
【混合ダブルス】
１１９歳以下
　１位・２位トーナメント

１位 神保　和成 (札幌･ビタミンforyou) 安田　美香 (札幌･個人)

２位 藤本　武司 (東京･ニッタクサンフレンド) 宍戸　裕子 (千葉･花野井クラブ)

３位 大宮　俊彦 (青森･後潟９８) 大宮　さくや (青森･後潟９８)

３位 池田　亘通 (函館･南茅部卓球少年団) 入江　香里 (函館･南茅部卓球少年団)

　３位・４位トーナメント
１位 本吉　淳 (江別･卓心会) 岡田　京子 (札幌･ビタミンforyou)

２位 川島　慶悟 (函館･卓球ショップ) 野澤　節子 (青森･ＴＭＣ)

１２０歳～１２９歳
　１位・２位トーナメント

１位 神　秀行 (青森･ねぶた青森) 直井　ゆきよ (青森･ねぶた青森)

２位 石岡　智幸 (青森･クラブひとみ) 先名　千晶 (函館･ラジエイト)

３位 下田　真之 (札幌･星球会) 下田　順子 (札幌･月寒マスカット)

３位 奈良岡　克彦 (青森･チームナラオカ) 小倉　ちゑ (青森･チームナラオカ)

　３位・４位トーナメント
１位 加藤　雅之 (旭川･稜雲クラブ) 水口　香代 (名寄･和寒卓協)

２位 三浦　浩 (青森･十和田熟年卓球クラブ) 桜庭　比登美 (青森･弘前アップルラージ)

１３０歳～１３９歳
　１位・２位トーナメント

１位 吉田　留夫 (札幌･苗卓会) 金原　法子 (函館･カムバック)

２位 三浦　久和 (大阪･チーム三浦) 佐藤　京子 (大阪･チーム三浦)

３位 熊谷　亮 (奈良･くまさんチーム) 熊谷　宏子 (奈良･くまさんチーム)

３位 鈴木　哲郎 (宮城･仙台萩クラブ) 大島　真理子 (宮城･泉卓友会)

　３位・４位トーナメント
１位 種村　光紀 (苫小牧･苫小牧カラーズ) 古明地　早苗 (苫小牧･苫小牧カラーズ)

２位 荒谷　新一 (函館･七磯クラブ) 荒谷　啓子 (函館･七磯クラブ)

１４０歳～１４９歳
　１位・２位トーナメント

１位 吉田　英晴 (岩手･チームＡＩ) 佐藤　孝子 (岩手･チームＡＩ)

２位 笹森　慎一 (青森･ねぶた青森) 岡本　和子 (札幌･北斗クラブ)

３位 熊田　進 (札幌･苗卓会) 藤田　洋子 (札幌･サーモンズ)

３位 櫻田　晴夫 (青森･十和田熟年卓球クラブ) 中野　誠子 (青森･十和田熟年卓球クラブ)

　３位・４位トーナメント
１位 三浦　祥 (青森･沖舘新卓球クラブ) 田中　良子 (青森･沖舘新卓球クラブ)

２位 成田　正彦 (札幌･水酔会) 南　久子 (札幌･水酔会)

平成３０年度　第１６回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果①＞４月７日(土）

平成３０年４月７日（土）～８日（日）　　会場：函館アリーナ　　



【混合ダブルス】

平成３０年度　第１６回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果①＞４月７日(土）

平成３０年４月７日（土）～８日（日）　　会場：函館アリーナ　　

１５０歳～１５９歳
　１位・２位トーナメント

１位 岩坂　達哉 (函館･卓栄会) 滝本　暁子 (函館･卓栄会)

２位 田村　迪明 (札幌･苗卓会) 大川原千恵子 (札幌･ライラック)

３位 臼木　卯吉 (函館･市役所クラブ) 千葉　市 (宮城･柊クラブ)

３位 中村　義興 (札幌･ＬＣＡ) 井原　洋子 (札幌･厚友会)

　３位・４位トーナメント
１位 佐藤　隆 (江別･大麻卓球クラブ) 樋口　恵美子 (江別･サンダース)

２位 高橋　芳男 (函館･卓栄会) 天野　タキ子 (函館･卓栄会)

１６０歳以上
　１位・２位トーナメント

１位 佐々木　義次 (千歳･恵庭卓協) 馬場　美代子 (札幌･来夢１００)

２位 福田　重行 (鳥取･ラージＱ) 福田　昭子 (鳥取･ラージＱ)

３位 黒田　真知子 (札幌･グッドラック) 梁川　みちこ (札幌･来夢１００)

３位 佐藤　兵次 (函館･卓栄会) 渡辺　フサ (青森･弘前ラージ)

　３位・４位トーナメント
１位 北島　弘志 (札幌･ＬＣＡ) 田中　エミ子 (札幌･ＬＣＡ)

２位 井上　幸恵 (石狩･ライラック) 大道　敏子 (石狩･キャッスル)



【女子ダブルス】

１１９歳以下

　１位・２位トーナメント

１位 大宮　さくや (青森･後潟９８) 小倉　ちゑ (青森･後潟９８)

２位 原岡　真由美 (札幌･サンシャイン) 川本　朋子 (函館･卓球ショップスマッシュ)

３位 近藤　金子 (秋田･大館ラージ) 清水　祥子 (秋田･こまちレディース)

３位 川崎　弘美 (富良野･富良野クラブ) 安田　美香 (富良野･個人)

　３位・４位トーナメント

１位 坂本　秀子 (青森･すが～るちゃん) 斉藤　秀子 (青森･すが～るちゃん)

２位 野島　仁美 (苫小牧･苫小牧カラーズ) 日下　志穂 (苫小牧･苫小牧カラーズ)

１２０歳～１２９歳

　１位・２位トーナメント

１位 下田　順子 (札幌･月寒マスカット) 山澤　美知子 (札幌･フレンド)

２位 米塚　ちづ子 (函館･卓友会) 信太　ひとみ (函館･卓友会)

３位 長谷川　優子 (函館･卓栄会) 房立　利栄 (函館･卓友会)

３位 水野　倫子 (札幌･北クラブ) 丸井　優子 (札幌･アカシヤ)

　３位・４位トーナメント

１位 山村　道子 (青森･ラージボール卓球クラブ) 佐藤　かおる (青森･ラージボール卓球クラブ)

２位 安保　千恵子 (苫小牧･カラーズ) 古明地　早苗 (苫小牧･カラーズ)

１３０歳～１３９歳

　１位・２位トーナメント

１位 熊谷　宏子 (奈良･くまさんチーム) 小鷹　春代 (兵庫･くまさんチーム)

２位 金原　法子 (函館･卓栄会) 岡本　和子 (札幌･北斗クラブ)

３位 松田　恵子 (函館･卓翔会) 荒谷　啓子 (函館･七磯クラブ)

３位 工藤　眞理子 (青森･弘前アップルラージ) 桜庭　比登美 (青森･弘前アップルラージ)

　３位・４位トーナメント

１位 米谷　隆子 (青森･ねぶた青森) 直井　ゆきよ (青森･ねぶた青森)

２位 岩見　美代子 (青森･弘前レディース) 鹿内　節子 (青森･弘前レディース)

１４０歳～１４９歳

　１位・２位トーナメント

１位 遠藤　直子 (青森･荒川卓球クラブ) 深貝　ヒトミ (旭川･卓翔クラブ)

２位 三上　徳子 (札幌･来夢１００) 大西　多美江 (札幌･北クラブ)

３位 今渕　マサ子 (岩手･ラージフレンド岩手) 江刺家　節子 (岩手･盛岡体育館)

３位 田中　良子 (青森･沖舘新卓球クラブ) 髙江　亮子 (青森･五卓愛)

　３位・４位トーナメント

１位 宮上　幸子 (函館･卓栄会) 岩谷　マサ (函館･ラ健会)

２位 佐藤　昭子 (函館･卓栄会) 平野　悦子 (函館･卓栄会)

平成３０年度　第１６回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果②＞４月７日(土）

平成３０年４月７日（土）～８日（日）　　会場：函館アリーナ　　



【女子ダブルス】

平成３０年度　第１６回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果②＞４月７日(土）

平成３０年４月７日（土）～８日（日）　　会場：函館アリーナ　　

１５０歳～１５９歳

　１位・２位トーナメント

１位 三上　民江 (青森･ミドルエイジ卓球クラブ) 山本　泰子 (青森･ミドルエイジ卓球クラブ)

２位 井原　洋子 (札幌･厚友会) 白井　敦子 (札幌･月寒マスカット)

３位 中村　サチ子 (札幌･ライラック) 松本　郁美 (札幌･アリーナ)

３位 畑山　しげる (札幌･高卓会) 馬場　美代子 (札幌･来夢１００)

　３位・４位トーナメント

１位 山田　一子 (函館･ラ健会) 笈口　克子 (函館･ラ健会)

２位 菅井　庸子 (苫小牧･カラーズ) 松田　ヒロ子 (苫小牧･カラーズ)

１６０歳以上

　１位・２位トーナメント

１位 佐藤　恭子 (青森･弘前ラージ) 渡辺　フサ (青森･弘前ラージ)

２位 田中　エミ子 (札幌･札幌下剋上琴似) 坪田　貞子 (札幌･アカシヤ)

３位 福田　昭子 (鳥取･ラージＱ) 久保　規 (青森･八戸ラージ卓協)

３位 佐藤　ミツ子 (函館･卓栄会) 山田　光子 (函館･卓栄会)

　３位・４位トーナメント

１位 吉田　良子 (函館･ラ健会) 斉藤　ハツエ (青森･弘前ラージ)

２位 阿部　照代 (札幌･グリーンクラブ) 矢萩　貴枝 (札幌･エトワール)



【男子ダブルス】

１１９歳以下

　１位・２位トーナメント

１位 大宮　俊彦 (青森･後潟９８) 寺山　智彦 (青森･後潟９８)

２位 藤本　武司 (東京･ニッタクサンフレンド) 池田　亘通 (函館･南茅部卓球少年団)

３位 石岡　智幸 (青森･クラブひとみ) 古川　博彦 (青森･クラブひとみ)

３位 鈴木　和彦 (札幌･ビタミンforyou) 高橋　栄二 (札幌･Ｇ４クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 川島　慶悟 (函館･卓球ショップスマッシュ) 原岡　明彦 (函館･健卓会)

２位 工藤　雅弘 (青森･チームナラオカ) 工藤　孝二 (青森･チームナラオカ)

１２０歳～１２９歳

　１位・２位トーナメント

１位 櫻田　晴夫 (青森･十和田熟年卓球クラブ) 三浦　浩 (青森･十和田熟年卓球クラブ)

２位 佐々木　達志 (函館･北海道アスティーダ) 鰺岡　正明 (札幌･北海道アスティーダ)

３位 原　茂 (札幌･ＬＣＡ) 金澤　博道 (札幌･ＬＣＡ)

３位 金谷　昭彦 (秋田･大館ラージ) 松橋　勝見 (秋田･暖衛工業クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 加藤　儀彦 (函館･ＨＹＳクラブ) 逢見　範彦 (日高･FriendShip)

２位 三浦　理 (青森･Ｍ＆Ｎ) 成田　裕之 (青森･弘前ラージ)

１３０歳～１３９歳

　１位・２位トーナメント

１位 石川　千春 (函館･道南クラブ) 津軽屋　賢一 (函館･東和クラブ)

２位 熊谷　亮 (奈良･くまさんチーム) 長澤　茂 (奈良･くまさんチーム)

３位 鈴木　則行 (函館･ラジエイト) 本吉　敏 (札幌･卓正会)

３位 桑田　皇人 (札幌･セントラル) 井内　勲 (札幌･丸井クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 熊谷　健一 (青森･弘前レディース) 小山内　州平 (青森･弘前レディース)

２位 近藤　徹 (青森･つが～るちゃん) 菊地　了 (青森･つが～るちゃん)

１４０歳～１４９歳

　１位・２位トーナメント

１位 坂井　克己 (石狩･石狩クラブ) 黒崎　利康 (石狩･北クラブ)

２位 横山　榮紀 (札幌･前田クラブ) 熊田　進 (札幌･苗卓会)

３位 板倉　隆 (札幌･ＬＣＡ) 妹尾　裕司 (札幌･スイング)

３位 下山　光正 (青森･弘前ラージボール) 臼木　卯吉 (函館･市役所クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 笠川　信明 (青森･弘前アップルラージ) 今　隆志 (青森･弘前アップルラージ)

２位 橋本　孝志 (札幌･下剋上琴似) 駒野　吉憲 (函館･市役所クラブ)

平成３０年度　第１６回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果③＞４月７日(土）

平成３０年４月７日（土）～８日（日）　　会場：函館アリーナ　　



【男子ダブルス】

平成３０年度　第１６回 函館オープン ニッタク杯 ラージボール卓球 漁火大会

＜大会結果③＞４月７日(土）

平成３０年４月７日（土）～８日（日）　　会場：函館アリーナ　　

１５０歳～１５９歳

　１位・２位トーナメント

１位 岩坂　達哉 (函館･卓栄会) 渡辺　廣光 (函館･卓栄会)

２位 白戸　文昭 (青森･ミドルエイジ卓球クラブ) 船橋　栄吉 (青森･ミドルエイジ卓球クラブ)

３位 山田　信三郎 (札幌･ＬＣＡ) 鈴木　義行 (札幌･ＬＣＡ)

３位 山内　冨裕 (青森･沖舘新卓球クラブ) 石田　孝造 (青森･沖舘新卓球クラブ)

　３位・４位トーナメント

１位 西田　稔 (青森･ミドルエイジ卓球クラブ) 阿部　和政 (青森･ミドルエイジ卓球クラブ)

２位 岡野　陽逸 (函館･卓栄会) 本間　規矩夫 (函館･卓栄会)

１６０歳以上

　１位・２位トーナメント

１位 宮島　祐輔 (札幌･ＬＣＡ) 中村　義興 (札幌･ＬＣＡ)

２位 佐々木　義次 (千歳･恵庭卓球) 藤木　武雄 (札幌･球友会)

３位 伊藤　国雄 (千歳･卓親会) 佐藤　兵次 (函館･卓栄会)

３位 福田　重行 (鳥取･ラージＱ) 北島　弘志 (札幌･ＬＣＡ)



＜大会結果①＞　４月８日(日)

【女子シングルス】

49歳以下 １位・２位トーナメント
１位 小熊　瑠 (栃木･ＫＳＫ卓球クラブ)

２位 宍戸　裕子 (千葉･花野井クラブ)

３位 小室　咲楽 (小樽･小樽潮陵)

３位 成田　琴菜 (函館･卓心会)

３位・４位トーナメント
１位 高田　美穂 (函館･ＭＣクラブ)

２位 原岡　真由美 (札幌･サンシャイン)

50歳～59歳 １位・２位トーナメント
１位 安田　美香 (札幌･個人)

２位 近　純子 (札幌･セントラル)

３位 川崎　弘美 (富良野･富良野クラブ)

３位 杉山　千鶴代 (青森･チームナラオカ)

３位・４位トーナメント
１位 今野　珠美 (札幌･札幌市役所)

２位 菊池　泰子 (青森･チームナラオカ)

60歳～64歳 １位・２位トーナメント
１位 小倉　ちゑ (青森･チームナラオカ)

２位 小鷹　春代 (兵庫･くまさんチーム)

３位 丸井　優子 (札幌･アカシア)

３位 清水　祥子 (秋田･こまちレディース)

３位・４位トーナメント
１位 大和田久美子 (札幌･北斗クラブ)

２位 水野　倫子 (札幌･北クラブ)

65歳～69歳 １位・２位トーナメント
１位 金原　法子 (函館･卓栄会)

２位 浮須　奈々子 (札幌･厚友会)

３位 荒谷　啓子 (函館･七磯クラブ)

３位 田中　千鶴子 (青森･ねぶた青森)

３位・４位トーナメント
１位 西田　眞知子 (函館･ラジエイト)

２位 藤原　美名 (函館･アイリス)

70歳～74歳 １位・２位トーナメント
１位 佐藤　孝子 (福島･チームＡＩ)

２位 深貝　ヒトミ (旭川･卓翔クラブ)

３位 堀尾　ひろ子 (札幌･ニューリーブス)

３位 加藤　麗子 (石狩･すずらん)

３位・４位トーナメント
１位 野村　暁子 (石狩･キャッスル)

２位 渡辺　佐津子 (石狩･サーモンズ)

75歳～79歳 １位・２位トーナメント
１位 渡辺　フサ (青森･弘前ラージ)

２位 竹谷　京子 (青森･弘前アップルラージ)

３位 井原　洋子 (札幌･厚友会)

３位 小金丸　朋子 (札幌･キャッスル)

３位・４位トーナメント
１位 畑山　しげ子 (札幌･高卓会)

２位 笈口　克子 (函館･ラ健会)

80歳以上 １位・２位トーナメント
１位 久保　規 (青森･八戸ラージボール卓協)

２位 阿部　照代 (札幌･グリーンクラブ)

３位 小田切　節 (青森･五所川原卓愛会)

３位 山田　一子 (函館･ラ健会)

３位・４位トーナメント
１位 田中　エミ子 (札幌･下剋上琴似)

２位 荒関　リエ (札幌･アカシヤ)
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＜大会結果②＞　４月８日(日)

【男子シングルス】

49歳以下 １位・２位トーナメント
１位 池田　亘通 (函館･南茅部卓球少年団)
２位 藤本　武司 (東京･ニッタクサンフレンド)
３位 児玉　敦吏 (栃木･ドリームＬＣ)
３位 永作　直樹 (函館･南茅部卓球少年団)

３位・４位トーナメント
１位 白鳥　修 (函館･カムバック)
２位 新井　翔 (函館･卓心会)

50歳～59歳 １位・２位トーナメント
１位 神　秀行 (青森･ねぶた青森)
２位 鈴木　和彦 (札幌･ビタミンforyou)
３位 香川　浩幸 (札幌･厚友会)
３位 奈良岡　克彦 (青森･チームナラオカ)

３位・４位トーナメント
１位 工藤　雅弘 (青森･チームナラオカ)
２位 工藤　孝二 (青森･チームナラオカ)

60歳～64歳 １位・２位トーナメント
１位 鰺岡　正明 (岩見沢･北海道アスティーダ)
２位 青木　達男 (美幌･美幌クラブ)
３位 水野　恭一 (札幌･北クラブ)
３位 工藤　豊秀 (青森･チームナラオカ)

３位・４位トーナメント
１位 大谷　愉 (札幌･Ｇ４クラブ)
２位 松木　武 (青森･水酔会)

65歳～69歳 １位・２位トーナメント
１位 三浦　久和 (大阪･チーム三浦)
２位 下田　真之 (札幌･星球会)
３位 鈴木　則行 (函館･卓栄会)
３位 板倉　隆 (札幌･ＬＣＡ)

３位・４位トーナメント
１位 本吉　敏 (江別･卓正会)
２位 松谷　昇 (茨城･みらいクラブ)

70歳～74歳 １位・２位トーナメント
１位 太田口　和夫 (千葉･千葉クラブ)
２位 吉田　留夫 (札幌･苗卓会)
３位 岩坂　達哉 (函館･卓栄会)
３位 櫻田　晴夫 (青森･十和田熟年卓球クラブ)

３位・４位トーナメント
１位 妹尾　裕司 (札幌･スイング)
２位 阿部　和政 (青森･ミドルエイジ卓球クラブ)

75歳～79歳 １位・２位トーナメント
１位 鈴木　義行 (札幌･ＬＣＡ)
２位 笠川　信明 (青森･弘前アップルラージ)
３位 渡辺　廣光 (函館･卓栄会)
３位 中村　義興 (札幌･ＬＣＡ)

３位・４位トーナメント
１位 横山　榮紀 (札幌･前田クラブ)
２位 今野　勝男 (函館･卓翔会)

80歳以上 １位・２位トーナメント
１位 宮島　祐輔 (札幌･ＬＣＡ)
２位 佐々木　義次 (恵庭･恵庭卓協)
３位 栄利　貞宏 (青森･五所川原卓愛会)
３位 白井　信雄 (福島･チームＡＩ)

３位・４位トーナメント
１位 中田　寅三 (函館･北斗卓球協会)
２位 成田　政人 (青森･青森市ラージボール卓球クラブ)
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