代表

4 内田　充子 (藤)藤沢レディース 9 河野　節美 (浜)きなり

3  笠川　典子  (須)大津同好会 代表 8

5

2 bye 7  池上　清子  (浜)ロンチャンクラブ

４７コート ４７コート

1 天野　敏枝 (浜)全横会 6 斉田　節子 (浜)浜卓会.NEXT


